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1章 他の締約国における国際審査での指摘事項の分析 

 

1.1  2010年の我が国報告に対する審査結果 

我が国が提出した 2010年の GHGインベントリーにおいて、Land use, land-use change and 

forestryの章では以下のような事項が指摘されている。 

 

（1） セクターレビュー 

パラ 58；2008年の LULUCF分野における総吸収量は 78,807.88 Gg CO2 eqであり、基準年に

比して 24.4％の増加である。草地における継続的な吸収量の増加と耕作地、都市域及び水域から

の排出量の減少がその要因である。 

 

パラ 59；ERTは LULUCF に関して提出されたインベントリーはデータの収集や方法論の適用と

いう点で IPCCの GPGに基づいていると結論付けた。 

 

パラ 60；日本は土地利用カテゴリーに関する定義を含む総括表を提出し、土地利用カテゴリーや

その面積をどのようにして決定したかを説明している。日本国は 1990年と 2008年の 2つの時点

間における土地利用マトリックスのみ示したが、「Included Elsewhere（他欄に含まれる）」と

したデータがどの欄に含まれるのかを表に付随する文中に示したほうが、より有益だろう。ERT

は 2006年と 2008年のレビューで推奨された活動量報告に関する透明性の向上について重ねて言

及した。レビュー期間中に提起された質問に答える形で、日本は活動量データ及び吸排出データ

に関する収集と処理について明確化した。ERTは次回提出の際にこれらの情報を含めることを助

言した。 

 

（2） キーカテゴリー 

パラ 61；全ての森林は管理森林として計上され、2008 年の国土面積の 66.1%に相当している。

構成している森林のほとんどは特に管理を行っている森林と准天然林であり 94.7％に相当する。

41.2%が人工林であり、53.5％が天然林である。 

 

パラ 62；生体バイオマスの炭素蓄積変化量は、GPGが示した LULUCFの方法論に従い、Tier2

を用いて推計されている。枯死有機物と土壌の炭素蓄積変化量については、GPG-LULUCF にお

ける Tier3 に相当する CENTRY-jfos モデルで推計されている。以前の ERT からの助言に従い、

日本は、CENTRY-jfos における国独自のパラメータの主要な推定と出典に関する情報を NIR の

中で文書化する取り組みを向上させている。 

 

パラ 63；2008年における総 CO2吸収量は基準年に比して 10.9％増加し、2007年比で 3.5%減少

している。吸収量の主因は生体バイオマスの変化であり（95.7％）、土壌中の炭素量変化はとて

も低い程度であった（3.7%）。 
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パラ 64；日本は IPCCの GPG が示した内挿手法により、時系列一貫性の課題を克服している。

しかし、非変化森林における枯死有機物の炭素蓄積変化量に関する時系列情報の不完全性は解決

されていない。ERTからの質問に関し、日本はこの一貫性の課題については検討中であると述べ

た。ERTは今後の年次報告でこの問題が解決されることを助言した。 

 

パラ 65；ERT は生体バイオマスの炭素蓄積変化量の推計方法に関して、非変化森林と変化森林

が独立して推計できない手法になっていることを指摘した。レビュー中の ERTからのこの質問に

関して、生体バイオマスを推計する際に用いている都道府県および森林局から提出される森林簿

のデータを用いていることの結果であると説明した。ERTはこの点に関して次ぎの年次報告書で

文書化の向上を行うよう助言した。 

 

1.2  レビューの着目点 

我が国に対する審査結果をみると、①活動量報告に関する透明性、②非変化森林における枯死

有機物の炭素蓄積変化量に関する時系列情報の不完全性、③生体バイオマスの炭素蓄積変化量の

推計に関する非変化森林と変化森林での推計の分離、の 3点が挙げられている。 

活動量報告の透明性については、土地利用マトリックスにおいて、国土を必ずしも各土地利用

区分に完全に分離できていないことに起因するものと思われる。このため、他国における土地利

用カテゴリーの特定に関する取組や指摘事項に着目した分析を行う。 

また、非変化森林における枯死有機物については、CENTRY-jfosでの報告に基づいて行われて

いるが、時系列データの不備が指摘されている。これに関し、他国における同様な指摘事項と改

善策について分析する。 

生体バイオマスの炭素蓄積変化量を推計する場合、森林簿を用いているため非変化森林と変化

森林が同様に扱われている指摘に関しては、各国における対応策を参考として取りまとめる。 

 

1.3  レビュー対象国の絞込み 

13カ国の付属書Ⅰ国について LULUCFに関する章を和訳し1、指摘事項を「報告の改善」、「方

法論の改善」、「不確実性の分析、追加」などの項目別に整理した2。 

その結果、特に我が国の GHG 報告の改善に役立つと考えられる指摘事項とその改善例を以下

の通り取り上げることとした。 

 

表 1-1 我が国の報告改善と関連した指摘事項がなされた付属書Ⅰ国 

国名 パラ 指摘事項 

カナダ 85 時系列一貫性の欠如 

オーストリア 84 土壌プール算定の向上 

イギリス 80  その他の土地利用から森林カテゴリーに転用された土地につ

いての報告強化 

                                                   
1 巻末資料（１）各国の審査報告書の和訳 
2 巻末資料（２）各国指摘事項の整理 
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1.4  カナダの審査対応状況 

（1） 指摘事項の取りまとめ 

NIRの 
ページ 

指摘の内容 
次の年次提出
での、ERTが
奨励する対応 

指摘事項 
の種別 

LULUCF分野の概要 

83． 

 カナダは IPCC の Tier2、3及び国特有のパラメー

ターを LULUCF 分野の推定に適用している。 

 不確実性分析及び QA/QC手順に関する詳細な情

報は，2010年のNIRに記載されている。 

 不確実性分析は他の土地利用から林地、湿地、開

拓地へ転用されたカテゴリを除いてすべてのカテ

ゴリにおいて 2010年に実施された。他の土地利用

から林地、湿地、開拓地へ転用されたカテゴリは、

方策が限られていたために実施されなかった。 

 今回除かれ

たカテゴリ

の不確実性

の推定を提

供すること

により NIR

を完成させ

ること 

不確実性

分析の追

加 

キーカテゴリ 

転用のない森林―CO2 

85． 

 このカテゴリの推定に用いられる活動データは、

国家森林炭素モニタリング・測定・報告システム

（NFCMARS）によって提供される。 

 同カテゴリの排出と吸収量 は、CBM-CFS3モデ

ルによって推定する。 

 2010年に活動データと方法論の変更が実施された

が、その適用は 2008年の推定にしかされていな

い。よって、時系列全体において推定に不一致が

生じている。 

 次の年次報

告には、時系

列全体で報

告ができる

よう改良を

実施するこ

と 

 

農地へ転用された土地―CO2 

87． 

 林地から農地への転用率は 2008年の推定に更新さ

れているが、時系列全体ではまだ更新されていな

い。 

2010年の NIR

にて、カナダ

は次回報告で

は時系列分析

を更新すると

報告してお

り、それを実

行するための

措置を推奨 

方法論の

改善 

湿地へ転用された土地―CO2 
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88． 

 2010年の NIR の報告では、カナダは 2008年の推

定についてのみ浸水する前とその後の森林消失に

伴う炭素転換パラメーターに改良を加えた。 

 ERTは、2010年のNIRの中で、カナダは次回の

年次報告では時系列全体における不一致を正し、

改良すると報告していることを留意している。 

次の NIR の提

出の際には改

良されたもの

が使用される

ことを推奨す

る。 

方法論の

改善 

非キーカテゴリ 

林地へ転用された土地―CO2 

89． 

 このカテゴリーの更新された活動データ及び方法

論の変更は 2008年の推定のみ適用されている。 

 ERTは、カナダが次の NIRの提出の際には、時系

列全体の推定を更新する報告していると言及して

いる。 

ERT は、それ

らの改良を推

奨する。 

方法論の

改善 

バイオマス燃焼―CO2、CH4、N2O 

90． 

 カナダは、2010年のNIRの中で、燃焼されたバイ

オマスからの非 CO2排出係数を改良するためにフ

ィールドと実験的燃焼を通して調査を行ったと報

告している。 

 しかし、その非 CO2排出係数が適用でき得る期間

については示されていない。 

 

 新しく開発

した非 CO2

排出係数を

用いて野火

による排出

の推定を改

良すること 

 2011年の

NIRの提出

の際にはそ

れを反映す

こと 

方法論の

改善 

報告の改

善 

 

（全文和訳） 

① LULUCF分野の概要 

82．2008年の LULUCF分野からの純吸収量は 12,826.00Gg CO2換算に達した。1990年からは、

年毎の純吸収量又は純排出量は変動し続け、2008年における純吸収量は 1990年のそれの 75.1%

である。純吸収量の減少の主な原因は、ある事象による各年の大きな変動と林野火災や病虫害に

よる攪乱が激しいために、林地から排出/吸収量が大きく変わるからである。ERTは、農地が 1990

年には排出源（12,666.80Gg CO2換算）であったのに対し、2008年には吸収源（4,427.74Gg CO2

換算）になっていることに留意した。2008年には、LULUCF分野において、純吸収量 18,247.23 

Gg CO2換算が林地からのものであり、農地からの純吸収量 2,497.6 Gg CO2換算がそれに続く。

同年に、開拓地は純排出量 7,350.74 Gg CO2換算を（主に林地から開拓地への土地転用によるも

の）、湿地は純排出量 2,497.46 Gg O2換算を計上した。転用のない草地からの純吸収/排出量は「IE」
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や「NE」で報告され、他の土地から草地へ転用された土地のそれは「NE」や「NO」で報告され

る。草地から他の土地へ転用された場合は「NE」や「NO」で報告される。農耕地、湿地、開拓

地に転用された土地は「NE」と報告される。GHGガスの推定は他の土地利用から農耕地への転

用に伴う攪乱からの N2O（CRF table 5（Ⅲ））、石炭施用に由来の CO2排出量、バイオマス燃

焼（table 5（V））に関して行われる。しかし、サブカテゴリの中のいくつかは、「IE」、「NE」

又は「NO」として報告される。窒素施肥（CRF table 5（Ⅱ））由来の N2O排出量は「IE」と

して報告され、土壌流出や湿地（CRF table 5（Ⅱ））に由来する非 CO2排出量は「NO」として

報告される。カナダはNIR の中で、リモートセンシングのデータという新たなシリーズを使用す

ることで、林地への転用や、同地からの転用が起きた面積の推定値を更新することに努めている

と記載している。LULUCF 分野の純吸収量は、2008 年におけるすべての分野の GHG 排出量の

1.7%分を相殺した。 

 

83．カナダは IPCCの Tier2、3及び国特有のパラメーターを LULUCF分野の推定に適用してい

る。土地面積を計測するために使用する方法は IPCC GPGのアプローチ 2である。カナダでは、

モニタリング、測定、報告システム（MARS）が GHG インベントリにおける高い一貫性と空間

的網羅性を保証するために用いられている。カナダは、管理された林地においては、542の分析・

調査単位からなる階層的、空間的なフレームワークを取り入れている。カナダ土壌情報システム

の国家土壌データベースは、農耕地の土地利用カテゴリにおける推定に用いられるデータの基と

なっている。ERTは、カナダは LULUCF分野の活動データとその推定を改善する努力を続けて

いるとしていることを留意した。不確実性分析及び QA/QC 手順に関する詳細な情報は，2010年

の NIRに記載されている。不確実性分析は他の土地利用から林地、湿地、開拓地へ転用されたカ

テゴリを除いてすべてのカテゴリにおいて 2010年に実施された。他の土地利用から林地、湿地、

開拓地へ転用されたカテゴリは、方策が限られていたために実施されなかった。 

ERT はカナダこの今回除かれたカテゴリの不確実性の推定を提供することにより NIR を完成さ

えることを推奨する。Tier 1 QA/QCや Tier 2 QCの計画は LULUCF分野において報告される吸

収源による吸収と排出源による排出のすべての推定に用いられている。 

 

84．カナダ全土 996,357kha のうち、推定のために報告されているのは 279,884kha である。残

りの土地は非管理地と見なされており、報告はされていない。一度管理が入った土地は、二度と

非管理地にはならない。たとえ、管理がされなくなったり、放棄されたり、新しい管理・計画が

立てられなくても、カナダはそれらの土地を管理地として報告し続ける。農業用牧草地はプレー

リー地方のみ見うけられる。管理された牧草地の増加分は開墾されていない牧草地を把握するセ

ンサス統計によって推定される。カナダは、それらの土地管理された牧草地の管理体系の変化に

関する情報を持っていないため、そこでは炭素プールの純変化はないことにしたいと主張してい

る。管理された草地（干し草や緑肥のための刈り取りや開墾された牧草地）は、農地カテゴリの

中に含まれる。カナダは、NIR の中で、推定値を比較できるために、2007年のすべての土地面積、

管理された森林面積、農地の面積のそれぞれで、土地利用変化のマトリックスを記載している。

集中レビューの間、カナダは ERT に 2011 年の NIR 提出までには土地利用変化マトリックスを

再検討すると伝えた。ERTはそういった加盟国の努力は LULUCF分野の情報の一貫性を高める
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ことにもつながるために歓迎しており、カナダが次の年間レポートにおいてそれらを改良するこ

とを推奨する。 

 

② キーカテゴリ 

転用のない森林―CO2 

85．転用のない森林カテゴリにおける推定に用いられる活動データは。国家森林炭素モニタリン

グ・測定・報告システム（NFCMARS）によって提供される。同システムは森林インベントリデ

ータ、収穫表、参照活動データを統合したものである。CBM-CFS3モデルは、自然攪乱や管理活

動の影響だけでなく、バイオマスの成長、リター、枯死木、分解量のデータを計算し、同カテゴ

リの排出と吸収量を推定する。2010 年に更新された活動データと方法論の変更が実施されたが、

その適用は 2008 年の推定にしかされていない。よって、時系列全体において推定に不一致が生

じている。ERT は、カナダは 2010 年の NIR2010 の中で、次の年次報告には、時系列全体で報

告ができるよう改良すると記載してあることに留意しており、それを実施することを推奨する。 

 

転用のない農地―CO2 

86．転用のない農地カテゴリに関して報告されている推定は、鉱質土壌、石灰施用、有機土壌の

耕作、多年生作物の木質バイオマスへの変化に由来する排出量・吸収量を含んでいる。カナダは

十分補正され、承認されたモデル（CENTURY）を土壌有機炭素の変化量を推定するのに用いて

いる。同モデルは、単年生と多年生作物の耕作地の面積変化、夏の休閑地の面積や耕作サイクル

を考慮に入れている。石灰施用は IPCC GPGの Tier 1アプローチによって推定している。生体

バイオマスの炭素ストックチェンジは、木質バイオマスをもつ多年生作物についてのみ推定して

いる。木質バイオマスがある農地がそのまま木質バイオマスを保持したままの場合は、炭素スト

ックの変化 0 とする。ぶどう畑、果樹園やクリスマスツリーは作物としてみなされる。木質バイ

オマスをもつ新たな多年生作物の耕作地ができたり、それらの作物が除去されかつ植えかえられ

ていなかったりする場合のみ炭素ストックの変化は推定される。 

 

農地へ転用された土地―CO2 

87．カナダでは、農地への転用は、林地や草地からなされる。林地から農地への転用率は 2008

年の推定に更新されているが、時系列全体ではまだ更新されていない。ERTは 2010年のNIRに

て、カナダは次回の年次報告では時系列分析を更新すると報告していることを留意し、それを実

行するための措置を推奨する。 

 

湿地へ転用された土地―CO2 

88．湿地へ転用された土地カテゴリにおいては、カナダは泥炭の抽出のために水を抜いた泥炭地

や浸水した土地からの排出量を報告している。泥炭抽出は園芸的利用のためのみに行われる。浸

水した土地は、10年の転用期間を設定しており、消失した森林バイオマスが腐食することから生

じる 10 年後以降の排出量は転用されない湿地カテゴリの中で報告されることになる。2010 年の

NIR の報告では、カナダは 2008 年の推定についてのみ浸水する前とその後の森林消失に伴う炭

素転換パラメーターに改良を加えた。ERTは、2010年のNIRの中で、カナダは次回の年次報告
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では時系列全体における不一致を正し、改良すると報告していることを留意している。さらに、

ERTは、カナダが浸水した土地の表面から出る排出量を決定するために用いられる排出曲線を再

評価する計画を立てていることに留意し、次のNIRの提出の際には改良されたものが使用される

ことを推奨する。 

 

③ 非キーカテゴリ 

林地へ転用された土地―CO2 

89．主に放棄された農地に実施される植林のみ林地へ転用された土地カテゴリに分類される。放

棄された農地に自然植生が再生された場合は、このカテゴリには分類されず、十分な森林被覆に

なるまでは、農地としてみなされる。更新された活動データ及び方法論の変更は 2008 年の推定

のみ適用されている。ERT は、カナダが次の NIR の提出の際には、時系列全体の推定を更新す

る報告していると言及している。ERTは、それらの改良を推奨する。 

 

バイオマス燃焼―CO2、CH4、N2O 

90．カナダは、2010年の NIRの中で、燃焼されたバイオマスからの非 CO2排出係数を改良する

ためにフィールドと実験的燃焼を通して調査を行ったと報告している。しかし、その非 CO2排出

係数が適用でき得る期間については示されていない。ERTは、その調査を留意し、新しく開発し

た非 CO2排出係数を用いて野火による排出の推定を改良し、2011年のNIRの提出の際にはそれ

を反映するよう奨励した。 

 

（2） 指摘事項に対するカナダの取組 

時系列一貫性に関してはこれを担保するような計算方法に準拠しているが、報告期間中の活動

量データについて一部が欠損している。地方局から得られた 2004年から 2009年の山火事面積に

関する情報はリアルタイム若しくはリモートセンシング情報に基づいている。1990 年から 2003

年までについては、地方局からの情報をから構成される大規模山火事データベースのから試算さ

れている。森林インベントリデータは全ての情報が同時期に収集されているわけではない。長期

的な改善目標としては森林インベントリの質の向上であり、モデルパラメータの精査とモデルの

拡張である。再計算の頻度を抑えた改善のために更にシステマティックなアプローチを目指すこ

ととする。 

 

1.5  オーストリアの審査対応状況 

（1） 指摘事項の取りまとめ 

NIRの 
ページ 

指摘の内容 
次の年次提出での、
ERTが奨励する対
応 

指摘事
項 

の種別 

LULUCF分野の概要 

80 

 ERTは、NIR（表 207、ページ 298）の分野の概要で

報告されている LULUCF分野からの GHG排出量及

び吸収量の時系列が、NIR（表 13、52ページ）の 2

報告されたデータ

の整合性をチェッ

クすること 

整合性 
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章に記載されているデータと異なることに留意 

81 

 ERTは、NIR（表 208と 209、301と 302ページ）

とCRFの表で報告された森林面積の間の矛盾に留意。 

 オーストリアは、前述の矛盾は、転用のない森林カテ

ゴリーの下で非生産的な森林の面積を表すサブカテ

ゴリーの CRFの表に含めることによって引き起こさ

れたことを明らかにした。また、オーストリアは、転

用のない森林に係る年次データおよび使用された方

法論に関する追加情報を提供。 

透明性と明快さを

向上させるために、

この詳細な情報と

次の年次提出の

NIR で使用された

仮定を報告するこ

と 

報告の

改善 

82 

 オーストリアは、生体バイオマスの CSCの不確実性

の算定を森林カテゴリーにおいてのみ報告し、NIRで

新たな不確実性評価が計画されていることを述べて

いる。 

 参照されていない専門家の判断に基づいた不確実性

の範囲が残りのカテゴリーでは報告された；転用のな

い農地の定量的不確実性の算定が報告された；農地に

転用された土地の中で、草地のみが考慮された。 

 湿地と開発地カテゴリーには非常に大まかな算定が

報告されているのに対し、サブカテゴリーの転用のな

い草地の算定は提供されなかった。 

次の年次提出のた

めのLULUCF分野

全体の不確実性を

評価するべきと改

めて表明 

不確実

性分析 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

83 

 オーストリアは、リタープールの炭素ストック変化量

を土壌有機物（SOM）プールの下で報告した。 

 集中審査の間で ERTが提起した質問に対して、オー

ストリアは ERTに、すでに前回の審査報告書にて述

べられている通り、リターの炭素ストック変化量を次

の年次提出で別個報告する意向を伝えた。 

 ERTは、このアプローチは、LULUCFの IPCC GPG

に準拠していないことを指摘。 

次の年次提出で枯

死有機物（DOM）

プールの下でリタ

ーの純炭素ストッ

ク変化量を報告す

ること 

報告の

改善 

84 

 オーストリアは、SOMプールの炭素ストック変化量

を算定するためにモデリングアプローチを用いたが、

得られた結果を使用せず、Tier1に従い土壌炭素スト

ック変化量を報告した。 

 集中審査の間で、オーストリアは、モデリングアプロ

ーチに考慮された異なるパラメーターについての追

加情報を提供した。同時に、オーストリアは、現在進

行中の森林土壌インベントリの再評価の結果に基づ

インベントリの算

定値の透明性を高

めるために、NIR の

次の年次提出の際

にこの追加情報を

含めること 

報告の

改善 
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き、近い将来における森林土壌の炭素ストック量変化

の算定を改善する予定であることを述べた。 

森林に転用された土地―CO2 

85 

 オーストリアは、リタープールの炭素ストック変化量

を SOMプールの下で報告した。 

 ERTは、このアプローチは、LULUCFの IPCC GPG

に準拠していないことを指摘。 

DOMプールの下で

リターの純炭素ス

トック変化量を報

告すること 

報告の

改善 

86 

 オーストリアは、専門家の判断に基づいて、土壌炭素

ストック量のための複数の値を提供した（例えば沼地

は 150tC/ha；開発地との道路エリアは平均で 60 t 

C/ha；そして、その他の土地利用は 30 t C/ha）。  

 

これらの値につい

て明確な言及を含

めるべきであると

改めて表明 

報告の

改善 

転用のない農地―CO 

88 

 2010年の提出のために、オーストリアは、国独自の

データを使用して、年間の農地における生体バイオマ

スの炭素ストック量を再計算した。米国農務省からの

R/S比が全植物バイオマス量を算定するために用いら

れた。 

 ERTが提起した質問に対して、オーストリアは、農業

経営の変化に起因する一年生作物の生体バイオマス

の変化は調査されておらず、そのNIRでは報告され

ていないことを明らかにした。 

 CSC量を算定するために使用される方法論において

NIRで提供される情報が、用いられたアプローチが既

に他のプールで勘定された炭素ストック量の二重勘

定を引き起こしていないかを理解するためには未だ

不十分なままではあるが、一年生から多年生への転用

およびその逆のケースのみが、算定されたバイオマス

量の変化である。 

次の年次提出にお

いて、方法論および

適用される EFsの

詳細な説明を提供

すること 

方法論

の詳細

な説明 

89 

 NIRにおいてオーストリアでは、多年生と一年生農地

のための異なる土壌有機炭素値を提供した。 

 ERTは、それが土壌の CSC量が一年生および多年生

農地のために算定されているかどうかは明らかでは

ないことに留意。 

 ERTが提起した質問に対して、オーストリアは、土壌

の CSC量は一年生農地のためだけに算定されている

ことを明らかにした。多年生農地の場合は、Tier 1の

方法が適用された。すなわち、土壌には CSC量は想

次の年次提出にお

いて、このカテゴリ

ーでの算定値を計

算するために用い

たアプローチを明

確に説明し、その完

全性を改善するこ

と 

方法論

の詳細

な説明 
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定されていない。  

草地に転用された土地―CO2 

90. 

オーストリアは、草地における生体バイオマスの炭素ス

トック量に、国独自の値を使用し、草地の年間平均バイ

オマス収量を算定するために、異なる草地カテゴリーの

区域（ワンカット（一度刈り込み）牧草地、ツーカット

（二度刈り込み）牧草地、リター牧草地、自然状態の牧

草地、耕作された牧草地）を考慮に入れ計算した。 

算定のプロセスを

より透明にするた

めに、用いられたア

プローチの詳細な

説明を提供するこ

とを奨励 

方法論

の明示 

 

（全文和訳） 

① LULUCF分野の概要 

79. 2008年には、LULUCF 分野からの純吸収量は 17,337.16 Gg CO2換算に達した。 1990年以

来、純吸収量は 31.9%増加している。純吸収量増加の主要因は、主に森林面積が増加したことに

よる、森林の炭素ストック量の増加である。分野内で、森林の吸収量は、19,466.96 Gg CO2換算、

農地の排出量は 2,062.40Gg CO2換算、草地の吸収量は 1,283.77 Gg CO2換算、湿地の排出量は

376.97 Gg CO2換算、そして開発地の排出量は 517.46 Gg CO2換算である。残りの 456.74 Gg CO2 

換算は、その他の土地からの排出であった。 

 

80. ERT は、NIR（表 207、ページ 298）の分野の概要で報告されている LULUCF 分野からの

GHG排出量及び吸収量の時系列が、NIR（表 13、52ページ）の 2章に記載されているデータと

異なることに留意している。ERTは、オーストリアがその次の年次提出のために QCチェックを

強化する中で、報告されたデータの整合性をチェックすることを奨励している。 

 

81. ERT は、NIR（すなわち表 208 と 209、301 と 302 ページ）と CRF の表で報告された森林

面積の間の矛盾に留意した。集中審査で ERTが提起した質問に答えて、オーストリアは、前述の

矛盾は、転用のない森林カテゴリーの下で非生産的な森林の面積を表すサブカテゴリーの CRFの

表に含めることによって引き起こされたことを明らかにした。また、オーストリアは、使用され

る方法論や国家森林インベントリー（NFI）の既存のデータセットに基づいて、転用のない森林

に係る年次データおよび使用された方法論に関する追加情報を提供した。透明性と明快さを向上

させるために、ERT は、オーストリアはこの詳細な情報と次の年次提出の NIR で使用された仮

定を報告することを奨励している。 

 

82. オーストリアは、生体バイオマスの炭素ストック変化の不確実性の算定を森林カテゴリーに

おいてのみ報告し、NIRで新たな不確実性評価が計画されていることを述べている。参照されて

いない専門家の判断に基づいた不確実性の範囲が残りのカテゴリーでは報告された；転用のない

農地の定量的不確実性の算定が報告された；農地に転用された土地の中で、草地のみが考慮され

た。湿地と開発地カテゴリーには非常に大まかな算定が報告されているのに対し、サブカテゴリ

ーの転用のない草地の算定は提供されなかった。ERTは、オーストリアが次の年次提出のための
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LULUCF 分野全体の不確実性を評価するべきであるという以前の審査報告書で行った奨励を改

めて表明した。 

 

② キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

83. 森林からの転用及び森林への転用、森林面積と土地利用変化の面積は、NFIsからのデータに

基づいている。二つの連続した NFIs 間の年次データは線形補間により算出した。オーストリア

は、リタープールの炭素ストック変化量を土壌有機物（SOM）プールの下で報告した。集中審査

の間で ERTが提起した質問に対して、オーストリアは ERTに、すでに前回の審査報告書にて述

べられている通り、リターの炭素ストック変化量を次の年次提出で別個報告する意向を伝えた。

このアプローチは、LULUCFの IPCC GPGに準拠していないため、ERTは、オーストリアが次

の年次提出で枯死有機物（DOM）プールの下でリターの純炭素ストック変化量を報告することを

奨励している。 

 

84. オーストリアは、SOMプールの炭素ストック変化量を算定するためにモデリングアプローチ

を用いた。しかし、オーストリアは、LULUCFの IPCC GPGの Tier1アプローチに従い土壌炭

素ストック変化量を報告し、得られた結果を使用しなかった。集中審査の間で ERTが提起した質

問に対して、オーストリアは、モデリングアプローチに考慮された異なるパラメーターについて

の追加情報を提供した。同時に、オーストリアは、選定されたサイトで現在進行中の森林土壌イ

ンベントリの再評価の結果に基づき、近い将来における森林土壌の炭素ストック量変化の算定を

改善する予定であることを述べた。ERTは、オーストリアがそのインベントリの算定値の透明性

を高めるために、NIRの次の年次提出の際にこの追加情報を含めることを奨励している。 

 

森林に転用された土地―CO2 

85. 森林からの及び森林への、森林面積と土地利用変化の面積は、NFIsからのデータに基づいて

いる。二つの連続した NFIs 間の年次データは線形補間により算出した。その後のまたは以前の

土地利用のサブカテゴリーへのこれらのデータの分割は、NFI 2000/2002の結果と同じ比率を使

用して行われた。オーストリアは、リタープールの炭素ストック変化量を土壌有機物（SOM）プ

ールの下で報告した。このアプローチは、LULUCFの IPCC GPGに準拠していないため、ERT

は、オーストリアがその次の年次提出で枯死有機物（DOM）プールの下でリターの純炭素ストッ

ク変化量を報告することを奨励している。 

 

86. オーストリアは、専門家の判断に基づいて、土壌炭素ストック量のための複数の値を提供し

た（例えば沼地は 150tC/ha；開発地との道路エリアは平均で 60 t C/ha；そして、その他の土地

利用は 30 t C/ha）。ERTは、オーストリアが次の年次提出において、これらの値について明確な

言及を含めるべきであるという以前の審査報告書で行った奨励を改めて表明した。 

 

転用のない農地―CO2 

87. 農地の AD は、公式全国統計（オーストリア政府統計局）から入手；転用のない農地の面積
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は、総農地面積から農地に転用された土地を差し引いて計算されている。年間の転用のない農地

に関連する炭素ストック変化量はゼロと算定されるのに対し、多年生農地のバイオマスの炭素ス

トック変化量は Tier1 アプローチを用いて算定されている。オーストリアは、一年生作物の生体

バイオマスの炭素ストック変化量を、農地経営の変化の結果及び一年生から多年生作物への転用

およびその逆の結果として報告した。前回の審査報告書では、次の年次提出においてオーストリ

アは、年間の炭素収支における時間的変動（すなわち、同じ量の炭素ストックが生体バイオマス

プール及び鉱質土壌にそれぞれあるが、同年のそれに続く量）が取り出されたかどうか、またど

う取り出されたかを明らかにするためのすべての関連情報を報告すること、または適用された

EFsが上述の問題に対処することが出来なかった場合にそのEFsを改善するためにすべての関連

情報を報告することを奨励されている。 

 

88. 2010年の提出のために、オーストリアは、国独自のデータを使用して、年間の農地における

生体バイオマスの炭素ストック量を再計算した。米国農務省からの R/S 比が全植物バイオマス量

を算定するために用いられた。集中審査の間で ERT が提起した質問に対して、オーストリアは、

農業経営の変化に起因する一年生作物の生体バイオマスの変化は調査されておらず、その NIRで

は報告されていないことを明らかにした。炭素ストック変化量を算定するために使用される方法

論において NIRで提供される情報が、用いられたアプローチが既に他のプールで勘定された炭素

ストック量の二重勘定を引き起こしていないかを理解するためには未だ不十分なままではあるが、

一年生から多年生への転用およびその逆のケースのみが、算定されたバイオマス量の変化である。

ERT は、オーストリアが次の年次提出において、方法論および適用される EFs の詳細な説明を

提供することを奨励している。 

 

89. NIR においてオーストリアでは、多年生と一年生農地のための異なる土壌有機炭素値を提供

した；ERTは、それが土壌の炭素ストック変化量が一年生および多年生農地のために算定されて

いるかどうかは明らかではないことに留意した。審査で ERTが提起した質問に対して、オースト

リアは、土壌の炭素ストック変化量は一年生農地のためだけに算定されていることを明らかにし

た。多年生農地の場合は、Tier 1の方法がオーストリアで適用された。すなわち、土壌には炭素

ストック変化量は想定されていない。 ERT は、オーストリアは次の年次提出において、このカ

テゴリーでの算定値を計算するために用いたアプローチを明確に説明し、その完全性を改善する

ことを奨励している。 

 

草地に転用された土地―CO2 

90. オーストリアは、草地における生体バイオマスの炭素ストック量に、国独自の値を使用し、

草地の年間平均バイオマス収量を算定するために、異なる草地カテゴリーの区域（ワンカット（一

度刈り込み）牧草地、ツーカット（二度刈り込み）牧草地、リター牧草地、自然状態の牧草地、

耕作された牧草地）を考慮に入れ計算した。算定のプロセスをより透明にするために、ERTはオ

ーストリアがその次の年次提出において、用いられたアプローチの詳細な説明を提供することを

奨励している。 
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（2） 指摘事項に対するオーストリアの取組 

オーストリアでは 8.7km 間隔による地下部 50cm までの土壌サンプリング調査が 1987 年から

1989年にかけて実施されている。しかしながら土壌プールが非常に微量でありかつ、非常にゆっ

くりとした変化を示すため、再計測は行わずモデルを利用する手法を採用している。モデルによ

る計算から、1961 年から 1996 年にかけては総炭素蓄積量の 10％であるという結果を得たが、

1990年から 2006年にかけては 0.5MtC/年の増加に転じている結果となった。このことは森林面

積の増加や、森林の成長によるリター供給量の増加、伐採残渣の増加などが主因と考えられる。 

しかしイングランド及びウェールズにおける土壌インベントリの最新報告では、土壌炭素量変

化は土地利用変化から独立しているとの結果が示されており、知見で示された気候変動自体が与

える影響の重大さがあるのではないかと推察している。このような状況を勘案し、オーストリア

は Tier-1の適用による土壌炭素プールの推計を行うこととした。なお、近頃終了予定の土壌イン

ベントリ事業による再測定や既存NFIにおける補助情報、その他関連する既往文献を活用したモ

デル化の取組なども計画しており、これらの活動が土壌炭素プールの推計精度向上に資するもの

と考えている。 

 

1.6  イギリスの審査対応状況 

（1） 指摘事項の取りまとめ 

NIRの 
ページ 

指摘の内容 
次の年次提出で
の、ERTが奨励
する対応 

指摘事項 
の種別 

LULUCF分野の概要 

75. 

 地理的範囲に関しては、王室属領および海外領土

の LULUCF 算定は他の分野（セクター7）で報

告されている。 

 しかし、同報告は LULUCFのカテゴリーとサブ

カテゴリー（例：土地の転用）を区別していない。  

 王室属領や海

外領土の排出/

吸収に関連性

のある土地利

用区分を識別

し CRF表の適

切な土地利用

カテゴリーの

サブカテゴリ

ーとして対応

する算定値を

報告すること 

 NIRで提供さ

れる関連情報

を修正するこ

と 

方法論の

改善 

報告の改

善 

78. 
 以前の ERTの複数奨励に対応し、イギリスは、

計画された多数のLULUCFインベントリの改良

ERT は、次の年

次提出の際にこ

方法論の

改善の実
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点を特定した。それらは以下を含む 

 期間後に IPCC GPGと一貫性を保った上で転用

された土地が転用のない土地カテゴリーへ移行

される 20年の期間設定 

 果樹園の排出/除去量の森林から農地カテゴリー

への再配分 

 泥炭地採収による排出量の草地から湿地カテゴ

リーへの再配分 

 植栽時期間隔の空間分割のための 20×20 kmグ

リッドスケールの適用。  

れらの改善を実

施するよう締約

国（イギリス）に

奨励している。 

施 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

79. 

 イギリスでは、炭素蓄積増加量と損失量の算定値

を算出するために炭素フローモデルに基づいて

Tier 3のアプローチを採用している。 

 炭素フローモデルベースの算定は、生体バイオマ

スの炭素蓄積の大幅な損失を示す。 

 これらの損失量は、森林カテゴリーに転用された

土地で通常予想されているものよりも大きく、

NIRはこの算定について透明性をもって説明し

ていない。  

バイオマスの炭

素蓄積損失のコ

ンポーネントの

説明を含めるこ

と 

報告の改

善 

80. 

 ERTは、締約国（イギリス）が京都議定書の 3

条 3の下での新規植林/再植林活動の報告のため

の空間モニタリングを実施する予定であること

を指摘した。 

このモニタリン

グを通じて収集

されたデータが

条約の下で［その

他の土地利用か

ら］森林カテゴリ

ーに転用された

土地についての

報告を強化する

ために使用され

るよう促してい

る。 

報告の改

善 

81. 

 野火での ADは、関連した排出を転用のない森林

と森林に転用された土地とに分割するのに十分

ではないことから、すべての野火からの排出量は

森林に転用された土地の下で報告されている、と

述べている。 

バイオマス燃焼

からの排出を二

つのカテゴリー

に分けて特定・算

定すること 

方法論の

改善 
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 転用のない森林で燃焼したバイオマス量は森林

に転用された土地のそれと異なる可能性が高い。 

農地に転用された土地―CO2 

82. 

 農地に転用された森林からの排出量は「IE」とし

て報告される。 

 土地利用の変化を識別するために使用される方

法は、農地カテゴリーに転用された森林内の小さ

な区域を特定する。 

 しかし、専門家による判断は、この区域は本来の

土地利用変化区域ではなく統計的手法の人為的

な産物であり、同区域は草地や農地に転用された

開発地カテゴリーの下に含まれている。  

 ERTは、この説明は明確に CRFの表と NIRに

記載されることを推奨している。 

 審査中に、締約国は、最新の Countryside Survey

データ（2007）が使用可能になった際に、それら

は 1998年から 2007年までの土地利用と土地利

用変化のマトリックスの報告を改善するために

使用されることを示した。  

次の提出の際の

報告にその新し

い情報を使用す

ること 

報告の改

善 

転用のない草地―CO2 

83. 

イギリスは現在、転用のない草地（CRF表 5.C.1）

の下での、園芸用ピートの採収からの炭素ストック

変化量を報告している。  

これらの変更を

湿地のカテゴリ

ーの下で報告す

るべきという以

前の ERTの奨励

を改めて表明 

報告の改

善 

非キーカテゴリー 

土壌攪乱からの N2O排出量 

84. 

 森林と農地に転用された草地における土壌の攪

乱からのN2Oの排出量は、「NE」として報告さ

れている。 

 イギリスは IPCC GPGで提供されるアプローチ

は適当であるとは考えておらず、この分野からの

排出量を算定するための国独自の EFsが開発中

であることがNIRで述べられている。 

 かなりの草地（5,482.44 KHA）と森林（71.71 

KHA）がイギリスで農地に転用されることを考

えると、これらの土地利用の変化は、土壌の鉱化

国独自の方法が

利用可能になる

までこのカテゴ

リーから排出量

は IPCC GPGで

提供されるデフ

ォルトデータを

用いて算定する

ことを推奨 

方法論の

改善？ 
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作用の結果としてN2Oの著しい排出量レベルに

つながる可能性がある。  

 

（全文和訳） 

① LULUCF分野の概要 

74．2008年には、LULUCF 分野からの純吸収量は 1,941.92Gg CO2換算に達した。LULUCF分

野は 1990 年には、2,953.90Gg CO2の純排出源だったが、1999 年以降純吸収源となっている。

この変化の主な原因は 1990 年から 2008 年の間の森林と草地からの吸収量の増加である。1990

年から 2008 年間の時系列全体において農地は一環として主な排出源であった。分野内で、2008

年に、森林と草地はそれぞれ 13,609.91 Gg CO2と 8,147.52Gg CO2の純吸収量を占めた。農地は

15,243.39Gg CO2の純排出に貢献し、開発地が 6,286.35Gg CO 2と続いている。さらにイギリス

は伐採木材製品のプールでの増加、1,714.23Gg CO2相当の炭素ストック量の増加を報告している。 

 

75. LULUCF分野に関するインベントリは、森林および草地の農地への転用に関連する土壌の撹

乱からの N2O 排出量を除いて、義務づけられているカテゴリー、GHG ガスそしてプールの算定

値を組み込んだ上でおおよそ完了している。以前の ERTの奨励に対応して、転用のない森林の炭

素ストック量の純変化がなかったという仮定をサポートするための情報は提出されている。地理

的範囲に関しては、王室属領および海外領土の LULUCF算定は他の分野（セクター7）で報告さ

れている。しかし、同報告は LULUCF のカテゴリーとサブカテゴリー（例：土地の転用）を区

別していない。 ERT は、締約国（イギリス）が王室属領や海外領土の排出/吸収に関連性のある

土地利用区分を識別し CRF 表の適切な土地利用カテゴリーのサブカテゴリーとして対応する算

定値を報告すること、そして締約国（イギリス）が NIRで提供される関連情報を修正することを

奨励している。 

 

76. イギリスでは、インベントリにある土地利用区域の表示のためのアプローチ 2 を使用し、複

数の異なるソースからのデータを空間的に明確でない土地利用変換マトリックス上で取りまとめ

る。イギリスにおいて現在入手可能なデータでは湿地が他の土地タイプから区別されていないた

め、湿地は生息地のタイプに応じて草地またはその他の土地の下に含まれている。湿地への転用

および湿地からの転用に関連する排出量及び吸収量は、草地やその他の土地のそれとは大きく異

なる可能性があるので、ERTは、イギリスは別々に湿地を特定するためのシステムを開発するこ

とを奨励している。 

 

77. イギリスは全時系列の LULUCF 分野の再計算を報告している。これらの再計算の主な理由

は次のとおり：他のセクター（1990年-2007年）で報告された海外領土の排出推計の修正；開発

地へ転用された森林（2000-2005）、石灰、泥炭採収（2007）のためにアップデートされた AD；

および新規植林率の修正（2007年）。これらの再計算により 2007年の当該分野の 4.0%の変化が

生じた。 
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78. 以前の ERT の複数奨励に対応し、イギリスは、NIR 内におよび審査週間の際に、計画され

た多数の LULUCFインベントリの改良点を特定した。それらは以下を含む：期間後に IPCC GPG

と一貫性を保った上で転用された土地が転用のない土地カテゴリーへ移行される 20 年の期間設

定；果樹園の排出/除去量の森林から農地カテゴリーへの再配分、泥炭地採収による排出量の草地

から湿地カテゴリーへの再配分、及び植栽時期間隔の空間分割のための 20×20 kmグリッドスケ

ールの適用。 ERT は、次の年次提出の際にこれらの改善を実施するよう締約国（イギリス）に

奨励している。 

 

② キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

79. イギリスでは、炭素蓄積増加量と損失量の算定値を算出するために炭素フローモデルに基づ

いて Tier 3のアプローチを採用している。炭素フローモデルベースの算定は、生体バイオマスの

炭素蓄積の大幅な損失を示す。これらの損失量は、森林カテゴリーに転用された土地で通常予想

されているものよりも大きく、NIR はこの算定について透明性をもって説明していない。 ERT

は、イギリスが次の年次提出においてバイオマスの炭素蓄積損失のコンポーネントの説明を含め

ることを奨励している。 

 

80. イギリスの毎年の植樹森林面積は the Forestry Commission and the Forest Serviceで入手

可能である。しかし、それ以前の土地利用に関する情報が入手可能でないため、その植樹区域は、

地方環境調査からの土地利用変化マトリックスにおける比例変化に基づき農地、草地および森林

に転用された開発地カテゴリーに割り当てられる。 ERT は、締約国（イギリス）が京都議定書

の 3条 3の下での新規植林/再植林活動の報告のための空間モニタリングを実施する予定であるこ

とを指摘した。 ERT は、このモニタリングを通じて収集されたデータが条約の下で［その他の

土地利用から］森林カテゴリーに転用された土地についての報告を強化するために使用されるよ

う促している。 

 

81. 野火での AD は、関連した排出を転用のない森林と森林に転用された土地とに分割するのに

十分ではないことから、すべての野火からの排出量は森林に転用された土地の下で報告されてい

る、と述べている。転用のない森林で燃焼したバイオマス量は森林に転用された土地のそれと異

なる可能性が高いので、ERTは、イギリスがバイオマス燃焼からの排出を二つのカテゴリーに分

けて特定・算定することを奨励している。 

 

農地に転用された土地―CO2 

82. 農地に転用された森林からの排出量は「IE」として報告される。審査期間中、締約国（イギ

リス）は、土地利用の変化を識別するために使用される方法は、農地カテゴリーに転用された森

林内の小さな区域を特定する；しかし、専門家による判断は、この区域は本来の土地利用変化区

域ではなく統計的手法の人為的な産物であり、同区域は草地や農地に転用された開発地カテゴリ

ーの下に含まれている。 ERT は、この説明は明確に CRF の表と NIR に記載されることを推奨

している。審査中に、締約国は、最新の Countryside Survey データ（2007）が使用可能になっ
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た際に、それらは 1998年から 2007年までの土地利用と土地利用変化のマトリックスの報告を改

善するために使用されることを示した。 ERT は、この新たな調査の実現化を歓迎し、イギリス

が次の年次提出の際の報告にその新しい情報を使用することを奨励している。 

 

転用のない草地―CO2 

83. イギリスは現在、転用のない草地（CRF 表 5.C.1）の下での、園芸用ピートの採収からの炭

素ストック変化量を報告している。 ERT は、イギリスがこれらの変更を湿地のカテゴリーの下

で報告するべきという以前の ERTの奨励を改めて表明した。 

 

③ 非キーカテゴリー 

土壌攪乱からの N2O排出量 

84. 森林と農地に転用された草地における土壌の攪乱からの N2Oの排出量は、「NE」として報告

されている。イギリスは IPCC GPGで提供されるアプローチは適当であるとは考えておらず、こ

の分野からの排出量を算定するための国独自の EFs が開発中であることが NIR で述べられてい

る。かなりの草地（5,482.44 KHA）と森林（71.71 KHA）がイギリスで農地に転用されることを

考えると、これらの土地利用の変化は、土壌の鉱化作用の結果として N2Oの著しい排出量レベル

につながる可能性がある。 ERT は、国独自の方法が利用可能になるまでこのカテゴリーから排

出量は IPCC GPGで提供されるデフォルトデータを用いて算定することを推奨している。 

 

 

1.7   国際審査への対応に関するまとめ 

各国が提出した GHG インベントリ報告に対する審査結果を総括すると以下のようなポイント

として取り纏めることができる。 

 時系列一貫性の欠如に関する指摘 

 上記に関連した再計算の完全性 

 データ収集の強化など報告精度の向上 

 土壌プールにおける算定方法やデータの強化 

2010年の GHGインベントリ報告からは、過去の情報が欠損しているために時系列一貫性を確

保することが難しい点や、様々な出典のデータを統合化した故に、計算方法の一貫性が保てない

ことなど、各国とも多くの課題を抱えていることが伺える。 

このような状況に対して 2011年の GHGインベントリ報告では大きな改善は見られず、補足的

情報の追加などに留まっている国が多かった。そのなかでも我が国が抱える課題と同じような点

を指摘された国について、改善策や対応策を詳細に分析した。その結果を留意点として以下のよ

うに取りまとめた。 

 時系列一貫性を保つために、再計算の場合は報告の全期間において行う必要がある。 

 独自モデル（Tier-3）の適用が妥当ではないと判断された場合は、IPCCデフォルト値（Tier-1）

への変更も可能である。 

 土壌プールの推計は各国共通の課題であり、追加的調査をもとにしたモデルの開発・改良に

取り組んでいるケースがある。 
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これらの各国報告への指摘事項とその対応策も参考にしつつ、我が国においても、より適切な

GHGインベントリ報告を目指すことが望まれる。 

  


