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（１）スイス 

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 

  －   

     

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

93 

 鉱質土壌の土壌炭素ストック変化量は、吸収であ

ると仮定されている。NIR で締約国（スイス）は、

増加したリターの土壌へのインプットが土壌炭

素のシンクを隔離すると主張し、この（仮定の）

限定された根拠を説明している。 

 分解が同時に増加していないことを証明する証

拠をスイスは提供していないことを ERT は指摘

している。 

スイスが、土壌の

炭素を算定、また

は土壌炭素が吸

収源であるとい

う適切な証拠を

提供するため、土

壌炭素を算定す

るための繰り返

しの測定方法、ま

たはより高い

Tier のモデリン

グを開発するこ

と 

 

森林に転用された土地―CO2 

95 

 NIR で、スイスは、炭素ストック変化（CSC）量

の算定に使用される式（セクション 7.1.3.2）に関

する情報を提供している。この方程式は、様々な

土地利用遷移に適用されていることから、実際か

なり複雑である。  

 個々の土地利用

クラスとプール

ごとに転用前後

の CSC 量が提

供されるテーブ

ルを含ませるこ

とで、次の NIR

の透明性を高め

ること 

 同じテーブル

は、報告要求事

項の条約の下で

の土地利用変化

の算定と京都議

方法論

の改善 
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定書の下でのそ

れとの違いを説

明するために使

用することがで

きる。 

転用のない農地―CO2 

94 

 スイスは、IPCC のデフォルト係数を用いて農業

用石灰の投与からの排出量を報告した。 

 スイスは、鉱物土壌の炭素ストック変化量を算定

するためのシンプルな Tier 1 手法を適用した。  

転用のない農地

の土壌炭素蓄積

変化を算定する

ために適切な手

法（繰り返し測定

またはモデリン

グ）をスイスは開

発するべき、と改

めて表明 

Tier2以

上の方

法論開

発の推

奨 

非キーカテゴリー 

バイオマス燃焼―CO2 

96 

 NIR で、締約国（スイス）は、LULUCF に関す

る IPCC GPG で提供されている手法とバイオマ

ス燃焼からの排出量の報告を説明している。 

 スイスでは、バイオマス燃焼からの CO2排出量は

森林の下で報告されると言及している。 

 

バイオマス燃焼

からの CO2 排出

量を森林の下に

含める理由と、用

いられた仮定を

説明するための

理論的根拠を提

供すること 

方 法 論

の 根 拠

説明 

97 

 表記法キー「IE」は森林の下での野火に関する

CRF 表 5（V）の報告に使用されている。 

 表記法キー「IE」の使用に関連する野火に関する

CRF の表のコメントの中で、スイスはテーブルの

5.A.に言及する。 

 スイスはこれらの排出量は国の森林インベント

リー（NFI）によって自動的にマッピングされて

おり、且つ、そのため森林の下で減尐したシンク

として含まれているということも NIR に記載し

た。  

バイオマスの燃

焼や野火に関し

ての（説明量の）

配分について、

NIR でより透明

性の高い説明を

提供することを 

報 告 の

改善の 
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締約国により特定されたこと 

98. スイスでは、土地利用変化による炭素ストック変化量の算定を改善することを NIR で

報告した。締約国（スイス）はまた、近い将来に期待される研究成果を活用し、土壌の炭

素ストック変化量の算定を改善することを報告している。締約国（スイス）が、その推計

方法を改善しているだけでなく、これらの改善はこの後半の段階で実施されていることを

懸念していることを ERT は了承している。 

 

専門家審査チームによって特定されたこと 

99. ERT は、スイスでは土地利用の変化に伴う土壌の排出量及び吸収源を含めた林業と農

業の下での土地、土壌炭素の研究にさらにリソースを割り当てることを奨励している。土

壌炭素のモデリングとサンプリングに関する国の専門知識は、条約の下での報告要件をサ

ポートするために活用されるべきである。 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

89. 2008 年に、LULUCF 分野からの純排出量は、212.62 Gg CO2換算に達した。1990 年

の純吸収量は-2,961.85 Gg CO2換算であった。吸収量の減尐の主要因は、嵐による損傷お

よび伐採の増加である。分野内では、森林は 837.66 Gg CO2換算の純吸収、農地は 216.92 

Gg CO2換算の排出、湿地は14.61 Gg CO2換算の排出、開発地は338.2 Gg CO2換算の排出、

そして、その他の土地から 116.37 Gg CO2換算が排出されている。 

 

90. LULUCF 分野における排出量及び吸収量は、伐採率と自然枯死率の変化によって左右

される森林吸収量の変動に起因して年間大きく変動する。スイスは、報告された排出量と

吸収量ついての LULUCF 分野のための完全かつ透明なインベントリを提供した。スイスは、

森林土壌および農業鉱質土壌での炭素ストック変化量を算定するためにシンプルな Tier 1

の手法を適用した。 

 

91.スイスは、国家土地利用変化を算定するために AREA データベースを使用している。こ

の高品質なデータベースは 100 m×100 mの格子を持つ 3つの異なった期間の土地利用の情

報を含んでいる。気候変動枠組み条約と京都議定書の両方の下で要求されている、土地利

用変化を得るために用いられる、拡大された AREA データベースのカバレッジは、スイス

の 2009 年の提出に比べて大きな改善である。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

92. 国独自のバイオマス拡大係数（BEFs）で構成されており、LULUCF に関する IPCC 

GPG に示されたガイダンスに従っている、樹木植生（生体バイオマス）のためのバイオマ

ス算定方法が適切である。 

 

93. 鉱質土壌の土壌炭素ストック変化量は、吸収であると仮定されている。NIR で締約国

（スイス）は、増加したリターの土壌へのインプットが土壌炭素のシンクを隔離すると主

張し、この（仮定の）限定された根拠を説明している。分解が同時に増加していないこと

を証明する証拠をスイスは提供していないことを ERT は指摘している。スイスの森林面積

は広大であるため、ERT は、スイスが、土壌の炭素を算定または土壌炭素が吸収源である

という適切な証拠を提供するため、土壌炭素を算定するための繰り返しの測定方法、また

はより高い Tier のモデリングを開発することを奨励している。 

 

転用のない農地―CO2 

94. 転用のない農地は、LULUCF 分野における主な排出源である。スイスは、IPCC のデ
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フォルト係数を用いて農業用石灰の投与からの排出量を報告した。スイスは、鉱物土壌の

炭素ストック変化量を算定するためのシンプルな Tier 1 手法を適用した。 ERT は、転用

のない農地の土壌炭素蓄積変化を算定するために適切な手法（繰り返し測定またはモデリ

ング）をスイスは開発するべきという、以前の審査報告書の奨励を改めて表明した。 

 

森林に転用された土地―CO2 

95. NIR で、スイスは、土地利用の変化の排出量と吸収量を算定するために使用される方法

論を説明した。この手法は、もとの炭素ストック量、土地利用転用後の炭素ストック量、

バイオマスの増加量、バイオマスの損失量、そして土地利用の変換の種類に応じて異なる

移行期間の長さを考慮している。NIR で、スイスは、炭素ストック変化量の算定に使用さ

れる式（セクション 7.1.3.2）に関する情報を提供している。この方程式は、様々な土地利

用遷移に適用されていることから、実際かなり複雑である。 ERT は、個々の土地利用クラ

スとプールごとに転用前と後の炭素ストック量が提供されるテーブルを含むことによって、

次の年次提出の NIR の透明性を高めることを奨励している。同じテーブルは、報告要求事

項の条約の下での土地利用変化の算定と京都議定書の下でのそれとの違いを説明するため

に使用することができる。 

 

３．非キーカテゴリー 

バイオマス燃焼―CO2 

96. NIR で、締約国（スイス）は、LULUCF に関する IPCC GPG で提供されている手法と

バイオマス燃焼からの排出量の報告を説明している。スイスでは、バイオマス燃焼からの

CO2排出量は森林の下で報告されると言及している。 ERT は、締約国（スイス）は、バイ

オマス燃焼からの CO2 排出量を森林の下に含める理由と用いられた仮定を説明するための

理論的根拠を提供することを奨励している。 

 

97. 表記法キー「IE」は森林の下での野火に関する CRF 表 5（V）の報告に使用されてい

る。表記法キー「IE」の使用に関連する野火に関する CRF の表のコメントの中で、締約国

（スイス）はテーブルの 5.A.に言及する。スイスはこれらの排出量は国の森林インベント

リー（NFI）によって自動的にマッピングされており、且つ、そのため森林の下で減尐した

シンクとして含まれているということも NIR に記載した。 ERT は、次の年次提出におい

て、スイスがバイオマスの燃焼や野火に関しての（説明量の）配分について、NIR でより

透明性の高い説明を提供することを奨励している。 

 

４．さらなる改善が必要な領域 

締約国により特定されたこと 

98. スイスでは、土地利用変化による炭素ストック変化量の算定を改善することを NIR で
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報告した。締約国（スイス）はまた、近い将来に期待される研究成果を活用し、土壌の炭

素ストック変化量の算定を改善することを報告している。締約国（スイス）が、その推計

方法を改善しているだけでなく、これらの改善はこの後半の段階で実施されていることを

懸念していることを ERT は了承している。 

 

専門家審査チームによって特定されたこと 

99. ERT は、スイスでは土地利用の変化に伴う土壌の排出量及び吸収源を含めた林業と農

業の下での土地、土壌炭素の研究にさらにリソースを割り当てることを奨励している。土

壌炭素のモデリングとサンプリングに関する国の専門知識は、条約の下での報告要件をサ

ポートするために活用されるべきである。 
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（２） スペイン 

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 

106 

 スペインは、条約の下での LULUCF 分野に関

する報告および京都議定書の下での

KP-LULUCF 活動に関する報告との間の一貫

性を向上させるために純吸収量の再計算が実施

されたことを NIR にて説明している。 

 審査期間中、ERT は、これらの算定値の変更の

主な原因は、転用のない森林における生体バイ

オマスの暗黙の炭素ストック量変化率の増加で

あり、これは、2007 年には 95.9%増加であり、

2009 年の年次提出時の 0.43 Mg C/ha から、

2010 年の年次提出時の 0.85 Mg C/ha への増加

となっていることに留意した。 

 審査週間の終わりにおけるスペインの ERT へ

の返答にて、この値の変化が誤差であり、次の

年次提出で修正されることを認めた。  

ERT は、締約国は、

次の年次提出におい

て、検出されたエラー

が示した内容の検討

を含めたこの改正の

ための透明性のある

説明を提供すること

を奨励した。 

エラー内

容 の 検

討、説明 

108 

ERT は、次のいくつかのカテゴリーやプールがま

だ算定されていないことにも留意した 

 転用のない草地、草地に転用された農地、そし

て転用のない湿地におけるすべてのプールの炭

素ストック量変化 

 開発地に転用された森林の枯死有機物（DOM）

の炭素ストック量変化 

 火入れ、転用のない農地での野火、転用のない

草地、転用のない湿地、そして転用のないその

他の土地からの O2、CH4および N２O 排出量 

必須のカテゴリーと

プールの排出量及び

吸収量の算定値を提

供することで、インベ

ントリの完全性を改

善し続けること 

算定の追

加 

109 

スペインでは「NE」としてその他のカテゴリー

を報告しているが、CRF 表には、そのプールは均

衡している、または純排出源にはなっていないと

いう注釈が付いている。これらは以下を含む 

 転用のない森林、森林に転用された農地、草地

及びその他の土地、転用のない農地、転用のな

い開発地、以上のカテゴリの DOM 中の炭素ス

トック量変化 

表記キーの使用を改

訂または次の年次提

出でこれらのプール

とカテゴリーの算定

値を提供すること 

方法論の

改善？ 
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 転用のない森林、そして開発地に転用された農

地、草地、森林、その他の土地の鉱質土壌中の

炭素ストック量変化 

 その他の土地に転用された農地および草地のす

べてのプール中の炭素ストック量変化。 

111 

 時系列の観点から、ERT は、森林へ転用された

土地および草地へ転用された土地と報告されて

いる年間面積は、1990 年以降の累積面積を表す

ものと考えている。 

 しかし、ERT は、開発地に転用された土地と報

告された面積は、1990 年から 2008 年の期間中

一定であり（20.47 kha）、転用された年次面積

を表していることを指摘した。 

年次転用面積または

累積面積のどちらか

を報告し、すべてのカ

テゴリーに同じアプ

ローチを使用するこ

と 

方法論の

統一 

112 

 ERT は、スペインが、CRF の表 5.E で、540

ヘクタールの面積が森林から開発地に転用され

たと報告しているが、CRF の表 5 ではその他の

土地利用に転用された総森林面積を「NO」と

報告していることを指摘した。 

 審査中に、スペインは CRF の表 5 の報告が正

しくないことを ERT に伝えた。  

この情報を訂正する

こと 

報告の改

善 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

113 

 転用のない森林からの排出/吸収量を算定する

ために、スペインは、1986 年－1995 年と 1997

年－2007 年の期間 NFI データを用いて、IPCC 

GPG からのストックチェンジ法を使用した。 

 スペインは Tier 2 を限られたパラメータ（例：

年次伐採量、バイオマス拡大係数、材密度）に

用いる一方で、Tier 1 を他のパラメータ（R/S

比、乾物中の炭素含有率）に使用した。 

 最後に、スペインは、土壌有機炭素（SOC）に

おける炭素ストック量変化を算定するTier 1手

法を使用し、このカテゴリーの排出/吸収量を

「NE」として報告している。  

 ERT は、このカテゴリーのインベントリは、

GPG に完全に準拠していないと結論付けた。な

スペインがすべての

プールのすべてのパ

ラメータについては、

国独自の値を取得す

ることにより、より高

い Tier の推計方法に

移行するための努力

を継続すること 

方法論の

改善 
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ぜならガイダンスには蓄積変化法はTier 1の手

法は除外すると記載されているからである。 

114 

 転用のない森林の下で報告された面積は、1990

年と 2008 年の間に、0.1%減尐したが、スペイ

ンは、蓄積変化法を用いて、1990 年から 2008

年までのすべての年の生体バイオマス（0.85 

Mg C/ ha）のための一定純炭素ストック変化量

を使用した。 

 ERT は、以前の審査報告書 37 に記載の結論を

繰り返し、このような長い期間において一定の

土地面積と仮定してしまうと、排出量及び吸収

量の不正確な算定につながることを指摘した。 

バイオマス増分のデ

ータの時系列を構築

するのに用いられる

手法を改善するか、近

い将来に第三者の炭

素ストックデータセ

ットの獲得が期待さ

れない場合 gain-loss

（デフォルト）法に切

り替えることを改め

て表明 

法論の改

善 

森林に転用された土地―CO 2 

116 

 スペインは、考慮された成長要因に組み込まれ

ている形で、生体バイオマスの炭素ストック損

失量を増加量の下で「IE」として報告する。 

  ERT は、このアプローチは報告の透明性を損

なうと考え、締約国（スペイン）が方法論を改

定することを奨励している。 

 GPG に含まれる、

対応したステップ

と方程式に従い、炭

素損失の異なった

排出源を特定する

ことにより、炭素の

増加量と損失量を

算定すること 

 伐採に関する情報

は、京都議定書報告

要求事項に関連す

る NIR のセクショ

ン 11.3.1.2 で提供さ

れている 

 

方法論の

改善 

117 

 元の提出では、スペインは、森林に転用された

農地、草地およびその他の土地の DOM と SOC

における炭素ストック変化量を「NE」として報

告し、このアプローチを Tier 1 の算定方法を用

いることによって正当化した。 

 森林に転用された土地カテゴリーはキーカテゴ

リーであることから、ERT は、特に森林に転用

 これらのプールは、

排出源ではないこ

との透明かつ検証

可能な証拠を提供

すること 

 または、より高い

Tier 手法を使用し

方法論の

改善 
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された農地の場合において、デフォルト Tier 1

方法論の使用は、GPG に準拠していないと結論

付けた。 

て計算された対応

する排出/吸収量の

算定すること 

非キーカテゴリー 

その他の土地―CO 2 

118 

 ERT は、GPG に則り、その他の土地のどのカ

テゴリーにも該当しない裸地、岩石、氷、非管

理地は、その他の土地カテゴリーの下で報告さ

れ、特定された土地面積の総和は国の全面積と

合致する結果となるようその他の土地の下に報

告されることを意図していることに留意した。 

 転用のないその他の土地の炭素ストック変化量

と排出量及び吸収量は、通常非管理地であると

仮定し、評価する必要はない。  

 しかしながら、ERT は、スペインが、その他の

土地の下で報告された総面積が非管理であるこ

とを証明する情報を提供しないことに留意し

た。 

 一方、GPG は、草地は、森林カテゴリーに使用

するしきい値を下回る植生を持つシステムを含

むと述べている。 

 これらの面積の割

り当てを審査する

こと 

 または、それらの面

積が適切な土地カ

テゴリーに配分さ

れるようそれらの

面積をさらに分解

すること 

報告方法

の改善 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

105. 2008 年、LULUCF 分野からの純吸収量は 52,472.90 Gg CO2換算に達した。基準年以

来、純吸収量は 33.3%増加している。吸収量の増加の主要因は、森林の CO2吸収量の増加

であり、1990 年以来 24.0%増大している。分野内で、森林は 49,371.56Gg CO2の吸収、農

地は 2,474.27Gg の吸収、そして草地は 887.81Gg の吸収となっている。開発地カテゴリー

は 260.74Gg CO2の純排出となっている。 

 

106. 締約国（スペイン）の 2009 年の年次提出で報告されたものと比較して、純吸収量の

算定値は、1990 年から 2007 年までのすべての年で非常に大幅に増加している；特に、2007

年の純吸収量の算定値は 22,339.91Gg CO2 換算、79.7%の増加となっている。この傾向の

理由は、転用のない森林（17,650.15 Gg CO2換算）、森林に転用された土地（3,089.87Gg CO2

換算）及び草地に転用された土地（745.06GgCO2 換算）の算定吸収量の増加である。スペ

インは、条約の下でのLULUCF分野に関する報告および京都議定書の下でのKP-LULUCF

活動に関する報告との間の一貫性を向上させるために再計算が実施されたことを NIR にて

説明している。再計算は、特に、KP-LULUCF 活動のための森林定義に基づき、2009 年の

年次提出に使用された 10%の林冠被覆の割合から 2010 年の年次提出用の 20%への改正、

そして、密度のより尐ない森林の減算がヘクタール当たりの生体バイオマスの平均成長率

を増加させたというという事実によるものである。審査期間中、ERT は、これらの算定値

の変更の主な原因は、転用のない森林における生体バイオマスの暗黙の炭素ストック量変

化率の増加であり、これは、2007 年には 95.9%増加であり、2009 年の年次提出時の 0.43 Mg 

C/ha から、2010 年の年次提出時の 0.85 Mg C/ha への増加となっていることに留意した。

審査週間の終わりにおけるスペインの ERT への返答にて、この値の変化が誤差であり、次

の年次提出で修正されることを認めた。 ERT は、締約国は、次の年次提出において、検出

されたエラーが示した内容の検討を含めたこの改正のための透明性のある説明を提供する

ことを奨励した。 

 

107. ERT は、スペインは 2009 年の年次提出以来、LULUCF 分野のインベントリの完全性

が向上しており、初めて次の算定値を提供したことを指摘した：森林に転用された草地と

その他の土地の生体バイオマスの炭素ストック量変化；森林に転用された農地及び草地に

おける鉱質土壌中の純炭素ストック変化量；転用のない農地における生体バイオマス中の

炭素ストック量変化；開発地に転用された土地の炭素ストック量変化；そして開発地に転

用された森林の鉱質土壌の純炭素ストック量変化である。 

 

108. しかし、ERT はまた、次のいくつかのカテゴリーやプールがまだ算定されていないこ

とにも留意した：転用のない草地、草地に転用された農地、そして転用のない湿地におけ
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るすべてのプールの炭素ストック量変化；開発地に転用された森林の枯死有機物（DOM）

の炭素ストック量変化；火入れ、転用のない農地での野火、転用のない草地、転用のない

湿地、そして転用のないその他の土地からの O2、CH4および N２O 排出量である。ERT は、

スペインが将来の年次提出に必須のカテゴリーとプールの排出量及び吸収量の算定値を提

供することにより、インベントリの完全性を改善し続けることを奨励している。 

 

109. スペインでは「NE」としてその他のカテゴリーを報告しているが、CRF 表には、そ

のプールは均衡している、または純排出源にはなっていないという注釈が付いている。こ

れらは以下を含む；転用のない森林の DOM 中の炭素ストック量変化、森林に転用された

農地、草地及びその他の土地の DOM 中の炭素ストック量変化、転用のない農地、転用の

ない開発地の DOM 中の炭素ストック量変化；転用のない森林、そして開発地に転用され

た農地、草地、森林、その他の土地の鉱質土壌中の炭素ストック量変化；そしてその他の

土地に転用された農地および草地のすべてのプール中の炭素ストック量変化。ERT は、締

約国（スペイン）は、表記キーの使用を改訂または次の年次提出でこれらのプールとカテ

ゴリーの算定値を提供することを奨励している。 

 

110. ERT は、一般的に、NIR はよく構成され、LULUCF 分野に関する報告に関して透明

性もあること、そして手法、AD、EFS 及び使用されるパラメータに必要な情報が NIR 及

びその附属書にて記載されていることについて触れた。 ERT は、2010 年の年次提出に当

分野の詳細な不確実性分析を含めたこと－これは2009年の年次提出と比較して改善された

部分である－を称賛している。 

 

111. 時系列の観点から、ERT は、森林へ転用された土地および草地へ転用された土地と報

告されている年間面積は、1990 年以降の累積面積を表すものと考えている。なぜなら、森

林経営および草地管理面積が一定または減尐しているのに対し、これらの面積は 1990 年か

ら 2008 年にかけて継続的に増加しているからである。しかし、ERT は、開発地に転用さ

れた土地と報告された面積は、1990 年から 2008 年の期間中一定であり（20.47 kha）、転

用された年次面積を表していることを指摘した。ERT は、締約国が次の年次提出において、

年次転用面積または累積面積のどちらかを報告し、すべてのカテゴリーに同じアプローチ

を使用することを奨励している。 

 

112. ERT は、スペインが、CRF の表 5.E で、540 ヘクタールの面積が森林から開発地に転

用されたと報告しているが、CRF の表 5 ではその他の土地利用に転用された総森林面積を

「NO」と報告していることを指摘した。審査中に、締約国（スペイン）は CRF の表 5 の

報告が正しくないことを ERT に伝えた。 ERT は、スペインが次の年次提出でこの情報を

訂正することを奨励している。 
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２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

113. 転用のない森林からの排出量及び吸収量を算定するために、スペインは、1986 年－

1995 年と 1997 年－2007 年の期間に実施した 2 番目と 3 番目の国家森林資源調査からのデ

ータを用いて、LULUCF に関する IPCC GPG からのストックチェンジ法を使用した。ス

ペインは国独自の値（Tier 2）を限られたパラメータ（例：年次伐採量、バイオマス拡大係

数、材密度）に用いる一方で、それは他のための LULUCF（第 1 層）に関するのに対し、

同国はLULUCFに関する IPCC GPGのデフォルト値 (Tier 1) を他のパラメータ（R/S比、

乾物中の炭素含有率）に使用した。スペインは転用のない森林の DOM 中の炭素ストック

量変化を「NE」として報告し、このプールは純排出源ではないこと、1970 年代以降森林

の密度が増加しており、以前行っていた残渣焼却の習慣は残渣破砕及びそれらの土壌への

結合作業に置き換えられたことを NIR において言及し情報提供した。最後に、締約国（ス

ペイン）は、土壌有機炭素（SOC）における炭素ストック量変化を算定する Tier 1 手法を

使用し、このカテゴリーの排出/吸収量を「NE」として報告している。 ERT は、このカテ

ゴリーのインベントリは、LULUCF に関する IPCC GPG に完全に準拠していないと結論

付けた。なぜならガイダンスには蓄積変化法は Tier 1 の手法は除外すると記載されている

からである（3.25 ページ）。そのため、ERT は、スペインがすべてのプールのすべてのパ

ラメータについては、国独自の値を取得することにより、より高い Tier の推計方法に移行

するための努力を継続することを奨励している。 

 

114. 転用のない森林の下で報告された面積は、1990 年（12,587.19 kha）と 2008 年

（12,577.46 kha）の間に、わずかに 0.1%減尐したが、スペインは、蓄積変化法を用いて、

1990 年から 2008 年までのすべての年の生体バイオマス（0.85 Mg C/ ha）のための一定純

炭素ストック変化量を使用した。ERT は、以前の審査報告書 37 に記載の結論を繰り返し、

このような長い期間において一定の土地面積と仮定してしまうと、排出量及び吸収量の不

正確な算定につながること、そしてスペインは、伐採、ボリューム、森林の林齢クラス分

布に関連するデータの傾向を考慮し、バイオマス増分のデータの時系列を構築するのに用

いられる手法を改善するか、または近い将来に第三者の炭素ストックデータセットの獲得

が期待されない場合 gain-loss（デフォルト）法に切り替えるかという、以前の審査報告書

で行った提言を改めて表明した。 

 

森林に転用された土地―CO 2 

115. スペインは、森林に転用された土地からの排出及び吸収量の算定に LULUCF に関す

る IPCC GPG（増加量から損失量を差し引く）のデフォルト手法を使用し、そして地上生

体バイオマスの炭素ストック量変化を算定するために、IPCC の R/S 比デフォルト値を用い
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て、国独自のパラメータを使用する。このカテゴリーの下に報告された総面積は 1990 年

（23.31 kha）から 2008 年（1,067.51 kha）、に大幅に増加した。これは 1990 年の 196.12 

Gg CO 2から 2008 年の 10,274.98 Gg CO2へと、純吸収量 52.4 倍の増加に相当する。2008

年は、森林に転用された土地の累積面積は元の土地区分に基づいて次のように配分され

た；その他の土地から 24.8%；草原から 9.9%。開発地及び湿地の森林への転用は「NO」

として報告される。 

 

116. スペインは、考慮された成長要因に組み込まれている形で、生体バイオマスの炭素ス

トック損失量を増加量の下で「IE」として報告する。 ERT は、このアプローチは報告の透

明性を損なうと考え、締約国（スペイン）が方法論を改定することを奨励している。これ

は、次の年次提出において、LULUCF に関する IPCC GPG に含まれる、対応したステッ

プと方程式に従い、炭素損失の異なった排出源（商業伐採、燃料収拾および他の損失）を

特定することにより、炭素の増加量と損失量を算定するために用いられるものである。ERT

は、伐採に関する情報は、京都議定書報告要求事項に関連する NIR のセクション 11.3.1.2

で提供されていることを指摘した。 

 

117. 元の提出（サブミッション）では、スペインは、森林に転用された農地、草地および

その他の土地の DOM と SOC における炭素ストック変化量を「NE」として報告し、審査

中に ERT が提起した質問に対応して、このアプローチを LULUCF に関する IPCC GPG か

ら Tier 1 の算定方法を用いることによって正当化した。 

森林に転用された土地カテゴリーはキーカテゴリーであることから、ERT は、特に森林に

転用された農地の場合において、デフォルト Tier 1 方法論の使用は、LULUCF に関する

IPCC GPG に準拠していないと結論付けし、スペインは、これらのプールは、排出源では

ないことの透明かつ検証可能な証拠を提供すること、または、より高い Tier 手法を使用し

て計算された対応する排出量と吸収量の算定することを奨励した。ERT に応えて、審査の

最後に、スペインは森林に転用された農地及び草地の SOC（鉱質土壌）中の炭素ストック

量変化の算定値を提供した。 

 

３．非キーカテゴリー 

その他の土地―CO 2 

118. 転用のないその他の土地は 2008 年には 10,924.30 kha、または、スペインの全領土の

20％を占め、その他の土地へ転用された土地は 2008 年に 383.22 kha となった。スペイン

は、その他の土地カテゴリーは、潅木地と木本植生が先駆した森林の定義に入らないその

他の土地を含むことを NIR で説明している。 ERT は、LULUCF に関する IPCC GPG に

則り、その他の土地のどのカテゴリーにも該当しない裸地、岩石、氷、非管理地は、その

他の土地カテゴリーの下で報告され、特定された土地面積の総和は国の全面積と合致する
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結果となるようその他の土地の下に報告されることを意図していることに留意した。また、

転用のないその他の土地の炭素ストック変化量と排出量及び吸収量は、通常非管理地であ

ると仮定し、評価する必要はない。 しかしながら、ERT は、締約国が、その他の土地の下

で報告された総面積が非管理であることを証明する情報を提供しないことに留意した。一

方、IPCC GPG は、草地は、森林カテゴリーに使用するしきい値を下回る植生を持つシス

テムを含むと述べている。そのため、ERT はスペインが、次の年次提出にて、これらの面

積の割り当てを審査するか、それらの面積が適切な土地カテゴリーに配分されるようそれ

らの面積をさらに分解することを奨励している。 
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（３） フィンランド 

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 

77 

 フィンランドは、条約の下と京都議定書の下で別

の総土地面積を報告した。 

 審査プロセスの間に、フィンランドは、条約の下

での総土地面積の計算に誤りがあり、結果小さな

差が生まれたことを ERT に伝えた。  

 ERT は、このエラーが開発地の土地面積に関連

しており、報告された排出/吸収量には影響しな

かったことに留意した。 

一貫性のある総

面積を報告する

こと 

報告の改

善 

78 

 NIR では、フィンランドは、森林に転用された土

地の土壌、リター、そして枯死木の炭素ストック

変化（CSC）量についての情報を、別の NIR の

セクションで提供した。 

 一方で、これらの土地利用カテゴリーの生体バイ

オマスの情報は依然として合わせて提供されて

いる。 

 

透明性を改善す

るために、NIR の

別のセクション

で、森林に転用さ

れた土地の生体

バイオマスに関

する情報を提供

すること 

報告の改

善 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO 2 

79 

 生体樹木バイオマスの CSC 量を算定するため

に、フィンランドは GPG のデフォルト法（手法

1）を適用した。 

 松、トウヒ及び広葉樹の木々の国独自のバイオマ

スモデルが、初めて使用された。 

 土壌炭素の計算に使用された、木質バイオマス量

及び樹木の異なる部位のバイオマスストックの

変化は、今と同様の、新しい国独自の樹木レベル

バイオマスモデルを用いて算定される。 

 フィンランドはまた、バイオマス増分が評価され

る実際の期間にバイオマスがより良く対応する

ように個々の森林インベントリからのデータを

再配分して、バイオマスの増分の算定に使用され

るデータに変更を加えた。 

透明性を向上す

るために地上お

よび地下バイオ

マスの算定を

別々に報告する

よう奨励 

報告の改

善 
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80 

 鉱質土壌の場合は、フィンランドでは、土壌の炭

素ストック量、炭素ストック変化量、そして CO2

排出量を算定するために Yasso モデルを使用し

ている。 

 モデルは、リター、枯死木、土壌有機物（SOM）

の集計算定値を提供するが、フィンランドでは、

土壌炭素プールを SOM と枯死有機物（DOM）

を区別することは人工的であることを主張し、

DOM と SOM 個別に報告していない。 

 モデルの改善

に伴う変更点

に関する詳細

な情報を提供

すること 

 透明性を向上

させるために

SOM と DOM

の別々の算定

値を報告する

こと 

報告の改

善（詳細

情報提

供）（透明

性向上） 

森林に転用された草地―CO 2 

81 

 生体バイオマスの増加量は、草地から森林に転用

される土地の面積当たりの平均蓄積量に基づい

て算定される。生体バイオマスの損失量は、転用

のない森林にて報告されている。 

 フィンランドはまだ草地における生体バイオマ

スを算定しないので、初期の生体バイオマスにつ

いては情報提供されていない。  

初期の生体バイ

オマスに関する

情報を提供する

こと 

報告の改

善 

82 

 フィンランドでは、土壌と DOM の炭素ストック

変化量を計算するために鉱質土壌のための

Yasso07 モデルを使用し、これらの 2 つのプール

を一緒に報告している。 

 有機質土壌上の森林に転用された草地について

は、排出量は、有機質土壌上の転用のない森林で

使用されるアプローチに沿って算定されている 

 しかし、前の提出時には、フィンランドは有機質

土壌上の草地や森林に転用された草地からの排

出量算定に、GPG からデフォルト係数を使用し

たことを ERT は確認した。 

 フィンランドは、NIR でのこの矛盾を認識し、そ

れが評価されることを発表した。  

 CSC 量を土壌

と DOM を別々

に報告するこ

と 

 有機質土壌で

の草地と森林

に転用された

草地の排出算

定値を計算す

るために使用

される方法の

一貫性を向上

させること 

報告の改

善と、方

法論の改

善（一貫

性） 

森林に転用された湿地―CO 2 

83 

 フィンランドは CRF の表 5.A にて 2008 年に

32,041ha の面積の湿地が森林に転用され、この

うち 27,310ha が排水された湿地であることを報

ERT は、フィン

ランドが次の年

次提出でこの矛
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告した。 

 NIR の表 7.1-4 で、フィンランドは、森林に転用

された湿地の面積は 21 kha であることを報告し

た。  

盾を解決するこ

とを奨励してい

る。 

83 

 上の土地利用の変化は、181,08 Gg CO2の排出と

なっており、フィンランドは森林に転用された湿

地を国の北部と单部で分別していない。  

 NIR の表 7.2-12 ではその土地の肥沃度に関連す

る異なった値を提供している一方で、NIR の表

7.2-17 では森林の開発地への転用は北部と单部

で異なった値を提供しているため、土地利用転用

前の初期の排出は異なる可能性がある。 

 フィンランドは、計算方法自体は有機質土壌の異

なる肥沃度のサイトを考慮していること、そし

て、その計算は北フィンランドと单フィンランド

で別々に行われていること（この偏差が表 7.2-17

に表示されない場合でも）を説明した。 

この情報をこの

カテゴリーの排

出量推計に含め

ること 

 

森林に転用された開発地―CO 2 

84 

 フィンランドでは、2008 年に 25,658ha の面積の

開発地が森林へ転用されたことを CRF の表 5.A

に報告した。 

 NIR の表 7.1-4 では、森林に転用された開発地の

面積は 20 kha であった。 

 ERT は、森林への開発地の転用は稀なためにフ

ィンランドが NIR にてこの土地利用の変化につ

いてより詳細な情報を提供するべきでない、とい

うことにはならないと考えている。 

 次の年次提出

でこの矛盾を

解決すること 

 土地利用変化

についてのさ

らなる情報及

び、CRF 表と

NIR にて報告

された異なる

値に関するさ

らなる情報を

提供すること 

報告の改

善 

85 

 フィンランドは、森林に転用された開発地の一部

分は、ゼロとは異なる元の土壌炭素ストック量を

持つことが判明していることを報告したが、開発

地の炭素ストック量の適切な算定を行うことが

できなかったことも報告した。 

 Yasso モデルを適用した場合、転用 20 年後に、

このカテゴリー

から CO2吸収量

の算定に関する

より詳細な情報、

及び使用される

パラメータに関

報告の改

善の推奨 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

73. 2008 年には、LULUCF 分野からの純吸収量は 35,393.84 Gg CO2換算に達した。基準

DOM と SOM は单部で 5.33 t C/ha、北部で 6.75 

t C/ha の変化という結果になった。しかし、森林

に転用された開発地のカテゴリーは、過去 20 年

間の土地利用の変化に関する情報を保持してい

る。  

するより詳細な

情報を提供する

こと 

農地に転用された森林―CO 2 

87 

 フィンランドは、NIR にて有機質土壌上の土地利

用転用に関する詳細な情報を提供していない。 

 このプールは転用のない森林の下で報告されて

いるため、生体バイオマスからの吸収量はこれら

の数字に含まれていない。 

 京都議定書下での報告のため、フィンランドで

は、表 5（KP- I）A.2 にて、森林減尐（農地への

森林の転用）によるバイオマスの炭素ストック変

化量に関する情報を提供している。  

 

 有機質土壌上

の農地に転用

された森林の

排出推計上に

ういての情報

を提供するこ

と 

 この土地利用

カテゴリーで、

バイオマスの

除去を報告す

ることにより

一貫性を向上

させること 

報告の改

善 

転用のない草地―CO 2 

88 

 生体バイオマスの炭素ストック変化量の算定値

は、まだインベントリには含まれていない。 

 鉱質土壌からの CO2排出量は、Tier 1 の算定方

法とGPGのデフォルトのEFsに対応する方法論

を用いて計算される。 

 有機質土壌の場合は、草地用の IPCC デフォルト

EF（0.25 t C/ha/a）が使用される。 

 フィンランドから報告された将来の計画的な改

善は、転用のない草地における鉱質土壌の CSC

量を算定するために Yasso07 モデルを、有機質土

壌には国家 EF の使用を含んでいる。 

フィンランドが

計画された改善

を実施するため

に、将来の年次提

出にそれらを報

告すること 

報告の改

善 
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年以来、純吸収は 121.41%増加している。吸収量の増加の主要因は、生体バイオマスの炭

素ストック変化量の増加と転用のない森林での有機質土壌からの排出量の減尐である。当

分野内では、転用のない森林は 40,794.56 Gg CO2 換算の吸収、森林に転用された土地は

1,168.61 Gg CO2換算、他（伐採木材製品（HWP））は 94.77 Gg CO2換算と草地に転用さ

れた土地は 77.03 Gg CO2換算の吸収である。その他の土地利用カテゴリーは純排出源とし

て報告された。農地は 5,320.74 Gg CO2換算を占め、転用のない草地は 75.20 Gg CO2換算、

湿地は 1,308.35 Gg CO2換算を占めている。開発地とその他の土地は、「IE」（他の場所に

含まれる）、「NA」、「NE」及び「NO」として報告されている。 

 

74. フィンランドは、AD とすべてのカテゴリーに対して使用されるパラメータを提供し、

自主的な土地利用カテゴリーの開発地とその他の土地を除いて、1990 年から 2008 年の時

系列のすべてのカテゴリーの排出量及び吸収量の算定値を報告した。初めて、農地への転

用に関連付けられている攪乱からの N2O の排出量が、CRF の表 5（III）で報告されている。

不確実性の算定及び QA/ QC 手順が、すべての土地利用カテゴリーと HWP のため提供さ

れた。 

 

75. フィンランドは、森林、農地、草地、湿地や HWP、および土壌や湿地の排水路からの

排出だけでなく、バイオマスの燃焼からの排出量の再計算を報告している。再計算のため

の主な理由は、フィンランドは同じ土地利用カテゴリーのままの土地と別の土地利用カテ

ゴリーに転用された土地について初めて報告したからである。再計算を正当化する特定の

土地利用カテゴリーの追加的改善点は以下の通り：樹木のバイオマスを算定するために適

用される国独自のバイオマスの方程式；バイオマスとリター落下算定に使用される NFI10

データのフルセット；泥炭採収からの CH4排出のための新しい EFs；土地面積の時系列デ

ータの補正；国独自のバイオマスの方程式を用いたバイオマス燃焼のための更新された算

定手法。これらの再計算の影響は、セクター全体における 1990 年の 1,851.23 Gg CO2換算

（マイナス 10.3%）の吸収量の減尐と、2007 年の 5,302.96 Gg CO2換算（プラス 20.8%）

の吸収量の増加である。主な変化は、草地（CO2 排出量の 100%の減尐）、農地（CO2 排出

量の 60.5 %の増加）、森林（CO2吸収量の 10.0%の増加）そして湿地（CH4排出量の 71.1%

の減尐）である。すべての再計算は NIR でよく説明されている。 ERT は、以前の専門家

審査からの奨励を実施することによって、これらの重要な改善を達成したフィンランドを

称賛している。 

 

76. フィンランドはまた、1990 年以来、すべての年間の総土地面積の再計算を報告してい

る。面積の算定は、フィンランドの国土測量局で公開されるフィンランドの公式土地面積

に基づいている。この公式面積は各年の間で変化する場合があるため時系列の再計算の可

能性がある。以前の年次提出に比べて、総面積は 30,409,000ha から 30,390,000ha（マイ
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ナス 0.1%）と減尐し、内陸の水域を含む場合、総面積は 33,842,000ha となる。公式の土

地面積は年によって異なることがあるが、次の 4 回の年次提出については、フィンランド

は同じ面積を適用することを決定した。審査プロセスの間に、フィンランドは、2014 年の

インベントリ提出の際にすべての年の土地面積を変更することを決定する可能性があるこ

とを確認した。 ERT は、将来の提出で総土地面積を一定に保つためのこの決定を歓迎した。 

 

77. フィンランドは、条約の下と京都議定書の下で別の総土地面積を報告した。審査プロセ

スの間に、フィンランドは、条約の下での総土地面積の計算に誤りがあり、結果小さな差

が生まれたことを ERT に伝えた。 ERT は、このエラーが開発地の土地面積に関連してお

り、報告された排出量及び吸収量には影響しなかったことに留意した。 ERT は、次の年次

提出において、フィンランドが一貫性のある総面積を報告することを推奨している。 

 

78. フィンランドが初めて、同じ土地利用カテゴリーのままの土地及び別の土地利用カテゴ

リーに転用された土地について報告したという事実は、以前の年次提出に比べ、LULUCF

分野における特定されたキーカテゴリーに変化が生まれるという結果をもたらした。 ERT

は、フィンランドは対応する重要なプールを特定していることについても感謝をもって留

意した。例えば、転用のない森林について、生体バイオマス、鉱質土壌及び有機質土壌に

おける純炭素ストック変化量は重要なプールであり、森林に転用された土地について、5 つ

の重要な炭素プールが特定されている。NIR では、フィンランドは、森林に転用された土

地の土壌、リター、そして枯死木の炭素ストック変化量についての情報を、別の NIR のセ

クションで提供した。一方で、これらの土地利用カテゴリーの生体バイオマスの情報は依

然として合わせて提供されている。透明性を改善するために、ERT は、フィンランドが今

後の年次提出の NIR の別のセクションで、森林に転用された土地の生体バイオマスに関す

る情報を提供することを提案している。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

79. 転用のない森林は、フィンランドの国土総面積の 71.9%を構成し、40,757.72 Gg CO2

換算の純吸収源であり、2008 年の GHG 総排出量の 58.1％を相殺した。生体樹木バイオマ

スの炭素ストック変化量を算定するために、フィンランドはバイオマスの成長に伴う炭素

ストック量の年間増加分からバイオマスの損失による炭素ストック量の年間減尐分を減算

する、LULUCF に関する IPCC GPG のデフォルト法（手法 1）を適用した。松、トウヒ及

び広葉樹の木々の国独自のバイオマスモデルが、初めて使用された。土壌炭素の計算に使

用された、木質バイオマス量及び樹木の異なる部位のバイオマスストックの変化は、今と

同様の、新しい国独自の樹木レベルバイオマスモデルを用いて算定される。フィンランド

はまた、バイオマス増分が評価される実際の期間にバイオマスがより良く対応するように
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個々の森林インベントリからのデータを再配分して、バイオマスの増分の算定に使用され

るデータに変更を加えた。ERT は、これらの改善についてフィンランドを称賛するが、締

約国（フィンランド）は、将来の年次提出において、透明性を向上するために地上および

地下バイオマスの算定を別々に報告するよう奨励している。 

 

80. 純炭素ストック変化量は、2008 年には、鉱物土壌で 2,571.74 Gg C、有機質土壌で

-1,622.30 Gg C であった。鉱質土壌の場合は、フィンランドでは、土壌の炭素ストック量、

炭素ストック変化量、そして CO2排出量を算定するために Yasso モデルを使用している。

この提出（サブミッション）には、土壌炭素のモデルの Yasso 定常状態は、NFI6（1971〜

1976）のデータで算定され、それ以前の提出（サブミッション）では古いデータ（NIR に

て記載されている通り、1800 年代の間の森林のリターインプット）に基づいて算定された。

モデルは、リター、枯死木、土壌有機物（SOM）の集計算定値を提供するが、フィンラン

ドでは、土壌炭素プールを SOM と枯死有機物（DOM）を区別することは人工的であるこ

とを主張し、DOM と SOM 個別に報告していない。このカテゴリーで行われ報告された再

計算結果では、1990 年に 2,000.00 Gg CO2の鉱質土壌の吸収量の増加、2007 年に 3,700.00 

Gg CO2の吸収量の増加であった。 2007 年の増加量は 50%以上である。ERT は、フィン

ランドが、次の年次提出で、モデルの改善に伴う変更点に関する詳細な情報を提供するこ

とと、透明性を向上させるために将来の年次提出で SOM と DOM の別々の算定値を報告す

ることを奨励している。ドラフト年次審査報告書と SOM と DOM のために別々の算定値を

提供するべきという奨励への返答の中で、フィンランドは、モデリングアプローチにおい

て、リターインプットの起源は知られているが（たとえば、枯死木や落ち葉であるかどう

か）、モデルを実行する際や分解の過程で時には、土壌中の有機物がどのプール起源なのか

は特定不可能であることを指摘した。このモデル(Yasso and Yasso07)では大きさではなく

材の質に基づいて材とそのフローを区分しているため、枯死木、土壌そしてリターの線引

きをすることも不可能である。集約された SOM と DOM プールの炭素ストック変化量はラ

ンダムな比率で分けることができるが、これは報告の透明性も損なうであろう。そのため、

フィンランドは、統合する方法で SOM と DOM の算定を報告し続ける予定である。 

 

森林に転用された草地―CO2 

81. フィンランドは、80,587ha の面積が 2008 年に草地から森林に転用されたことを報告

した。このうち、35,752ha は有機質土壌である。これは、642.09 Gg CO2の吸収量をもた

らした。生体バイオマスの増加量は、草地から森林に転用される土地の面積当たりの平均

蓄積量に基づいて算定される。生体バイオマスの損失量は、転用のない森林にて報告され

ている。フィンランドはまだ草地における生体バイオマスを算定しないので、初期の生体

バイオマスについては情報提供されていない。 ERT は、この土地利用カテゴリーでのフィ

ンランド報告について称賛するが、締約国（フィンランド）は次の年次提出で初期の生体
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バイオマスに関する情報を提供することを奨励している。ドラフト年次審査報告書への返

答の中で、フィンランドは、その 2013 年次提出にて草地における樹木バイオマスに関する

追加情報を提供すると述べている。 

 

82. フィンランドでは、土壌と DOM の炭素ストック変化量を計算するために鉱質土壌のた

めの Yasso07 モデルを使用し、これらの 2 つのプールを一緒に報告している。有機質土壌

上の森林に転用された草地については、排出量は、有機質土壌上の転用のない森林で使用

されるアプローチに沿って算定されている：樹木の地下リターの投入量は、対応する NFI

のデータのバイオマス算定値から導出され、地下リターの平均算定値が用いられた。しか

し、前の提出時には、フィンランドは有機質土壌上の草地や森林に転用された草地からの

排出量算定に、LULUCF に関する IPCC GPG からデフォルト係数を使用したことを ERT

は確認した。フィンランドは、NIR でのこの矛盾を認識し、それが評価されることを発表

した。 ERT は、フィンランドがその将来の年次提出で、炭素ストック変化量を土壌と DOM

を別々に報告することと、有機質土壌での草地と森林に転用された草地の排出算定値を計

算するために使用される方法の一貫性を向上させること奨励している。ドラフト年次審査

報告書への返答の中で、フィンランドは、森林に転用された有機質の草地について、国家

EF が次の年次提出に適用されることを示した。 

 

森林に転用された湿地―CO2 

83. フィンランドは CRF の表 5.A にて 2008 年に 32,041ha の面積の湿地が森林に転用さ

れ、このうち 27,310ha が排水された湿地であることを報告した。NIR の表 7.1-4 で、フィ

ンランドは、森林に転用された湿地の面積は 21 kha であることを報告した。 ERT は、フ

ィンランドが次の年次提出でこの矛盾を解決することを奨励している。この土地利用の変

化は、181,08 Gg CO2の排出となっており、フィンランドは森林に転用された湿地を国の北

部と单部で分別していない。 土地利用転用前の初期の排出は異なる可能性がある、という

のも、NIR の表 7.2-12 ではその土地の肥沃度に関連する異なった値を提供している一方で、

NIR の表 7.2-17 では森林の開発地への転用は北部と单部で異なった値を提供している。ド

ラフト年次審査報告書への返答の中で、フィンランドは、計算方法自体は有機質土壌の異

なる肥沃度のサイトを考慮していること、そして、その計算は北フィンランドと单フィン

ランドで別々に行われていること（この偏差が表 7.2-17 に表示されない場合でも）を説明

した。 ERT は、フィンランドが次の年次提出で、この情報をこのカテゴリーの排出量推計

に含めることを奨励している。 

 

森林に転用された開発地―CO2 

84. フィンランドでは、2008年に25,658haの面積の開発地が森林へ転用されたことをCRF

の表 5.A に報告した。NIR の表 7.1-4 では、森林に転用された開発地の面積は 20 kha であ
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った。ERT は、フィンランドは、次の年次提出でこの矛盾を解決することを奨励している。

森林への転用とは開発地からの全面的な土地利用変化である。 ERT は、森林への開発地の

転用は稀なためにフィンランドが NIR にてこの土地利用の変化についてより詳細な情報を

提供するべきでない、ということにはならないと考えている。ERT は、フィンランドが次

の年次提出で、この土地利用変化についてのさらなる情報及び、CRF 表と NIR にて報告さ

れた異なる値に関するさらなる情報を提供することを奨励している。 

 

85. この土地利用変化は、572.73 Gg CO2の吸収をもたらした。開発地の場合は、鉱質土壌

における土壌炭素の開始値は有機質土壌のそれと同様にゼロであると見なされた。フィン

ランドは、森林に転用された開発地の一部分は、ゼロとは異なる元の土壌炭素ストック量

を持つことが判明していることを報告したが、開発地の炭素ストック量の適切な算定を行

うことができなかったことも報告した。Yasso モデルを適用した場合、転用 20 年後に、DOM

と SOM は单部で 5.33 t C/ha、北部で 6.75 t C/ha の変化という結果になった。しかし、森

林に転用された開発地のカテゴリーは、過去 20 年間の土地利用の変化に関する情報を保持

している。 ERT は、フィンランドが次の年次提出にて、このカテゴリーから CO2 吸収量

の算定に関するより詳細な情報及び使用されるパラメータに関するより詳細な情報を提供

することを奨励している。 

 

転用のない農地―CO2 

86. 転用のない農地は、CRF の表 5 に報告された通り、2008 年に 4,649.84 Gg CO2、1990

年に 5,492.75 Gg CO2の純排出源であった。面積の算定値は現在 NFI のデータから求めら

れており、よって、時系列は再計算された。この再計算の結果、時間の経過上、より安定

した排出量の傾向となった。 有機質土壌から CO2排出量を計算するには、面積は作物のた

めの国家 EF5.7 t C/ha と草地のための 4.1 t C/ha (<5 年)とを乗算させる。ERT は、草地又

は他の作物の下での有機質土壌についての報告手法の改善について、フィンランドを称賛

している。 

 

農地に転用された森林―CO2 

87. フィンランドは、農地に転用された森林の面積を 2008 年に 58,926ha、1990 年に

36,210ha と報告した。この土地利用変化は、2008 年に 448.37 Gg CO2、1990 年に 247.39 

Gg CO2の排出量となった。フィンランドは、NIR にて有機質土壌上の土地利用転用に関す

る詳細な情報を提供していない。さらに、このプールは転用のない森林の下で報告されて

いるため、生体バイオマスからの吸収量はこれらの数字に含まれていない。京都議定書下

での報告のため、フィンランドでは、表 5（KP- I）A.2 にて、森林減尐（農地への森林の

転用）によるバイオマスの炭素ストック変化量に関する情報を提供している。 ERT は、フ

ィンランドが、有機質土壌上の農地に転用された森林の排出推計上にういての情報を提供
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すること、そして、締約国（フィンランド）が次の年次提出では、この土地利用カテゴリ

ーで、バイオマスの除去を報告することにより一貫性を向上させることを奨励している。 

 

転用のない草地―CO2 

88. フィンランドでは、草地の鉱質土壌及び有機質土壌の両方の面積の算定値を更新し、す

べての面積の算定値は、現在、一貫した方法で NFI のデータから算出されている。以前の

インベントリの提出では、小さな道路や建物などの一部の地域は含まれていた。生体バイ

オマスの炭素ストック変化量の算定値は、まだインベントリには含まれていない。鉱質土

壌からの CO2排出量は、Tier 1 の算定方法と LULCUF のための IPCC GPG のデフォルト

の EFs に対応する方法論を用いて計算される。有機質土壌の場合は、草地用の IPCC デフ

ォルト EF（0.25 t C/ha/a）が使用される。フィンランドから報告された将来の計画的な改

善は、転用のない草地における鉱質土壌の炭素ストック変化量を算定するために Yasso07

モデルを、有機質土壌には国家 EF の使用を含んでいる。 ERT は、フィンランドが計画さ

れた改善を実施するために、将来の年次提出にそれらを報告することを奨励している。 

 

３．非キーカテゴリー  

伐採木材製品―CO2 

89. HWP カテゴリーは、蓄積変化法のアプローチによって計算されたフィンランドで使用

されているすべての木材製品の炭素収支を含んでいる。無垢材製品や紙製品の算定が行わ

れている。フィンランドは、国独自の Tier3 のメソッドを使用している：一次分解法（first 

order decay method）と HWP の直接インベントリの組み合わせ。建築ストックのインベ

ントリは、1995 年、2000 年及び 2005 を使用し、固体木材製品の見かけ消費量の年次デー

タを用いて内挿又は据え置きされた。紙製品における炭素ストック量とその年次変化は、

HWP ワークシートとデフォルトのパラメータを用いて算定された；算定のこの部分は、よ

って、Tier 1 のメソッドを使用している。 HWP は 1990 年に 945.64 Gg CO2、2008 年に

99.77 Gg CO2の吸収源であった。 2007 年には、HWP は 1,210.51 Gg CO2の吸収源であ

った。フィンランドは、NIR でこれらの変更に関する情報を紹介している。2008 年に、フ

ィンランドは、紙製品について、1993 年以来初めての 167Gg CO2の排出量、そして 2001

年以来初めての 262 Gg CO2の吸収量の算定を行った。 
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（４） イタリア 

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 

58. 

 ERT は、イタリアは LULUCF インベントリの QA

評価を行うために定義された手順を確立していな

いことを指摘した。 

 審査中に、イタリアは、ERT に、すべての LULUCF

カテゴリーに対して、いくつかの QA 活動がイン

ベントリプロセスのさまざまな段階で実施される

ことを知らせ、適用された方法論はいくつかの国

のワークショップや専門家会合において発表され

議論されてきたことを指摘した。  

 ERT は、定期的な QA のための標準的システムが

あるということは明らかではないことを指摘し

た。 

 その LULUCF

インベントリ

の QA を向上さ

せること 

 次の年次提出

でそれについ

て報告するこ

と 

QA の向

上と、報

告 

59. 

 ある土地利用カテゴリーから別の土地利用カテゴ

リーへの転用が発生すると、それによる土壌中の

炭素ストック変化量は、土地利用の転用が起こっ

た年の次の年に完全に起こると仮定されているこ

とを NIR で説明している。 

 イタリアは炭素損失量と増加量の両方は土地の転

用の最初の数年後に発生することをいくつかの科

学的出版物を用いて説明しているが、高い不確実

性があることも指摘している。 

 ERT は、GPG のデフォルト手法は、土壌の炭素ス

トック変化量は、土地利用転用後、その 20 年間あ

とで発生すると仮定していることを指摘した。 

この仮定を支持

する多くのデー

タや情報を提供

すること 

報告の改

善（デー

タ、情報

の追加） 

61. 

62. 

 イタリアは、LULUCF 分野からの排出量及び吸収

量の算定における森林定義の適用を改善し、森林

伐採について更新された AD 実施後の CO2の損失

量を再計算した。この結果、森林の場合、生体バ

イオマスプールで－30%、枯死有機物プールで－

26%の範囲で、炭素プールの算定炭素ストック変

化量の減尐となった。 

 これは主に農地や草地への植林地の再配分による

 森林の炭素バ

イオマスプー

ルの不確実性

分析の改善を

優先すること 

 生体バイオマ

スの炭素スト

ック量とリタ

不確実性

の改善 
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ものである。それらの土地利用カテゴリーの算定

値の中では、その結果を受けた純炭素吸収量の増

加が報告されている。締約国（イタリア）の森林

定義を前提とすれば、この再配分は合理的なよう

である。 

 ５つの森林の炭素プールの全体的な不確実性は

84.9%と算定された。 

ーの炭素スト

ック量の関連

付けを計算す

るための数学

的なアプロー

チの再考 

63. 

イタリアは、国独自の EFs を活用したり、土地利用

と土地利用の変化の透明な表示を提供したりするこ

とによって LULUCF インベントリの品質を向上し

ている。 

しかし、EF 値の比較的大きな不確実性があるため、

再計算値の不確実性レベルはまだ高い。 

使用する国独自

の 手 法 お よ び

EFs を改善し続

けること 

不確実性

の改善 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

66. 

 締約国（イタリア）は、炭素ストック変化量の算定に使用されるモデ

リングシステムの十分な検証を提供している。 

 しかし、ERT は、使用された式に関する情報など、基礎となるモデル

についての考証をイタリアが改善することを奨励している。 

方法論の

さらなる

考証 

転用のない農地―CO2 

67. 

 このカテゴリーの炭素ストック変化量を計算する

ために Tier 1 および Tier 3 の方法が使用された。 

 プランテーションの鉱質土壌におけるリターおよ

び土壌炭素の変化は、地上部バイオマスとの線形

回帰を用いて算定した。  

 

 適用されるモ

デルについて

の統計情報を

提供すること

により、透明性

を高めること 

報告の改

善 

68. 

 NIR には適当な算定手法の説明が含まれている。 

 一方で、ERT は、関連する CRF の表でのこのカ

テゴリーの報告で、特に有機質土壌における純炭

素ストック変化量のための表記キー「NO」の使用

例について留意した。 

NIR と CRF の表

間の整合性を確

認すること 

報告の改

善 

転用のない草地―CO2 

71. 

 このカテゴリーの炭素ストック変化量を計算する

ために Tier 1 と Tier 2 の手法が使用されている。 

 鉱質土壌におけるリターおよび土壌炭素の変化

は、地上部バイオマスとの線形回帰を用いて推計

 適用されるモ

デルについて

の統計情報を

提供し、透明性
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される。  を高めること 

 将来の NIR に

回帰モデルの

分散と適合度

に関連する情

報を含ませる

こと 

72. 

 イタリアは、野火や転用のない草地でのバイオマ

スの燃焼からの排出量を報告していない。 

 野火が国の森林に悪影響を与え、草地、特に灌木

地に広がることを考えると、これらの活動が確か

に「NO」であるかどうか ERT には明らかではな

い。 

 このカテゴリ

の野火からの

排出量がすで

に森林火災か

らの排出量の

推計値に含ま

れている場合、

CRF の表の表

記キーを更新 

 そうでない場

合は、他の土地

利用カテゴリ

ーの下で野火

が発生してい

ないとしてい

ることの正当

性を裏づける

ためのさらな

る証拠を提供

すること 

推計の再

検討、ま

たは情報

の追加 

草地に転用された土地―CO2 

75. 

 イタリアは、GPG で指定された期間（20 年をデフ

ォルトとして）にわたって炭素蓄積の変化を考慮

するよりも、土地利用転用後の最初の年において

それが発生すると想定している。 

 この仮定の結果として、農地から草地へ転用した

場合の吸収量のかなりの過大評価につながる可能

性がある。  

吸収量の過大評

価を避けるため

に、この仮定を改

訂またはさらに

正当化すること 

方法論の

改善、情

報追加 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

56. 2008 年に、イタリアの LULUCF 分野からの総純吸収量は 87,298.51Gg CO2換算に達

した。基準年以来、総計純吸収量は 34.8%増加している。吸収量増加の主な要因は、転用

のない森林による CO2吸収量の増加である。分野内で、64,642.26 Gg CO2換算が森林によ

り吸収、13,238.86Gg CO2換算が農地により吸収、12,670.73Gg CO2換算が草地により吸

収と続いている。開発地が当分野内で唯一の排出源であり、3,253.34Gg CO2換算であった。

湿地及びそのその他の土地からの排出量はそれぞれ、「NA」、「NO」として報告されている。 

 

57. LULUCF 分野に関しては、NIR はよく参照され透明性が保たれている。テキストはグ

ラフ、表と方程式とともにと示され、LULUCF インベントリの透明性を著しく向上させて

いる。しかしながら、ERT は、森林の成長ストックの体積密度のボリュームを導出するた

めの数式を修正することによって透明性がさらに改善できることを確認した。以前の年次

審査報告書の提言に対応して締約国（イタリア）が実施した改善は、土地利用分類のため

のルールの説明の追記とイタリアの森林の成長ストックの算定のための方程式でどのよう

にインプットが使用されるべきかの説明を含む。 

 

58. ERT は、締約国（イタリア）は LULUCF インベントリの QA 評価を行うために定義さ

れた手順を確立していないことを指摘した。審査中に、締約国（イタリア）は、ERT に、

すべての LULUCF カテゴリーに対して、いくつかの QA 活動がインベントリプロセスのさ

まざまな段階で実施されることを知らせ、適用された方法論はいくつかの国のワークショ

ップや専門家会合において発表され議論されてきたことを指摘した。 ERT は、LULUCF

インベントリの第三者審査を称賛したが、定期的な QA のための標準的システムがあると

いうことは明らかではないことを指摘した。 ERT は、さらにその LULUCF インベントリ

の QA を向上させること及び次の年次提出でそれについて報告することを締約国（イタリ

ア）に奨励している。 

 

59. 土壌の炭素ストック変化量の算定がよく NIR に記載されている。ある土地利用カテゴ

リーから別の土地利用カテゴリーへの転用が発生すると、それによる土壌中の炭素ストッ

ク変化量は、土地利用の転用が起こった年の次の年に完全に起こると仮定されていること

を NIR で説明している。イタリアは炭素損失量と増加量の両方は土地の転用の最初の数年

後に発生することをいくつかの科学的出版物(Davidson and Ackerman, 1993; Olson, 

1963; Guo and Giffort, 2002; Post and Kwon, 2000; and Reeder, 1998)を用いて説明して

いるが、高い不確実性があることも指摘している。ERT は、LULUCF に関する IPCC GPG

のデフォルト手法は、土壌の炭素ストック変化量は、土地利用転用後、その 20 年間あとで

発生すると仮定していることを指摘した。イタリアはまた、NIR でのこのデフォルト値を
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言及したが、上記の科学的研究に基づいて、土地利用転用が起こった年の次の年にすべて

の排出量または吸収量を割り当てることがより適切であると説明している。 ERT は、締約

国がこの仮定を支持する多くのデータや情報を提供することを奨励している。 

 

60. LULUCF インベントリは完全で、一貫性があり、比較可能である。 

 

61. 以前の ERT からの奨励事項に従い、締約国（イタリア）は、LULUCF 分野からの排

出量及び吸収量の算定における森林定義の適用を改善し、森林伐採について更新された AD

実施後の CO2 の損失量を再計算した。この結果、森林の場合、生体バイオマスプールで－

30%、枯死有機物プールで－26%の範囲で、炭素プールの算定炭素ストック変化量の減尐と

なった。これは主に農地や草地への植林地の再配分によるものである。それらの土地利用

カテゴリーの算定値の中では、その結果を受けた純炭素吸収量の増加が報告されている。

締約国（イタリア）の森林定義を前提とすれば、この再配分は合理的なようである。 

 

62. ５つの森林の炭素プールの全体的な不確実性は 84.9%と算定された。ERT は、イタリ

アは、このセクターの中で森林の炭素バイオマスプールの不確実性分析の改善を優先する

ことを奨励している。ERT はまた、現在使用されているモデルによる不確実性の値がかな

り高いので、締約国（イタリア）は、生体バイオマスの炭素ストック量とリターの炭素ス

トック量の関連付けを計算するために使用される数学的なアプローチを再考することを奨

励している。LULUCF の IPCC GPG によれば、リターとは「無機または有機土壌上で枯

死し様々な分解の状態で横たわっている、国によって選ばれた最小直径以下（例えば 10 cm）

の直径を持つすべての非生体バイオマスを含む」。リター層は、収穫残渣のほとんどが含ま

れている、つまり、最終的な伐採サイトにおいて最大の炭素ストックを含んでいたり、商

業伐採後に再生された幼齢林を含んでいたりする可能性があるため、締約国（イタリア）

は、異なる数学的なアプローチ（例えば、炭素ストック量の、林齢や林分のサイトタイプ

との比較）を使用することが不確実性のレベルを改善できるかどうかを評価する必要があ

る。 

 

63. 締約国は、国独自の EFs をより一層活用したり、土地利用と土地利用の変化の透明な

表示を提供したりすることによって LULUCF インベントリの品質を向上している。しかし、

EF 値の比較的大きな不確実性があるため、再計算値の不確実性レベルはまだ高い。 ERT

は、使用する国独自の手法および EFs を改善し続けることを締約国（イタリア）に奨励し

ている。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 
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64. このカテゴリーから CO2の総純吸収量は 2008 年には 63,026.11Gg CO2に達した；こ

れは森林カテゴリーの合計 CO2吸収量の 97.4%を占めた。 2008 年における転用のない森

林の CO2吸収レベルは、1990 年のそれより 49.6%高く、2007 年のそれより 99.8%高い。 

 

65. 炭素プールの変化を算定するため、締約国（イタリア）は、年毎の樹木ボリュームの増

分を計算する Tier 3 の地域スケール森林モデリングシステムを使用し、次に、国独自のバ

イオマス拡大係数と地上部炭素ストック量とリターまたは土壌炭素ストック量のどちらか

との間での最小二乗回帰を森林パラメータと共に使用した。 

 

66. 締約国（イタリア）は、炭素ストック変化量の算定に使用されるモデリングシステムの

十分な検証を提供している。しかし、ERT は、使用された式に関する情報（例えば、ha 当

たりのストック年間増加）など、基礎となるモデルについての考証をイタリアが改善する

ことを奨励している。 

 

転用のない農地―CO2 

67. このカテゴリーの炭素ストック変化量を計算するために Tier 1 および Tier 3 の方法が

使用された。プランテーションの鉱質土壌におけるリターおよび土壌炭素の変化は、地上

部バイオマスとの線形回帰を用いて算定した。 ERT は、締約国（イタリア）が、NIR の

表 7.18、7.19 及び 7.20 での、特に決定係数、算定値の標準誤差、サンプル数等、適用され

るモデルについての統計情報を提供することにより、透明性を高めることを奨励している。 

ERT は、締約国（イタリア）が要求に応じて審査週間にこの情報の一部を提供しているこ

とを高く評価し、締約国が次の年次提出にこの情報を含めることを奨励している。 

 

68. NIR には適当な算定手法の説明が含まれている一方で、ERT は、関連する CRF の表で

のこのカテゴリーの報告で、特に有機質土壌における純炭素ストック変化量のための表記

キー「NO」の使用例について留意した。ERT は、締約国（イタリア）がこの点で NIR と

CRF の表間の整合性を確認することを奨励している。 

 

転用のない草地―CO2 

69. このカテゴリーでは、すべての炭素プールは、IPCC の Tier 1 または Tier 2 の手法を

用いて測定された。最大の炭素ストック変化は鉱質土壌（全炭素ストック変化量の 61.8%）、

続いて純生体バイオマス（27.6%）であることが分かった。 

 

70. イタリアの草地面積の大きさは、放牧地、飼料作物、永久牧草地及びかつて農業目的で

使用された土地に係る国の統計に基づいて決定された。サブカテゴリーである他の林地

（NIR では灌木地）は、現在の森林定義に適合しない土地の面積を含むために、転用のな
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い森林から転用のない草地へと移転された。2006-2008 年期間のデータを算定するために、

1985 年と 2005 年のデータとの間の直線回帰が使用された。 

 

71. このカテゴリーの炭素ストック変化量を計算するために Tier 1 と Tier 2 の手法が使用

されている。鉱質土壌におけるリターおよび土壌炭素の変化は、地上部バイオマスとの線

形回帰を用いて推計される。 ERT は、締約国（イタリア）が、NIR の表 7.25, 7.26 及び

7.27 での、特に決定係数、算定値の標準誤差、サンプル数等、適用されるモデルについて

の統計情報を提供することにより、透明性を高めることを奨励している。ERT は、締約国

（イタリア）が要求に応じて審査週間にこの情報の一部を提供したことを高く評価しなが

ら、将来の NIR にて回帰モデルの分散と適合度に関連する情報を含むよう締約国（イタリ

ア）に奨励している。 

 

72. 締約国は、野火や転用のない草地でのバイオマスの燃焼からの排出量を報告していない。

野火が国の森林に悪影響を与え、草地、特に灌木地に広がることを考えると、これらの活

動が確かに「NO」であるかどうか ERT には明らかではない。草地、農地や湿地における

野火からの排出量がすでに森林火災からの排出量の推計値に含まれている場合、ERT は、

CRF の表の表記キーを更新することを奨励している。そうでない場合は、ERT は、締約国

（イタリア）は、火災がこれらの他の土地利用カテゴリーの下での土地上で野火が発生し

ていないとしていることの正当性を裏づけるためのさらなる証拠を提供することを奨励し

ている。 

 

草地に転用された土地―CO2 

73. 生体バイオマスと土壌の両方における炭素ストック変化量は、Tier 1 の手法を用いて算

定した。締約国（イタリア）は枯死有機物には炭素ストック変化量がなかったことを報告

している。 

 

74. 時系列上の土地利用の変化の変動との関係で以前の ERT が提起した問題に対応して、

締約国（イタリア）は、年次土地利用マトリックスの整合性を損なうことなく、草地への

変換率が 1996 年以降から順調に増加するように全体の時系列を調和させている。 

 

75. 締約国（イタリア）は、LULUCF に関する IPCC GPG で指定された期間（20 年をデ

フォルトとして）にわたって炭素蓄積の変化を考慮するよりも、土地利用転用後の最初の

年においてそれが発生すると想定している。この仮定の結果として、鉱質土壌の炭素スト

ック変化量は年間 14.12 t C ha-1にまで算定され、これは生物学的価値よりもはるかに高く、

農地から草地へ転用した場合の吸収量のかなりの過大評価につながる可能性がある。 ERT

は、締約国（イタリア）が考えうる吸収量の過大評価を避けるために、この仮定を改訂ま
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たはさらに正当化することを奨励している。 

 

３．非キーカテゴリー  

森林に転用された土地―CO2 

76. イタリアでの森林面積は、1990 年と 2008 年の間に 2,056.89 kha 増加した。締約国（イ

タリア）により報告されている森林への土地転用は、森林に転用された草地である。この

カテゴリーで報告された炭素ストック変化量のほとんどは鉱質土壌における土壌炭素と関

連していた。現在、ERT は、生体バイオマスの炭素ストック変化量の計算をより透明な方

法で記述するべきという以前の ERT の奨励に対処している締約国（イタリア）を称賛して

いる。 
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（５） ノルウェー 

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 

68. 

 ノルウェーは、以前の審査報告書での提案に応え、

現在の NFI 拡張作業の完了後、NIR の表 7.5 にお

いて、今後の年次提出において別の土地タイプと

して再分類できるその他の土地の面積の初期計算

を提供した。 

 ERT は、ノルウェーはその他の土地の特性評価を

向上させるための努力を継続することを提案し。 

この面積におけ

る進展を次の年

次提出の NIR

にて報告するこ

と 

報告の改

善 

69. 

 ノルウェーは枯死有機物と土壌のための AD を更

新し、時系列を再計算することによって、LULUCF

インベントリを改善した。 

 表記キーの使用にていくつかの不整合が指摘され

ている。 

 UNFCCC 報

告ガイドライ

ンに与えられ

た定義に基づ

いて表記キー

を選択するこ

と 

 これらの選択

を一貫して

CRF表で使わ

れている表記

キーに適用す

ること 

 

キーカテゴリー 

転用のない農地―CO2 

71. 

 ノルウェーの土壌からの CO2排出量はヒストソル

（有機質土壌）の耕作及び農地土壌への石灰の散

布（湖の石灰散布を含む）の結果として主に発生

する。 

 Tier 2 に移行するために必要なデータの欠如を理

由に、ノルウェーは石灰からの CO2排出量を算定

するために Tier 1 の手法の使用を続ける。 

 しかしながら、ノルウェーは、この前の審査報告

書において、特に石灰散布（石灰石）の形態の定

義と国独自の EF を適用することによって Tier 2

石灰散布による

排出量を算定す

るための Tier 2

手法に移行する

ためのオプショ

ンを探求するこ

と 

方法論の

改善 
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の手法を使用することを探求するべきという奨励

に応答して、この算定値を改善した。 

72. 

 ノルウェーは、一部のカテゴリーに対して表記キ

ー「NE」を使用しているが、ERT が提起したこの

質問に応え、データの不足のため表記キーを「NA」

に変更する必要があると示した。 

 ERT は、データが不足している場合には表記キー

「NA」は不適切であることを注意した。 

 このケースでは、表記キーは「NE」が用いられる

べきだが、排出量または吸収量が算定されていな

い理由の表示も CRF の表と NIR の両方に含める

必要がある。  

ERT は、ノルウ

ェーが次の年次

提出でこれらの

説明を含めるこ

とを奨励してい

る。 

報告の改

善 

73. 

 ノルウェーは、CRF 表 5.B に、有機質土壌の面積

を全体の時系列で 8.5 kha として報告している。 

 しかし、農業部門（CRF の表 4.D）で報告されて

いるとおりこの面積は時間とともに 8.5kha から

7.0kha に減尐している。  

 ERT は、農業部門の表は、この LULUCF のキー

カテゴリーの算定値の精度を改善するために使用

できるデータから作成できることに留意した。 

CRF の表 4.D

でこの面積の変

化のデータを比

較し、この乖離

についての説明

を提供し、必要

に応じて両部門

にわたってこの

土地面積の報告

を調和させるこ

と 

報告の改

善 

転用のない草地―CO2 

74. 

 ノルウェーは、1990 年－2008 年の期間の定数値

として有機質土壌における純炭素ストック変化量

を報告している（－510.00GgC）。 

 ノルウェーの農業生産で使用される有機質土壌の

90％(76,500 ha)は草地にあると仮定されている。  

 ヒストソル（有機質土壌）からの CO2排出量は、

そのレベルとトレンド評価に基づいて主要なカテ

ゴリーであると考えられた。 

有機質土壌にお

ける純炭素スト

ック変化量（す

なわち、炭素の

損失）が 1990

年から 2008 年

まで一定だった

理由を説明する

よう奨励 

報告の改

善 

非キーカテゴリー  

森林に転用された土地―CO2 

77.  ERT は、1999 年（0.0019 MgC/ ha）と 2008 年 そのインベント 報告の改
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（0.143Mg が C/ ha）の間の生体バイオマスの純炭

素ストック変化量は、有意であることを指摘した。 

 ノルウェーは、審査中に、これらの変更について

質問に返答し、インベントリ手法の変化と森林イ

ンベントリ間の土地転用の変動、そして、生態学

的なパラメータと土地管理の変化のばらつきがあ

ったことを示した。 

  ERT は、原因と比べて、これらの変化を評価する

のにこの説明は十分ではないことを指摘した。  

リ手法の変化が

これらの変動に

どのように影響

したのか、そし

て、記載されて

いる他の原因へ

のインベントリ

手法の変化の影

響についても詳

細に説明するこ

と 

善 

土壌および湿地からの排水からの排出―N2O 

78. 

 ノルウェーは、土壌や湿地の排水からの N2O 排出

量を算定するために IPCC のデフォルトの EFs を

使用した。使用方法は、LULUCF に関する IPCC 

GPG と整合的である。 

 報告された算定排出量は、森林と湿地の泥炭地に

おける有機質土壌に由来していた。 

 ノルウェーは、貯水池からの排出の潜在的な重要

性を指摘している。貯水池からの排出量を算定す

るために進行中の国家プロジェクト（SINTEF と

STATKRAFT）があるが、ノルウェーは、期待さ

れていた成果の中に、またはこれらの結果を報告

する時期において、追加情報を提供することがで

きなかった。  

 浸水地（湿地）

から放出され

るN2Oについ

てデータが入

手可能になり

次第報告する

こと 

 関連プロジェ

クトと予想さ

れるタイムラ

インの更新情

報を提供する

こと 

未報告情

報の報告 

その他の土地―CO2 

79. 

 ノルウェーは、その他のすべての土地が管理され

ていない場合、炭素ストック変化量は生じないと

仮定した。 

 しかし ERT は、非管理地に転用された土地には排

出量の計算が必要であることを指摘、CSC 量を算

定することを奨励している。 

 ノルウェーは、その他の土地に転用された森林の

炭素ストック量に関するいくつかの補足情報を提

供しており、これらの CSC 量は次の年次提出の

NIR で報告されることを述べている。  

すべてのカテゴ

リーの非管理地

から管理地への

転用における排

出算定値を提供

すること 

未算定の

CSC に

ついての

の推奨さ

れる対応 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

66. 2008 年には、LULUCF 分野からの純吸収量は 28,556.26Gg CO2換算に達した。 この

量は2008年の附属書Aのソースからのノルウェーの温室効果ガス排出量の52.5%を相殺す

る。 1990 年以来、純吸収は 153.1%増加している。この増加の最大部分を占めるのは森林

カテゴリーである。吸収量増加の主要要因は、活発な森林管理政策である。年間収穫量は、

年間増分よりもはるかに低くなっており、このことが、収穫と自然の損失に起因する CO2

排出量が安定している間、木材や他のツリーコンポーネントのバイオマスの蓄積を引き起

こし、立木ボリュームと全体の増加量の継続的な増加をもたらしている。分野内で、

31,097.05Gg CO2換算の吸収量は森林から、草原から 1,869.39Gg CO2換算の排出量、開発

地から540.77Gg CO2換算の排出、そして108.01Gg CO2換算の排出量が農地からがあった。

湿地は 3.43Gg CO2換算の排出量とその他は 19.18Gg CO2換算の排出量を占めた。その他

の土地からの CO2排出量及び吸収量は「NA」、「NE」そして「NO」として報告されている。 

 

67. ノルウェーは、LULUCF に関する IPCC GPG と一貫性のある方法論と土地利用カテ

ゴリーを使用した。ノルウェーは、森林、農地、草地、湿地、開発地及びその他の土地の

総面積を確立するために、国家森林インベントリー（NFI）からのデータを使用した。 1986

年から始まる 5 年サイクルのこれらのデータは、ノルウェー中央統計局によって収集され

た他の統計データ、特に農地面積についてのデータによって補完された。 

 

68. 2008 年に、森林はノルウェーの総面積の 30％を占める一方、58％がその他の土地と分

類されている。異なった土地利用カテゴリーが対象とする面積の変化は引き続き小さい。

例えば、森林の面積は、1990 年と 2008 年の間にわずか 2.3%増加し；草地及び開発地の面

積は若干増加したのに対し、農地や湿地の区域は同期間に減尐した。ノルウェーは、以前

の審査報告書での提案に応え、現在の NFI 拡張作業の完了後、NIR の表 7.5 において、今

80. 

 前回の審査報告書の提言に応えて、ノルウェーは、森林を含む、別の

土地区分に再分類される可能性があるがその他の土地として分類さ

れている土地についての、現在の調査に関する追加情報を提供してい

る。  

 ERT は、この追加情報を歓迎し、土地面積の分類を改善する努力に

ついてノルウェーを称賛している。 

しかしながら、森林の正確な分類は、京都議定書第 3 条に基づく活動

のパラグラフ 3 と 4 の要件であるため、ノルウェーがその他の土地の

分類を改善し続け、その追加の進捗状況を次の年次提出で報告するこ

とを奨励している。 

方法論の

改善 
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後の年次提出において別の土地タイプとして再分類できるその他の土地の面積の初期計算

を提供した。ノルウェーの、その他の土地として分類されている土地と、その中で森林と

なり得るいくらかの土地との割合を考慮すると、ERT は、ノルウェーはその他の土地の特

性評価を向上させるための努力を継続することを提案し、ノルウェーがこの面積における

進展を次の年次提出の NIR にて報告することを奨励している。 

 

69. ノルウェーは枯死有機物と土壌のための AD を更新し、時系列を再計算することによっ

て、LULUCF インベントリを改善した。表記キーの使用にていくつかの不整合が指摘され

ている。ERT は UNFCCC 報告ガイドラインに与えられた定義に基づいて表記キーを選択

すること、そしてこれらの選択を一貫して CRF 表で使われている表記キーに適用すること

を奨励している。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

70. ノルウェーは LULUCF に関する IPCC GPG と一貫性のある生体バイオマスの炭素ス

トック変化量を、算定する第 3 層ストック変化法を用いた。手法は、NFI からのデータの

使用とモデリングを組み合わせた。ノルウェーは枯死有機物や土壌のための別の Tier 3 手

法、Yasso と呼ばれる動的な土壌モデルを使用した。以前の審査報告書の提言に応えて、ノ

ルウェーは、森林土壌の枯死木や土壌有機物の蓄積を記述するために使用する、このモデ

ルに関する詳細な情報を提供することにより、その NIR の関連セクションを改善した。 

NIR（セクション 3.1.1）で公開された科学論文への参照を含む、モデルの説明が提供され

ている。 

 

転用のない農地―CO2 

71. ノルウェーの土壌からの CO2 排出量はヒストソル（有機質土壌）の耕作及び農地土壌

への石灰の散布（湖の石灰散布を含む）の結果として主に発生する。ノルウェーは、次の

NIR で報告される予定のこの算定値の改良で、有機質土壌の総面積を 85,000ha と想定した。

このうち、ノルウェーは 10%が農地で発見されると算定している。前回の審査報告書で行

った奨励に対応して、ノルウェーは、有機質土壌の炭素ストック変化量を算定するために

国独自の Tier 2 手法と国家データを使用している。Tier 2 に移行するために必要なデータ

の欠如を理由に、ノルウェーは石灰からの CO2排出量を算定するために Tier 1 の手法の使

用を続ける。しかしながら、ノルウェーは、この前の審査報告書において、特に石灰散布

（石灰石）の形態の定義と国独自の EF を適用することによって Tier 2 の手法を使用する

ことを探求するべきという奨励に応答して、この算定値を改善した。ERT は、このキーカ

テゴリーにおける報告内容の改善についてノルウェーを称賛する一方で、ノルウェーが石

灰散布による排出量を算定するための Tier 2 手法に移行するためのオプションを探求する
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ことを奨励した。 

 

72. ERT は、このカテゴリー内の表記キーの使用に問題があることに留意した。ノルウェ

ーは、一部のカテゴリーに対して表記キー「NE」を使用しているが、ERT が提起したこの

質問に応え、データの不足のため表記キーを「NA」に変更する必要があると示した。ERT

は、データが不足している場合には表記キー「NA」は不適切であることを注意した。この

ケースでは、ノルウェーが行ってきたように、表記キーは「NE」が用いられるべきだが、

排出量または吸収量が算定されていない理由の表示も CRF の表と NIR の両方に含める必

要がある。 ERT は、ノルウェーが次の年次提出でこれらの説明を含めることを奨励してい

る。 

 

73. ノルウェーは、CRF 表 5.B に、有機質土壌の面積を全体の時系列で 8.5 kha として報

告している。しかし、農業部門（CRF の表 4.D）で報告されているとおりこの面積は時間

とともに 8.5kha から 7.0kha に減尐している。 ERT は、農業部門の表は、この LULUCF

のキーカテゴリーの算定値の精度を改善するために使用できるデータから作成できること

に留意した。 ERT は、ノルウェーが、CRF の表 4.D でこの面積の変化を記録しするため

に使用されるデータを比較し、この乖離についての説明を提供し、必要に応じて両部門に

わたってこの土地の面積の報告を調和させることを奨励している。 

 

転用のない草地―CO2 

74. ノルウェーは、1990 年－2008 年の期間の定数値として有機質土壌における純炭素スト

ック変化量を報告している（－510.00GgC）。ノルウェーの農業生産で使用される有機質土

壌の 90％(76,500 ha)は草地にあると仮定されている。 ヒストソル（有機質土壌）からの

CO2 排出量は、そのレベルとトレンド評価に基づいて主要なカテゴリーであると考えられ

た。そのため、ERT は、ノルウェーが、有機質土壌における純炭素ストック変化量（すな

わち、炭素の損失）が 1990 年から 2008 年まで一定だった理由を、次の年次提出で説明す

るよう奨励している。 

 

75. ノルウェーはヒストソルからの CO2排出量を算定するために、国独自の EFs を用いた

Tier2 手法を使用した。国独自の EFs は、高有機質土壌と混合有機質土壌に層別化され、

それぞれ、専門家の判断に基づいて 10 mgC/ ha /年と、5 mgC/ ha /年の値とされた。冷温

帯気候の IPCC デフォルト値は、ノルウェーで適用される国独自の値よりもかなり低い

1.0mgC/ ha /年である。前回の審査報告書で行った奨励に対応して、ノルウェーは、近隣諸

国で使用される値との比較を含めて、これらの値をサポートする情報を提供している。 

ERT はこの新しい情報を NIR の改善としてとらえた。 
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開発地に転用された土地―CO2 

76. 開発地に転用された森林における生体バイオマスからの CO2 排出量は、トレンド評価

に基づいて重要なカテゴリーであると考えられている。ノルウェーでは、開発地に転用さ

れた森林の生体バイオマスの炭素ストック変化量を算定するために Tier3（モデリング）を

使用した。前回の審査報告書で行った奨励に対応して、ノルウェーはこのカテゴリーの生

体バイオマスの炭素ストック変化量を算定するために使用されるモデルについての追加情

報を提供している。 

 

３．非キーカテゴリー  

森林に転用された土地―CO2 

77. ERT は、1999 年（0.0019 MgC/ ha）と 2008 年（0.143Mg が C/ ha）の間の生体バイ

オマスの純炭素ストック変化量は、有意であることを指摘した。2008 年の値は、1999 年度

の値より 73 倍も高い。全体の 2000-2008 期間の経年変化（18.8－174.6％）は有意である。

ノルウェーは、審査中に、これらの変更について質問に返答し、インベントリ手法の変化

と森林インベントリ間の土地転用の変動、そして、生態学的なパラメータと土地管理の変

化のばらつきがあったことを示した。 ERT は、原因と比べて、これらの変化を評価するの

にこの説明は十分ではないことを指摘した。 ERT は、次の年次提出の NIR においてノル

ウェーが、そのインベントリ手法の変化がこれらの変動にどのように影響したのか、そし

て、記載されている他の原因へのインベントリ手法の変化の影響についても詳細に説明す

ることを奨励している。 

 

土壌および湿地からの排水からの排出―N2O 

78. ノルウェーは、土壌や湿地の排水からの N2O 排出量を算定するために IPCC のデフォ

ルトの EFs を使用した。使用方法は、LULUCF に関する IPCC GPG と整合的である。報

告された算定排出量は、森林と湿地の泥炭地における有機質土壌に由来していた。ノルウ

ェーは、貯水池からの排出の潜在的な重要性を指摘している。貯水池からの排出量を算定

するために進行中の国家プロジェクト（SINTEF と STATKRAFT）があるが、ノルウェー

は、期待されていた成果の中に、またはこれらの結果を報告する時期において、追加情報

を提供することができなかった。 ERT は、前回の審査報告書で行った提言を繰り返し、ノ

ルウェーは浸水地（湿地）から放出される N2O についてデータが入手可能になったらすぐ

に報告すること、そして、次回の年次提出での NIR において、関連プロジェクトと予想さ

れるタイムラインの更新情報を提供することを奨励した。 

 

その他の土地―CO2 

79. ノルウェーは、その他のすべての土地が管理されていない場合、炭素ストック変化量は

生じないと仮定した。しかし、ERT は、非管理地に転用された土地には排出量の計算が必
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要であることを指摘し、管理地から非管理地に転用された土地の炭素ストック変化量を算

定することを奨励している。ノルウェーは、その他の土地に転用された森林の炭素ストッ

ク量に関するいくつかの補足情報を提供しており、これらの炭素ストック変化量は次の年

次提出の NIR で報告されることを述べている。 ERT は、ノルウェーが次の年次提出で、

すべてのカテゴリーの非管理地から管理地への転用における排出算定値を提供することを

奨励している。 

 

80. 前回の審査報告書の提言に応えて、ノルウェーは、森林を含む、別の土地区分に再分類

される可能性があるがその他の土地として分類されている土地についての、現在の調査に

関する追加情報を提供している。 ERT は、この追加情報を歓迎し、土地面積の分類を改善

する努力についてノルウェーを称賛している。しかしながら、森林の正確な分類は、京都

議定書第 3 条に基づく活動のパラグラフ 3 と 4 の要件であることから ERT は、ノルウェー

がその他の土地の分類を改善し続け、その追加の進捗状況を次の年次提出で報告すること

を奨励している。 
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（６） ニュージーランド 

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 

105. 

 バイオマスと土壌炭素ストック変化量を算定する

ために LUCAS システムは、モデル－森林炭素予

測（FCP）及び CMS－を使用している。 

 方法論は明確に参照されているものの、これらの

モデルの機能、パラメータ化及び QA/ QC は、NIR

に記載されていない。 

透明性を向上

さ せ る た め

に、モデルに

ついてのより

詳細な情報を

次の NIR に記

載、または、

添付の付録に

記載すること 

報告の改

善（情報

の追加） 

106. 

 ERT は、Tier 1 の不確実性の分析は土壌の炭素ス

トック量の不確実性を評価するが、土壌の炭素量

の変化に関連する不確実性を評価していないこと

を指摘した。 

 審査中にニュージーランドはこれを認め、2011 年

の年次提出 Tier 2 の不確実性分析を完了する意向

を示した。  

土壌蓄積量の

変化の不確実

性分析を含め

ること 

不確実性

の分析の

追加 

107. 

 CRF 表でのいくつかの記法キーの使用は再検討す

る必要がある場合がある。例えば、CRF 表 5（III）

のに農地攪乱からの N2O 排出量は、非常に小さい

ものとして記載されており（NIR p.172）、「NE」

として報告されている。 

 審査中に、ERT は、農地攪乱は当該国では発生し

ない可能性があることを学習した。  

再評価し、も

しその活動が

発生していな

い場合、N2O

排出算定量を

次の提出では

「NO」と報告

すること 

方法論の

改善（再

評価）と、

報告への

追加 

110. 

 ニュージーランドは、異なる農地のタイプ間と、

異なる草地タイプ間の転用のための移行期間とし

て 28 年を使用した。 

 しかし、1990 年以前に発生した転用は勘定されて

おらず、関連して時間差が生じた吸収/排出量は推

計されていない。 

 審査中に、1963 年に遡った土地利用を定義するた

めに「バックキャスティング」研究が進行中であ

1990年以前の

土地被覆転用

の時間差のあ

る除去/排出量

を算定するた

めの土地利用

の細分化のた

めに GPG に

方法論の

改善 
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ることを ERT に通知した。  従うこと 

111. 

 ニュージーランドでは土地利用変化に伴う土壌の

炭素ストック量を測定し、モデル化するためにプ

ロットサンプリング手法を使用した。  

 ERT は、いくつかの不十分にしか表示されていな

い土地利用の遷移について、この手法の統計的妥

当性を疑問視している。 

 現在採用されている手法が、確信を持って異なる

土地利用の土壌炭素ストック変化量における有意

な変化を検出できるかどうかは不明である。 

鉱質土壌の炭

素量変化を報

告するために

使用される方

法論的アプロ

ーチを、それ

らの土地利用

の土地利用変

化に沿って、

平均参照値の

有意な差がな

い状態で、再

検討すること 

方法論の

改善（再

検討） 

113. 

 LULUCF と農業分野の報告に適用される有機質

土壌の定義は、有機質土壌を定義するための基準

という観点では異なっていることをERTは審査中

に通知された。 

 ERT は、農業部門から栽培有機質土壌の AD が入

手可能であり、報告されている（10,109 ヘクター

ル）ことと、関連する N2O の排出量も同様に報告

されたことを鑑みる。  

 

 Tier1 方法

を、次の提出

における

LULUCF 分

野の中の有

機質土壌の

排出量を報

告するため

に適用する

こと 

 LULUCF と

農業の分野

間の有機質

土壌の定義

を統一する

こと 

 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

114. 

 審査時に ERT は、天然林の区域は伐採と植林林業

への移行の対象であることを通知された。 

 しかしながら、これらの伐採による損失量は報告

されていないため、このカテゴリーでは排出量が

天然林から人

工林への土地

被覆の遷移に

関連している

方法論の

改善、結

果の報告 
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過小評価されている。 排出を算定

し、それらを

次の年次提出

で報告するこ

と 

森林に転用された土地―CO2 

115. 

 FCP モデルは、主にラジアタパインに由来する地

位指数成長曲線を使用して、すべての植林用樹種

のバイオマスの増加と炭素の配分を算定する。し

かし、これらの人工林の 8％にはダグラスファーと

ユーカリの種が含まれている。 

 審査期間中に ERT に提供された追加情報は、ユー

カリの調査プロットの総炭素ストック量は、現在

のバイオマス増加モデルを使用して過小評価され

たことを示唆している。 

 NIR では、ニュージーランドは、カテゴリー固有

の計画的な改善には、ダグラスファーとユーカリ

の成長及びバイオマス配分モデルの開発が含まれ

ることを示している。  

不確実性を削

減しインベン

トリの透明性

を高めるため

に、樹種群に

よって収穫表

開発を調査す

ること 

方法論の

改善 

草地に転用された土地―CO2 

116. 

 Tier 1 と Tier 2 手法の両方が、このカテゴリーの

下（草地に転用された土地）での異なるサブカテ

ゴリーからの CO2排出量及び吸収量を算定するた

めに使用された。  

 1990 年以前に発生した草地に転用された土地はこ

のカテゴリーで報告されておらず、転用のない草

地の下で報告されており、これは草地に転用され

た土地の排出量/吸収量の過小評価につながってい

る。  

 

 IPCC GPG

に従うこと 

 そのサブカ

テゴリーの

分解のさら

なる改善を

行うこと 

 より高い

Tier を使用

して、このカ

テゴリーか

らの排出量

を算定する

ための調査

を行うこと 

方法論の

改善 

非キーカテゴリー  
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

101. 2008 年に、LULUCF 分野からの純排出量は-26,176.78GgCO2換算に達した。基準年

以来、純吸収量は 15.7%減尐している。吸収量の減尐の主要要因は以下のとおり：収穫量

の増加と 2008年より 4年前におこなわれた再植林が低い平均林齢クラスだったために森林

における吸収能力が低下したという結果；及び森林減尐の増加。分野内で、森林へ転用さ

れた土地の吸収量 17,327.74GgCO2換算及び転用のない森林の吸収量 12,430.50Gg CO2換

算は、草地に転用された土地からの排出 2,849.61Gg CO2 換算により相殺された。残りの

742.49Gg CO2換算は、転用のない草原、農地、湿地、開発地及びその他の土地に由来する。 

転用のない農地―CO2 

117. 

 ニュージーランドは、一年生作物から多年生作物

への転換による CO2吸収量を算定するために

IPCC Tier 1 方法を用いた。 

 審査中に、ERT は、ニュージーランドが次の提出

に炭素ストック量の国独自の値を使用しようとし

ていることを通知された。 

ニュージーラ

ンドが次の年

次提出でその

結果を報告す

ることを奨励

している。 

方法論を

改善した

報告の奨

励 

118. 

 1990 年以前に発生した転用からの時間差のある

CO2吸収量/排出量及び、栽培有機質土壌における

CO2排出量は算定されず、「NE」として報告され

た。 

 

これらの算定

されなかった

CO2 吸収量/排

出 量 を 算 定

し、次の年次

提出にそれら

を報告するこ

と 

データな

い部分の

改善と、

報告 

バイオマスの燃焼―CH4と N2O 

119. 

 森林へ転用された土地を除き、土地利用転用に伴

うバイオマスの燃焼による CH4と N2O の排出量

は、「NE」として報告された。  

 

土地利用転用

によるバイオ

マスの燃焼で

の AD の将来

の排出源を調

査し、関連す

る CH4 と N 

2O の排出量を

GPGに従い算

定こと 

データな

い部分の

改善と、

報告 
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102. 2010 年の年次提出は、LULUCF 分野の改善がいくつか見受けられる。まず LUCAS

が LULUCF 分野について報告するために使用された最初の提出である。 ERT は、条約の

下での LULUCF の報告の改善及び京都議定書の下での新規植林、再植林及び森林減尐の報

告の改善で LUCAS の貢献を認めている。 LUCAS は、地理空間システム、データベース

ゲートウェイ及び LULUCF 分野の報告に必要な出力を透明性及び一貫性を持って提供す

るために設計された報告システムで構成されている。 

 

103. さらに、2010 年の提出で、ニュージーランドは初めて Tier 2 システム（炭素モニタ

リングシステム（CMS）を、鉱質土壌における蓄積量の変化を土地利用の推移に沿って報

告するために使用する。 ERT は、この改善について締約国（ニュージーランド）を推賞す

るが、これらの算定値における土壌炭素変化量の算定の、特に、不十分にしか示されてい

ない（すなわち、サンプリングされたもの）いくつかの土地利用遷移についての統計的妥

当性について疑問視している。 

 

104. 新システムの導入は、LULUCF 分野の時系列の再計算を促した。これと前回の提出

の主な違いは十分に文書化され NIR で説明された。再計算の結果、1990 年の純吸収量の増

加（12,927.8Gg CO2換算）と 2007 年の純吸収量の減尐（7,037.66Gg CO2換算）となった。

主な変更点は、森林と草地の吸収量に見受けられた（森林は、1990 年の純吸収の 76.2%の

増加及び 2007 年の純吸収量の 25.0%の減尐）（草地は、1990 年と 2007 年におけるそれぞ

れ 101.7%と 1,180.3%の純排出量の増加）。 

 

105. バイオマスと土壌炭素ストック変化量を算定するために LUCAS システムは、モデル

－森林炭素予測（FCP）及び CMS－を使用している。方法論は明確に参照されているもの

の、これらのモデルの機能、パラメータ化及び QA/ QC は、NIR に記載されていない。透

明性を向上させるために、ERT は、モデルについてのより詳細な情報を次の年次提出での

NIR に記載、または、添付の付録に記載することを奨励している。 

 

106. ERT は、Tier 1 の不確実性の分析は土壌の炭素ストック量の不確実性を評価するが、

土壌の炭素量の変化に関連する不確実性を評価していないことを指摘した。審査中にニュ

ージーランドはこれを認め、2011 年の年次提出で Tier 2 の不確実性分析を完了する意向を

示した。 ERT は、ニュージーランドが土壌蓄積量の変化の不確実性分析を含めることを奨

励している。 

 

107. CRF 表でのいくつかの記法キーの使用は再検討する必要がある場合がある。例えば、

CRF 表 5（III）のに農地攪乱からの N2O 排出量は、非常に小さいものとして記載されてお
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り（NIR p.172）、「NE」として報告されている。審査中に、ERT は、農地攪乱は当該国で

は発生しない可能性があることを学習した。 ERT は、ニュージーランドが農地攪乱の発生

を再評価し、もしその活動が発生していない場合、N2O 排出算定量を次の年次提出では「NO」

と報告することを奨励した。 

 

108. 土地の表示には、ニュージーランドは 1990 年と 2008 年の衛星画像の wall-to-wall

分析に基づいて、1990 年と 2007 年の間の土地利用変化を地図上へ落とすためにアプロー

チ 2 と 3 のミックスを適用した。これは 1996 年と 2001 年の土地被覆データベース、年次

国家外来森林（生産林）報告書（NEFD）及び 2008 年の森林減尐調査等によって補足され

た。この 1990 年から 2007 年までの面積の歴史的なデータは内挿値によって導出されてい

る。土地利用変化の面積を含む 2008 年のデータは、統計、調査、LUCAS のマッピングか

ら導出されている。 

 

109. ニュージーランドは、土地利用カテゴリーが、「転用のない土地」サブカテゴリーと「土

地転用」サブカテゴリーに細分化するのに、28 年の移行期間を選択した。しかし、1989 年

以降に転用された土地だけは、土地転用のサブカテゴリーへ配分された。これは LULUCF

に関する IPCC GPG（ここでは、締約国は 28 年の移行期間の場合には 1963 年以来の転用

を報告することを要求されている）と整合がとれていなかった。これは、転用のない土地

カテゴリーの排出/吸収量を過大評価し、土地転用カテゴリーの排出/吸収量を過小評価して

いる可能性がある。 

 

110. さらに、ニュージーランドは、異なる農地のタイプ間と、異なる草地タイプ間の転用

のための移行期間として 28 年を使用した。しかし、1990 年以前に発生した転用は勘定さ

れておらず、関連して時間差が生じた吸収/排出量は推計されていない。審査中に、1963 年

に遡った土地利用を定義するために「バックキャスティング」研究が進行中であることを

ERT に通知した。 ERT は、これらの研究事業を推賞し、ニュージーランドが 1990 年以前

の土地被覆転用の時間差のある除去/排出量を算定するための土地利用の細分化のために

LULUCF に関する IPCC GPG に従うことを奨励している。 

 

111. ニュージーランドでは土地利用変化に伴う土壌の炭素ストック量を測定し、モデル化

するためにプロットサンプリング手法を使用した。 ERT はこの改善を推賞するが、特にい

くつかの不十分にしか表示されていない土地利用の遷移について、この手法の統計的妥当

性を疑問視している。現在採用されている手法が、確信を持って異なる土地利用の土壌炭

素ストック変化量における有意な変化（異なる土地利用に用いられる平均参照土壌値の統

計的有意性）を検出できるかどうかは不明である。ERT は、ニュージーランドが鉱質土壌

の炭素量変化を報告するために使用される方法論的アプローチを、それらの土地利用の土
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地利用変化に沿って、平均参照値の有意な差がない状態で、再検討することを奨励してい

る。土壌－気候及び土地利用クラスの不確実性のレベルを減らすためにニュージーランド

は土地利用クラス（特にその他の土地、湿地、農地及び 1989 年以降の森林）における増加

したサンプリングを含むことを奨励されており、これらは現在全国サンプルの下で表示さ

れている。 

 

112. また、有機質土壌は「NE」として報告され、一方で、鉱質土壌の算定値として含まれ

ている。これは、有機質土壌の排出量の過小評価につながる可能性がある。ニュージーラ

ンドの有機質土壌面積は尐ないが（国土の 0.9%未満）、それは農地の主な排出源である。審

査中に、ERT が提起した質問に応答して、ニュージーランドは、有機質土壌に Tier 1 手法

を適用するために AD を導出するための方法論的問題を概説した。 

 

113. LULUCF と農業分野の報告に適用される有機質土壌の定義は、有機質土壌を定義する

ための基準という観点では異なっていることを ERT は審査中に通知された。農業部門から

栽培有機質土壌の AD が入手可能であり、報告されている（10,109 ヘクタール）ことと、

関連するN2Oの排出量も同様に報告されたことを鑑み、ERTは、ニュージーランドが、IPCC 

Tier1 方法を、次の年次提出における LULUCF 分野の中の有機質土壌の排出量を報告する

ために適用することを奨励している。 ERT はまた、ニュージーランドが、LULUCF と農

業の分野間の有機質土壌の定義を統一することを奨励している 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

114. ニュージーランドは、排出量/吸収量が安定した状態であると想定し、Tier 1 手法を使

用して「天然林」を報告している。審査時に ERT は、天然林の区域は伐採と植林林業への

移行の対象であることを通知された。しかしながら、これらの伐採による損失量は報告さ

れていないため、このカテゴリーでは排出量が過小評価されている。 ERT は、ニュージー

ランドが、天然林から人工林への土地被覆の遷移に関連している排出を算定し、それらを

次の年次提出で報告することを奨励している。 

 

森林に転用された土地―CO2 

115. FCP モデルは、主にラジアタパインに由来する地位指数成長曲線を使用して、すべて

の植林用樹種のバイオマスの増加と炭素の配分を算定する。ラジアタパインは、最も一般

的な種であるが、これらの人工林の 8％にはダグラスファーとユーカリの種が含まれている。

審査期間中に ERT に提供された追加情報は、ユーカリの調査プロットの総炭素ストック量

は、現在のバイオマス増加モデルを使用して過小評価されたことを示唆している。NIR で

は、ニュージーランドは、カテゴリー固有の計画的な改善には、ダグラスファーとユーカ
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リの成長及びバイオマス配分モデルの開発が含まれることを示している。 ERT は、ニュー

ジーランドのマイナー樹種モデルの将来の改善を歓迎し、不確実性を削減しインベントリ

の透明性を高めるために、樹種群によって収穫表開発を調査することを奨励している。 

 

草地に転用された土地―CO2 

116. 2008 年に、ニュージーランドにおける草地に転用された土地は、2,849.61Gg CO2換

算の純排出源となった。Tier 1 と Tier 2 手法の両方が、このカテゴリーの下での異なるサ

ブカテゴリーからの CO2 排出量及び吸収量を算定するために使用された。 1990 年以前に

発生した草地に転用された土地はこのカテゴリーで報告されておらず、転用のない草地の

下で報告されており、これは草地に転用された土地の排出量/吸収量の過小評価につながっ

ている。 ERT は、次の年次提出で、ニュージーランドは、IPCC GPG に従うこと、その

サブカテゴリーの分解のさらなる改善を行うこと、そして、より高い Tier を使用して、こ

のカテゴリーからの排出量を算定するための調査を行うことを奨励している。 

 

３．非キーカテゴリー  

転用のない農地―CO2 

117. ニュージーランドは、一年生作物から多年生作物への転換による CO2吸収量を算定す

るために IPCC Tier 1 方法を用いた。ニュージーランドは、多年生農地（63 トン C）の適

切な IPCC のデフォルト炭素ストック量を選択したが、28 年の期間が定常状態を達成する

ために選ばれた。これは IPCC のデフォルト値（30 年間）より短く、CO2バイオマス吸収

量の過大評価につながる可能性がある。審査中に、ERT は、ニュージーランドが次の提出

に炭素ストック量の国独自の値を使用しようとしていることを通知された。ERT はこの改

善を歓迎し、ニュージーランドが次の年次提出でその結果を報告することを奨励している。 

 

118. 1990 年以前に発生した転用からの時間差のある CO2吸収量/排出量及び、栽培有機質

土壌における CO2排出量は算定されず、「NE」として報告された。ERT は、ニュージーラ

ンドが、これらの算定されなかった CO2吸収量/排出量を算定し、次の年次提出にそれらを

報告することを奨励している。 

 

バイオマスの燃焼―CH4と N2O 

119. 森林へ転用された土地を除き、土地利用転用に伴うバイオマスの燃焼による CH4 と

N2O の排出量は、「NE」として報告された。 ERT は、ニュージーランドが、次の年次提

出で、土地利用転用によるバイオマスの燃焼での AD の将来の排出源を調査し、関連する

CH4と N 2O の排出量を、LULUCF に関する IPCC GPG に従い算定ことを奨励している。 

 

４．さらなる改善が必要な領域 
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締約国により特定されたこと 

120. ニュージーランドの計画された改良点以下の通り： 

(a) 1990 年と 2008 年の両方の土地利用のマッピングのさらなる改善； 

(b) 高分解能衛星データを用いた 2012 年土地利用図の作成； 

(c) 地形に基づいたサンプリング、モデルの検証及び分解の性能を高めることによる土壌炭

素算定値の向上； 

(d) 人工林の収穫残渣の火入れからの排出量の定量化； 

(e) 天然林と 1990 年以前の人工林の算定値の改善； 

(f) 木質バイオマスを用いた、多年生農地と草地の国独自の値の使用 

 

専門家審査チームによって特定されたこと 

121. ERT によって特定されたさらなる改善の分野は以下のとおり； 

(a) LULUCF に関する IPCC GPG に基づいた、土地利用の転用のない土地のサブカテゴリ

ーと土地転用サブカテゴリーへの分解の改善； 

(b) 1990 年以前に発生した一年生作物の農地/草原や多年生作物の農地/草原の間の転用に起

因する時間差のある排出量を含むことによる、農地と草地における転用のない土地のサ

ブカテゴリーの算定値の改善。 

(c) 国独自の土壌炭素ストック変化量の改善。 
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（７） スウェーデン 

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 

81. 

 前回の審査報告書では、ERT は、スウェーデンが

その報告の透明性と一貫性を向上させるために、

報告期間の各年の土地利用推移マトリックスを提

供することを奨励した。 

 審査中のERTの質問に対して、スウェーデンでは、

次の年次提出において、数年の時系列についての

土地利用の遷移マトリックスを提供する計画を説

明した。 

 これらの説明は、京都議定書第 3 条、第３項及び

第４項の下での報告要件を満たすことに関連して

も重要である。 

報告の透明性

と一貫性を向

上させるため

に、GPG に基

づき、土地利

用と土地利用

変化の面積を

算定するため

にプロットの

サンプリング

データがどの

ように使用さ

れたかを明確

にするための

追加情報を提

供すること 

報告の改

善 

82. 

 ERT は、スウェーデンの報告された総面積は 2005

年以降から変動していることを指摘した。 

 審査で ERT の質問に応じスウェーデンは、これら

の変動は、5 年ごとに行われる森林インベントリ

の更新によるものであると説明した。 

 さらに、スウェーデンは森林インベントリのサイ

クルが完了する前に、国の総面積を修正すること

は困難であること ERT を通知した。  

 5 年間のインベントリサイクルでプロットサンプ

リング手法を使用することが奨励される。  

 ERT は、この包括的なサンプリングアプローチを

継続するスウェーデンの高い努力を歓迎している

が、ERT は NIR において締約国（スウェーデン）

が提供した説明が完全に透明ではないと指摘し

た。 

ERT は、算定

された土地の

面積に矛盾が

発生した理由

を明確にする

ために NIR で

さらなる情報

を提供するよ

う締約国に奨

励し、スウェ

ーデンは次の

年次提出で、

その総面積の

年間変動を調

整するために

その他の土地

報告の改

善 
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カテゴリーの

使用を検討す

ることを奨励

している。 

86. 

 スウェーデンは、LULUCF に関する IPCC GPG

に基づいて Tier1 の QC 手順を実行した。  

 QA 手順はスウェーデン農業大学の専門家による

内部審査を実施した。 

 附属書 3 の表 10 は、NIR のセクション 7.3.1.2 で

言及されたが、付属書３には見当たらなかったと

いう事例があったように、 ERT は、NIR で提供

される図や表に関連する参考資料に、多尐の誤り

があったことを指摘した。 

 NIR 内のレ

ポートの一

貫性を向上

させること 

 その QC 手

順を向上さ

せること 

 次提出で誤

りを修正す

ること 

報告の改

善 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

87. 

 2008 年には転用のない森林から純吸収は、国の総

CO2排出量の 40%以上（LULUCF を除く）に等し

くなった。 

 しかし、このカテゴリーからの CO2排出量の年次

変動は相対的に高い。 

 審査中に、スウェーデンは、この年次変動は伐採

された森林といくつかの自然撹乱の変動量に起因

する一方で、吸収量の減尐傾向は、主に木材製品

の需要増を反映していると説明した。 

報告の透明性

を向上させ、

スウェーデン

の次提出のイ

ンベントリ審

査を容易にす

るために、ス

ウェーデン

は、排出量の

傾向を決める

要因と、それ

らが年間炭素

ストック変化

量に与える影

響について、

NIR でさらに

情報を提供す

ること 

報告の改

善 

森林に転用された土地―CO2 

88.  ERT は、森林と京都議定書第 3 条、第 3 項の下で 関連する面積 方法論の
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報告された森林に転用された土地面積と植林/再植

林活動の対象面積の間に矛盾があることに留意し

た。 

 スウェーデンは森林へ転用された土地カテゴリー

は、1983 年以降からの転用された土地が含まれて

いることを示した。この土地の一部は、2003 年に

転用のない森林に移された。 

 この土地利用転用のカテゴリーは、過去 20 年間に

転用した土地のみを含める必要がある。 

を識別するた

めに使用され

る手法を修正

し、その報告

の一貫性を確

保し、その報

告の透明性と

正確性を向上

させること 

改善 

報告の改

善 

転用のない農地―CO2 

89. 

 LULUCF 分野の下で転用のない農地として報告

された有機質土壌の面積と、農業分野の下で耕作

用有機質土壌として報告された面積の間に小さな

矛盾は、スウェーデンの 2010 年の年次提出に、依

然として存在していた。 

 スウェーデンは、同様の面積算定値（LULUCF 分

野の下で報告された面積の相対的な数字）を用い

てこれら二つの分野の報告を比較可能にすること

を試みたことを示した 

 しかし、完全にこれらのカテゴリーに関する報告

を揃えるためにさらなる調査が必要とされてい

た。  

次の年次提出

で土地表示に

関する情報の

報告の透明性

を向上させる

こと 

 

非キーカテゴリー  

転用のない森林―N2O 

 

 90. スウェーデンでは、転用のない森林カテゴリー

での N 施肥からの N2O 排出量の算定値を報告し

た。 

 この分野からの排出量の総排出量への寄与は有意

ではなかったが、スウェーデンの森林へ適用され

る肥料は毎年変動するため、これらの排出量をモ

ニタリングするのは良い行いである。 

 

継続的にこの

カテゴリーか

らの排出量を

算定し、次の

提出で時系列

の完全性と一

貫性を確保す

るために、排

出トレンドに

おけるそのよ

うな変動を正

当化する背景

報告の改

善 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

77. 2008 年には、LULUCF 分野からの純吸収量は 14,675.82GgCO2換算に達した。 1990

年以来、純吸収は 52.7%減尐している。純吸収量減尐の主要因は、増加する伐採および 2005、

2006 年に発生した暴風雤の影響である。分野内で、森林は、2008 年に 20,869.27Gg CO2

換算の純吸収量となり主要なカテゴリーである。一方、3,039.82 CO2 換算の純排出量は開

発地から、2,957.66 CO2 換算は農地から、134.17Gg CO2 換算は草地から、そして

61.80GgCO2換算は湿地からであった。 

 

78. 締約国（スウェーデン）の前回の年次提出と比較すると、排出量算定値またはすべての

情報を NIR で

提供するよう

スウェーデン

に奨励 

開発地に転用された土地―CO2 

91. 

 前回の審査報告書では、このカテゴリーの生体バ

イオマスプールの吸収量が森林減尐地域内の残り

の樹木の毎年の増加に起因したことをスウェーデ

ンが ERT に通知したことが記されている。 

 しかし、ERT は、相当する京都議定書第 3 条第 3

項下の森林減尐活動の下では、炭素ストック変化

量は純排出量として報告されたこと、そして、算

定吸収量と排出量の違いは土地面積の蓄積の様々

な期間を考慮したとしてもかなり大きかったこと

を指摘した。 

 スウェーデンは、森林転用カテゴリーにおいて、

その土地面積は 1983 年以降森林から転用された

土地を表し、一方、森林減尐活動の対象となった

土地は 1990 年以降森林から転用された土地であ

ることを説明した。  

 ERT は、いつデータ収集を開始したかに関係なく、

IPCC のデフォルト土地移行期間の定義によると、

土地転用カテゴリーに含まれている土地は過去 20

年間その他の土地利用から転用された土地である

ことをスウェーデンに指摘した。 

土地分類を再

確認し、次の

提出で報告の

完全性、正確

性と透明性を

向上させるた

めに、条約の

下と京都議定

書の下とでの

報告のかなり

の違いを説明

するための情

報を提供する

こと。 

報告の改

善 
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義務づけられた報告カテゴリーの表記キーの使用についての締約国（スウェーデン）の報

告により、この分野の報告の完全性は大幅に改善されている。DOM と土地利用転用カテゴ

リーの土壌有機物における炭素ストック量の算定値が初めて提供された。前回の審査報告

書での奨励に従い、スウェーデンでは、湿地及びその他の土地における炭素ストック変化

量を「NO」の代わりに「NE」として報告した。 なぜならをこれらのカテゴリーの下での

土地は非管理地と考えられたためである。ERT は、これらの改善について締約国（スウェ

ーデン）を推賞する。土壌や湿地の排水からの非 CO2 排出量の報告はオプションであり、

それら算定値は、2010 年の年次提出にスウェーデンによって提供されていない。 

 

79. 2009 年の年次提出まで、スウェーデンでは各カテゴリーの生体バイオマスの炭素スト

ック変化量の算定値を、CRF の表の「増加」と「損失」の両方の列を使用して提供してき

た。スウェーデンは、生体バイオマスの炭素ストック変化量を算定するために LULUCF に

関する IPCC GPG の第 3 章で提供される蓄積変化法を使用する。2010 年の年次提出では、

スウェーデンでは、CRF 表の「増加」列内のすべての純炭素ストック変化量を報告してい

る。この小さな変化は、2010 年の年次提出における締約国（スウェーデン）の報告の透明

性を改善させた。 

 

80. スウェーデンでは、スウェーデン国立森林インベントリ（Swedish National Forest 

Inventory）が提供する永続的なプロットのサンプリングデータに基づいて、各土地利用カ

テゴリーと土地利用の変化のカテゴリーの下の面積を算定した。サンプリングプロットの

数は約 30,000 で、これは国全体をカバーし、この数字は 5 年ごとに更新される。 NIR で、

スウェーデンは、IPCC のカテゴリーを考慮してどのように土地の用途が定義され階層化さ

れたかについての詳細な情報を提供しているが、どのように各土地利用カテゴリー別の年

間報告面積が、特に森林インベントリ間の年について、算定されたかが明確にされていな

かった。このことは、ERT が、1990 年－2008 年の報告期間全体を通して、土地面積と土

地利用の変化が一貫性をもって報告されたかどうかを確認することを困難にしている。 

 

81. 前回の審査報告書では、ERT は、スウェーデンがその報告の透明性と一貫性を向上さ

せるために、報告期間の各年の土地利用推移マトリックスを提供することを奨励した。審

査中の ERT の質問に対して、スウェーデンでは、次の年次提出において、数年の時系列に

ついての土地利用の遷移マトリックスを提供する計画を説明した。 ERT は、その報告の透

明性と一貫性を向上させるために、スウェーデンの継続的な努力を歓迎し、LULUCF に関

する IPCC GPG に基づき、土地利用と土地利用変化の面積を算定するためにプロットのサ

ンプリングデータがどのように使用されたかを明確にするための追加情報を提供すること

を締約国（スウェーデン）に奨励した。これらの説明は、京都議定書第 3 条、第３項及び

第４項の下での報告要件を満たすことに関連しても重要である。 
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82. ERT は、スウェーデンの報告された総面積は 2005 年以降から変動していることを指摘

した。審査で ERT の質問に応じスウェーデンは、これらの変動は、5 年ごとに行われる森

林インベントリの更新によるものであると説明した。さらに、スウェーデンは森林インベ

ントリのサイクルが完了する前に、国の総面積を修正することは困難であること ERT を通

知した。 5 年間のインベントリサイクルでプロットサンプリング手法を使用することが奨

励される。 ERT は、この包括的なサンプリングアプローチを継続するスウェーデンの高い

努力を歓迎しているが、ERT は NIR において締約国（スウェーデン）が提供した説明が完

全に透明ではないと指摘した。 ERT は、算定された土地の面積に矛盾が発生した理由を明

確にするために NIR でさらなる情報を提供するよう締約国に奨励し、スウェーデンは次の

年次提出で、その総面積の年間変動を調整するためにその他の土地カテゴリーの使用を検

討することを奨励している。 

 

83. 生体バイオマス、土地利用区域と土地利用転用の対象地域における炭素ストック変化量

は、新たに得られたサンプリングデータに基づいて、2005 年から 2007 年の期間のために

再計算された。転用のない土地のカテゴリーでの DOM と土壌有機炭素プールの算定値も、

更新されたサンプリングデータに基づいて、1990 年から 2008 年の全体の時系列のために

再計算された。土地利用転用の各カテゴリーにおける DOM と土壌有機炭素プールからの

排出量は、初めて 1990 年から 2008 年までの全体の時系列について報告された。これは開

発地カテゴリーに転用された土地で 1990年に 1,147.41Gg CO2、2007年に 2,482.04Gg CO2

相当の算定 CO2純排出量の増加をもたらした。 

 

84. 生体バイオマスの算定炭素ストック変化量は、時系列全体で一貫している。DOM と土

壌有機炭素の炭素ストック変化量は、1993 年以降算定された。土壌有機炭素を算定するた

めに使用されるサンプリングの方法論は、2003 年に改訂された。しかしながら、時系列の

一貫性は、2 つの異なるプロセスモデルからの結果を比較することによって確保された。 

 

85. 不確実性の評価は、国の方法論に基づいて、すべての算定カテゴリーとプールについて

行われた。 2008 年の LULUCF 分野の合計の純吸収量の不確実性のレベルは 39％と算定

されている。パーマネントサンプリングプロットではより多く繰り返して測定が行われた

ため、DOM のプールからの純 CO2 吸収量の報告精度は、締約国（スウェーデン）の前回

の年次提出に比べ改善された。 

 

86. スウェーデンは、LULUCF に関する IPCC GPG に基づいて Tier1 の QC 手順を実行し

た。 QA 手順はスウェーデン農業大学の専門家による内部審査を実施した。附属書 3 の表

10 は、NIR のセクション 7.3.1.2 で言及されたが、付属書３には見当たらなかったという
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事例があったように、ERT は、NIR には、特に NIR で提供される図や表に関連する参考

資料に、多尐の誤りがあったことを指摘した。 ERT は、スウェーデンが NIR 内のレポー

トの一貫性を向上させること、その QC 手順を向上させること、そして次の年次提出でそ

うした誤りを修正することを奨励した。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

87. 森林は、LULUCF 分野における優勢なカテゴリーであり、2008 年にはこのカテゴリー

から純吸収は、国の総 CO2 排出量の 40%以上（LULUCF を除く）に等しくなった。しか

し、このカテゴリーからの CO2 排出量の年次変動は相対的に高く、このカテゴリーからの

純吸収は 1990 年から 2008 年にかけて 49％減尐した。審査中に、スウェーデンは、この年

次変動は伐採された森林といくつかの自然撹乱の変動量に起因する一方で、吸収量の減尐

傾向は、主に木材製品の需要増を反映していると説明した。 ERT は、これらの説明に同意

した。ただし、このカテゴリーの重要性を考慮し、ERT は、報告の透明性を向上させ、締

約国（スウェーデン）の次の年次提出のインベントリ審査を容易にするために、スウェー

デンは、排出量の傾向を決める要因と、それらが年間炭素ストック変化量に与える影響に

ついて、NIR でさらなる情報を提供することを奨励した。 

 

森林に転用された土地―CO2 

88. ERT は、森林と京都議定書第 3 条、第 3 項の下で報告された森林に転用された土地面

積と植林/再植林活動の対象面積の間に矛盾があることに留意した。審査での ERT の質問に

応え、スウェーデンは森林へ転用された土地カテゴリーは、1983 年以降からの転用された

土地が含まれていることを示した。この土地の一部は、2003 年に転用のない森林に移され

た。この土地利用転用のカテゴリーは、過去 20 年間に転用した土地のみを含める必要があ

るため、ERT は、スウェーデンは、関連する面積を識別するために使用される手法を修正

し、条約の下と京都議定書の下でのその報告の一貫性を確保し、よってその報告の透明性

と正確性を向上させることを奨励した。 

 

転用のない農地―CO2 

89. 前回の審査報告書では、ERT は LULUCF 分野の下で転用のない農地として報告され

た有機質土壌の面積と、農業分野の下で耕作用有機質土壌として報告された面積の間に小

さな矛盾に留意した。この矛盾は依然として締約国（スウェーデン）の 2010 年の年次提出

に存在していた。審査で ERT が提起した質問に応え、スウェーデンは、同様の面積算定値

（LULUCF 分野の下で報告された面積の相対的な数字）を用いてこれら二つの分野の報告

を比較可能にすることを試みたことを示した；しかし、完全にこれらのカテゴリーに関す

る報告を揃えるためにさらなる調査が必要とされていた。 ERT は、部門間での報告の一貫
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性を向上させるためのスウェーデンの継続的な努力を歓迎し、次の年次提出で土地表示に

関する情報の報告の透明性を向上させることを締約国に奨励している。 

 

３．非キーカテゴリー  

転用のない森林―N2O 

90. スウェーデンでは、転用のない森林カテゴリーでの N 施肥からの N2O 排出量の算定値

を報告した。この分野からの排出量の総排出量への寄与は有意ではなかったが、スウェー

デンの森林へ適用される肥料は毎年変動するため、これらの排出量をモニタリングするの

は良い行いである。このカテゴリーからの排出量は 1990 年から 2002 年まで約 80%減尐し、

2003 年以降から約 70％程度増加した。 ERT は、継続的にこのカテゴリーからの排出量を

算定し、次の年次提出で時系列の完全性と一貫性を確保するために、排出トレンドにおけ

るそのような変動を正当化する背景情報を NIR にて提供するようスウェーデンに奨励して

いる。 

 

開発地に転用された土地―CO2 

91. スウェーデンでは、開発地に転用された森林カテゴリーのもとで、生体バイオマスプー

ルを純吸収源として報告している、条約附属書 I に含まれている数尐ない国の一つである。

前回の審査報告書では、このカテゴリーの生体バイオマスプールの吸収量が森林減尐地域

内の残りの樹木の毎年の増加に起因したことをスウェーデンがERT に通知したことが記さ

れている。しかし、ERT は、相当する京都議定書第 3 条第 3 項下の森林減尐活動の下では、

炭素ストック変化量は純排出量として報告されたこと、そして、算定吸収量と排出量の違

いは土地面積の蓄積の様々な期間を考慮したとしてもかなり大きかったことを指摘した。

審査の中に ERT が提起した質問に応答して、スウェーデンは、森林転用カテゴリーにおい

て、その土地面積は 1983 年以降森林から転用された土地を表し、一方、森林減尐活動の対

象となった土地は 1990 年以降森林から転用された土地であることを説明した。 ERT は、

いつデータ収集を開始したかに関係なく、IPCC のデフォルト土地移行期間の定義によると、

土地転用カテゴリーに含まれている土地は過去 20年間その他の土地利用から転用された土

地であることをスウェーデンに指摘した。ERT は、スウェーデンでは土地分類を再確認し、

次の年次提出で報告の完全性、正確性と透明性を向上させるために、条約の下と京都議定

書の下とでの報告のかなりの違いを説明するためのより多くの情報を提供することを奨励

している。 
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（８） オーストラリア 

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 

105. 

 レビューの間、ERT は、オーストラリアが森林か

ら転用された草地と森林から転用された開発地の

分割について検討していることを知らされた。 

次回の年次提出

にはこの分割を

実施すること 

報告の改

善 

106. 

 Tier 2 と Tier 3 手法の組み合わせは、転用のなか

った土地に使われた。 

 以前の ERT からの推奨事項を受けて、オーストラ

リアは Tier 3 アプローチに関する文書を向上さ

せ、初めて転用カテゴリーのTier 3モデルとTier 2

アプローチから出た結果の比較を提供した。この

比較は、二つのアプローチの成果の妥当な合意を

示した。 

 しかしながら、Tier 2 アプローチの適用を説明す

る NIR の文書は、不完全であり、ERT は、Tier 2

手法の完全な評価と Tier 3 アプローチとの比較が

できないでいる。 

次回の年次提出

で使われるTier 

2 アプローチに

ついて、透明性

のある方法で

（e.g.適用され

た手法・AD・パ

ラメータを説明

することで）説

明すること 

報告の改

善（説明

の追加） 

107. 

 転用のない農地と転用のない草地カテゴリーの土

地面積は、オーストラリアの地方第一次産業局の

土地利用マッピングプログラムから得られた。オ

ーストラリアは、1990 年から 2008 年それぞれの

土地利用マトリックスを入れることによって報告

の透明性を向上させた。 

 しかしながら、ERT は、NIR table 7.D.5 の土地面

積と CFR table に報告されたそれに一貫性がない

ことを留意した。 

 オーストラリアは、土地利用転換の移行期間とし

て 50 年を選択したが、これは、ある土地利用から

転用のない土地や土地利用転換のサブカテゴリー

への分割には完全には適用されなかったため、

GPG と不一致がある。る。 

次回の年次提出

で、報告の一貫

性を向上させる

ことを 

報告の改

善（一貫

性 の 向

上） 

108. 

 オーストラリアは、前回の提出から大幅な変化に

つながった AD を向上させるために追加情報を使

う。例えば、転用のない森林と、森林に転用され

再計算に関係す

るあらゆる大幅

な変化を示すこ

報告の改

善（情報

の追加、
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た土地及び森林から転用された土地の面積変化の

計画的な削減があった。 

 しかしながら、これは NIR のなかで完全には文書

化されていなかった。 

とにより再計算

の透明性を高め

ること 

透明性の

向上） 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

110. 

 ERT は、オーストラリアの現在の報告は、森林におけるあらゆる変

化が土地利用変化と一致すべきとする LULUCF の IPCC GPG と一

致していないことを留意した。 

 さらには、ERT は、LULUCF の IPCC GPG に準じて、（ⅰ）植生が

森林カテゴリーで使われている閾値を下回り、人為的介入なしにこれ

が森林カテゴリーに使われている閾値を上回ることが予想されてい

る放牧地と牧草地を含む草地、（ⅱ）現在森林カテゴリーで使われて

いる閾値は下回っているものの、これが上回ると予想されている植生

を含む森林、に留意した。 

 ERT は、管理されているいかなる土地について、オーストラリアが

恒久的であると考えられる気候変化による森林被覆の増加量または

損失量があるかどうかを慎重に評価し、CRF の表と NIR に一貫して

次の基準を適用することを推奨した： 

(a) 気候変化により、樹冠被覆が恒久的に森林の閾値を上回る管理され

た放牧地と牧草地は、もはや草地と見なされない：これらの土地

は、サブカテゴリー「森林に転用された土地」の中で、別の下位

区分として報告されるべきである； 

(b) 気候変化により、樹冠被覆が恒久的に閾値を下回る管理された森林

は、もはや森林と見なされない：これらの土地は、サブカテゴリー

「新しい土地利用に転用された森林」の中で、別の下位区分として

報告されるべきである。 

 

111. 

 ERT は、CRF の表での適切な分割が、将来の ERT

が条約と議定書の下で報告を比較する際に、透明

性という目的で重要であることを留意する。 

CRF の表の中

で森林の転用原

因と森林からの

転用の原因を分

割することを推

奨する。 

方法論の

改善 

112. 

 ERT は、オーストラリアが Tier 1 アプローチに従

い、転用のない森林での土壌炭素ストックに変化

が無いと推測することを留意した。 

次回の年次提出

で、より高水準

の Tier に移行

方法論の

改善 
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 転用のない森林は主たるカテゴリーである。 すること 

森林に転用された土地―CO2 

113. 

 サブカテゴリー「森林に転用された土地」の中に、

オーストラリアは、1990 年以降に成立した植林地

を報告している。 

 しかし、ERT は、NIR table 7.D5 と CRF の表の

森林に転用された土地のデータの不一致を留意す

る。 

オーストラリア

が次回の年次提

出の中で NIR

と CRF の表の

完全な一致を確

実にすること 

報告の改

善（不一

致の是

正） 

転用のない農地―CO2 

114. 

 転用のない農地からの CO2排出と吸収は、土地管

理施行と年間気候変化に関連する生体バイオマ

ス・枯死有機物・無機土壌の排出と吸収の算定を

含む the Tier 3 FullCAM モデルを使って算定され

た。 

 しかしながら、オーストラリアは、この土地カテ

ゴリーの CO2排出と吸収を総計で報告した。 

CRF の表 5.B.1

の転用のない農

地の中で農作物

タイプ別に分割

し、農産物タイ

プの推移による

CO2排出と吸収

の算定に使われ

た手法を透明性

のある方法で

NIRに記述する

こと 

方法論の

改善 

転用のない草地―CO2 

115. 

 Tier 3 FullCAM モデルは、このカテゴリーの CO2

排出と吸収の算定に使われた。 

 しかしながら、オーストラリアは、このカテゴリ

ーからの CO2排出と吸収を総計で報告した。 

次回の年次提出

の中の CRF の

表 5.C 転用のな

い草地の中で、

草本と潅木の遷

移を含む草地タ

イプにより分割

すること 

方法論の

改善 

農地及び草地に転用された森林―CO2 

116. 

 1972 年以前に農地または草地であったすべての土

地は、転用のない農地と転用のない草地のカテゴ

リーの中でそれぞれ報告されている。 

 転用カテゴリーには、農地に転用された森林、ま

たはLULUCFの IPCC GPGと一貫性のある 1990

ERT は、この説

明を認め、オー

ストラリアがこ

の説明を 2011

年のインベント

報告の改

善（情報

の追加） 



(62) 

 

 

（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

103. 2008 年の LULUCF 分野からの純排出量は、68,518.15 Gg CO2換算または、オースト

ラリアの総 GHG 排出の 11.2％に達した。基準年以来、純排出量は、48.6％増加している。

LULUCF 分野における、排出源による総 GHG 排出と吸収源による吸収は、一年の中でも

高い変動性を示し、時系列を通して純吸収と純排出の間で移行した。LULUCF 分野のこの

傾向の主な原因は、第一に一年の中での気候変動性と火災や洪水といった自然攪乱である。 

 

年までの 18 年間と 2008 年まで 36 年間という変

わりやすい土地転用期間に至る 1972 年以降の草

地のみが含まれる。 

 レビューの間、オーストラリアは 1972 年以前の土

地転用に関する正確な情報は入手できないと説明

した。 

リ提出に含める

ことを推奨し

た。 

117. 

 いくつかの年について、オーストラリアは、森林

から転用された農地の無機土壌における炭素スト

ックの増加を報告した。 

 ERT の質問を受けて、オーストラリアは、森林か

ら転用された農地は、そもそも大量の枯死有機物

を投入する農作物－牧草（ローテーション）シス

テムであることを説明した。 

このパターンを

立証するため

に、NIR の中で

追加的な証拠書

類を提供すると

いう、以前の推

奨事項を繰り返

して告げる。 

報告の改

善（情報

の追加） 

バイオマスの燃焼―CO2、CH4、N2O 

118. 

 CRF の表 5.V.の中で、オーストラリアは、（国独自

の排出要因を使って得られた）非 CO2ガスからの

年間排出算定を報告しており、CO2については黙

示的に他の CRF の表に含まれる。 

 ERT は、「その他の天然林」（排出とその後の起こ

る森林回復による吸収の両方を含む）における森

林火災からの CO2排出の時系列は、NIR の表 7.E3

に示されていることを留意する。 

 レビューの間、この表は確かにすべての転用のな

い森林からの排出を示していることがはっきりし

た。 

 

透明性のため

に、今後の NIR

にガス・土地利

用カテゴリー・

下位区分毎に分

割された、森林

火災からの排出

算定の時系列を

含め、その後に

起こる森林回復

による吸収を別

けること 

方法論の

改善 
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104. この分野において、188,407.48 Gg CO2換算の排出量が、草地から出ている。排出は、

森林からの 104,224.53 Gg CO2換算になる吸収と農地の 12,127.67 Gg CO2換算になる吸収

によって相殺された。残りの 3,537.13 Gg CO2換算については、収穫された木製品と農業

用石灰施用で相殺された。 

 

105. オーストラリアは、森林・農地・草地の排出と吸収を報告している。収穫された木材

と農業用石灰施用からの排出は、その他のカテゴリー（LULUCF）（５G）で報告された。

オーストラリアは、森林から湿地及び開発地に転用された土地を別々には報告しないが、

これらの算定を、森林から転用された草地のカテゴリーの中に含んでいる。レビューの間、

ERT は、オーストラリアが森林から転用された草地と森林から転用された開発地の分割に

ついて検討していることを知らされた。ERT は、オーストラリアが次回の年次提出にはこ

の分割を実施することを推奨する。オーストラリアは、農地と草地同士の転用を報告しな

い。 

 

106. すべての土地転用カテゴリーの排出と吸収は、最新式の Tier 3 アプローチを使って算

定された。このアプローチには、全炭素プール（FullCAM モデル）を含む生態系物質収支

モデルが、空間的に明確な土地表示と完全に一体化されている。Tier 2 と Tier 3 手法の組

み合わせは、転用のなかった土地に使われた。以前の ERT からの推奨事項を受けて、オー

ストラリアは Tier 3 アプローチに関する文書を向上させ、初めて転用カテゴリーの Tier 3

モデルと Tier 2 アプローチから出た結果の比較を提供した。この比較は、二つのアプロー

チの成果の妥当な合意を示した。しかしながら、Tier 2 アプローチの適用を説明する NIR

の文書は、不完全であり、ERT は、Tier 2 手法の完全な評価と Tier 3 アプローチとの比較

ができないでいる。レビューの間、オーストラリアは、ERT に AD（活動データ）・算定集

計表を含む適用された Tier 2 方法を論証した。ERT は、オーストラリアの努力を認め、オ

ーストラリアが次回の年次提出で使われる Tier 2 アプローチについて、透明性のある方法

で（e.g.適用された手法・AD・パラメータを説明することで）説明することを推奨した。 

 

107. 土地表示の主たる方法は、時系列を通した国家リモートセンシングプログラムである。

土地面積の勘定する上で抜けや重複を確実に無くすために、それぞれの土地ユニットで突

合せが行われた。オーストラリアの国家森林インベントリから得られた非空間データは、

森林カテゴリーの報告を裏付けるためにも使われた。転用のない農地と転用のない草地カ

テゴリーの土地面積は、オーストラリアの地方第一次産業局の土地利用マッピングプログ

ラムから得られた。オーストラリアは、1990 年から 2008 年それぞれの土地利用マトリッ

クスを入れることによって報告の透明性を向上させた。しかしながら、ERT は、NIR table 

7.D.5 の土地面積と CFR table に報告されたそれに一貫性がないことを留意した。オースト

ラリアは、土地利用転換の移行期間として 50 年を選択したが、これは、ある土地利用から
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転用のない土地や土地利用転換のサブカテゴリーへの分割には完全には適用されなかった

ため、LULUCF の IPCC GPG と不一致がある。ERT は、オーストラリアが次回の年次提

出で、報告の一貫性を向上させることを推奨する。 

 

108. オーストラリアは、前回の提出から大幅な変化につながった AD を向上させるために

追加情報を使う。例えば、転用のない森林と、森林に転用された土地及び森林から転用さ

れた土地の面積変化の計画的な削減があった。しかしながら、これは NIR のなかで完全に

は文書化されていなかった。ERT は、オーストラリアが次回の年次提出の中で、再計算に

関係するあらゆる大幅な変化を示すことにより再計算の透明性を高めることを推奨する。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

109. 転用のない森林サブカテゴリーは、「収穫された天然林」・「1990 年以前の植林地」・「そ

の他の天然林」・「薪炭材」（他の 3 つのサブカテゴリーから排出も含む）に細分される。ERT

は、転用のない森林面積が時間とともに増減しているが、そのうちのいくつかの変化は森

林に転用された土地や森林から転用された土地（i.e.農地または草地）のサブカテゴリー変

化に対応していないことを留意する。例えば、オーストラリアが 1990 年から 50 年の移行

期間（e.g.1990 年時点の新規森林は 2040 年にならないと転用のない森林のサブカテゴリー

に入らない）を設けて森林への土地転用を報告しているにも関わらず、報告された転用の

ない森林面積はいくつかの年では増加している。オーストラリアは、これは、樹冠閉鎖率

が森林を特定するために選択された閾値（20%）に近い地域における気候変化による森林被

覆の恒久的な増加量または損失量のせいであり、これらの（再区分の「その他の天然林」

で森林面積変化として報告されている）森林被覆変化が土地利用変化と一致するものでは

ないと説明した。 

 

110. ERT は、オーストラリアの現在の報告は、森林におけるあらゆる変化が土地利用変化

と一致すべきとするLULUCFの IPCC GPGと一致していないことを留意した。さらには、

ERT は、LULUCF の IPCC GPG に準じて、（ⅰ）植生が森林カテゴリーで使われている閾

値を下回り、人為的介入なしにこれが森林カテゴリーに使われている閾値を上回ることが

予想されている放牧地と牧草地を含む草地、（ⅱ）現在森林カテゴリーで使われている閾値

は下回っているものの、これが上回ると予想されている植生を含む森林、に留意した。ERT

は、管理されているいかなる土地について、オーストラリアが恒久的であると考えられる

気候変化による森林被覆の増加量または損失量があるかどうかを慎重に評価し、CRF の表

と NIR に一貫して次の基準を適用することを推奨した： 

(a) 気候変化により、樹冠被覆が恒久的に森林の閾値を上回る管理された放牧地と牧草地は、

もはや草地と見なされない：これらの土地は、サブカテゴリー「森林に転用された土
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地」の中で、別の下位区分（e.g.草地における天然林の拡大）として報告されるべきで

ある； 

(b) 気候変化により、樹冠被覆が恒久的に閾値を下回る（i.e.これについては上回ることが

予想されていない）管理された森林は、もはや森林と見なされない：これらの土地は、

サブカテゴリー「新しい土地利用に転用された森林」の中で、別の下位区分（e.g.草地）

として報告されるべきである。 

 

111. ERT は、CRF の表での適切な分割が、将来の ERT が条約と議定書の下で報告を比較

する際に、透明性という目的で重要であることを留意する。ERT は、オーストラリアが CRF

の表の中で（e.g.気候により引き起こされた森林または植林地の森林被覆の増加による）森

林の転用原因と（e.g.気候により引き起こされた森林被覆の損失または収穫やその他の原因

による）森林からの転用の原因を分割することを推奨する。 

 

112. ERT は、オーストラリアが LULUCF の IPCC GPG の Tier 1 アプローチに従い、転

用のない森林での土壌炭素ストックに変化が無いと推測することを留意した。なぜならば

転用のない森林は主たるカテゴリーで、ERT は、オーストラリアが次回の年次提出で、よ

り高水準の Tier に移行することを奨励する。 

 

森林に転用された土地―CO2 

113. サブカテゴリー「森林に転用された土地」の中に、オーストラリアは、1990 年以降に

成立した植林地を報告している。ERT は、このインベントリの中で実施された、国家森林

インベントリから最新の成長データに調整された動的で、空間的に明確な生長モデル（林

齢、気候・管理の影響を含む）の適用、改選された造林方法の表示、初めてモデル化され

た土壌炭素量を含めたことといった向上を留意する。ERT は、NIR table 7.D5 と CRF の

表の森林に転用された土地のデータの不一致を留意し、オーストラリアが次回の年次提出

の中で NIR と CRF の表の完全な一致を確実にすることを推奨した。 

 

転用のない農地―CO2 

114. 転用のない農地からの CO2排出と吸収は、土地管理施行と年間気候変化に関連する生

体バイオマス・枯死有機物・無機土壌の排出と吸収の算定を含む the Tier 3 FullCAM モデ

ルを使って算定された。しかしながら、オーストラリアは、この土地カテゴリーの CO2 排

出と吸収を総計で報告した。ERT は、オーストラリアが CRF の表 5.B.1 の転用のない農地

の中で農作物タイプ別に分割し、農産物タイプの推移による CO2 排出と吸収の算定に使わ

れた手法を透明性のある方法で NIR に記述することを推奨する。 
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転用のない草地―CO2 

115. 転用のない草地からの CO2 排出と吸収は、LULUCF 分野における総排出の傾向に著

しく影響を受ける。2008 年に、転用のない草地は、137,823.85 Gg CO2換算の純排出に達

し、国家 GHG 排出の 22.5％に寄与した。Tier 3 FullCAM モデルは、このカテゴリーの

CO2 排出と吸収の算定に使われた。しかしながら、オーストラリアは、このカテゴリーか

らの CO2排出と吸収を総計で報告した。ERT は、オーストラリアが次回の年次提出の中の

CRF の表 5.C 転用のない草地の中で、草本と潅木の遷移を含む草地タイプにより分割する

ことを推奨する。 

 

農地及び草地に転用された森林―CO2 

116. 1972 年以前に農地または草地であったすべての土地は、転用のない農地と転用のない

草地のカテゴリーの中でそれぞれ報告されている。転用カテゴリーには、農地に転用され

た森林、または LULUCF の IPCC GPG と一貫性のある 1990 年までの 18 年間と 2008 年

まで 36 年間という変わりやすい土地転用期間に至る 1972 年以降の草地のみが含まれる。

レビューの間、オーストラリアは 1972 年以前の土地転用に関する正確な情報は入手できな

いと説明した。ERT は、この説明を認め、オーストラリアがこの説明を 2011 年のインベ

ントリ提出に含めることを推奨した。 

 

117. いくつかの年について、オーストラリアは、森林から転用された農地の無機土壌にお

ける炭素ストックの増加を報告した。ERT の質問を受けて、オーストラリアは、森林から

転用された農地は、そもそも大量の枯死有機物を投入する農作物－牧草（ローテーション）

システムであることを説明した。ERT は、オーストラリアが次回の年次提出でこのパター

ンを立証するために、NIR の中で追加的な証拠書類を提供するという、以前の ERT による

推奨事項を繰り返して告げる。 

 

バイオマスの燃焼―CO2、CH4、N2O 

118. CRF の表 5.V.の中で、オーストラリアは、（国独自の排出要因を使って得られた）非

CO2ガスからの年間排出算定を報告しており、CO2については黙示的に他の CRF の表に含

まれる。ERT は、「その他の天然林」（排出とその後の起こる森林回復による吸収の両方を

含む）における森林火災からの CO2 排出の時系列は、NIR の表 7.E3 に示されていること

を留意する。レビューの間、この表は確かにすべての転用のない森林からの排出を示して

いることがはっきりした。透明性のために、ERT は、オーストラリアが今後の NIR にガス・

土地利用カテゴリー・下位区分（e.g.「収穫された天然林」、「1990 年以前の植林地」、「そ

の他の天然林」）毎に分割された、森林火災からの排出算定の時系列を含め、その後に起こ

る森林回復による吸収を別けることを奨励する。 
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３．さらなる改善が必要な領域 

締約国により特定されたもの 

119. LULUCF 分野のためのオーストラリアの計画された向上は、転用のない森林への Tier 

3 アプローチ使用の達成と、新しい農作物生長モデルと草本生長モデルの改良と使用、を含

む。 

 

専門家レビューチームによって特定されたもの 

120. オーストラリアは、LULUCF インベントリにおいて非常に複雑なモデルとアプロー

チの組み合わせを使用している。ERT は、LULUCF 分野における QA/QC 手順の証拠書類

の点で改善がなされたことは認める一方、さらなる努力（e.g.モデル計算結果と追加的検証

活動の高い透明性）が、今後の ERT がモデル計算結果を完全に評価するのに必要であると

考える。 
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（９） ロシア 

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 

完全性 

105． 

 LULUCF 分野のロシアのインベントリーの網羅

性は 2010 年版の報告書で改善された。 

 しかし、報告義務のあるいくつかのサブカテゴリ

はいまだ報告されていないの（例えば、草地に転

用された土地での生体バイオマスと有機土壌は

「NE」「NO」となっている）。 

未報告のサブ

カテゴリの改

善を続けるこ

と 

 

未報告の

データの

追加 

106． 

 ロシアは CRF の表 5.E.で、管理された森林の一部

分での炭素ストック変化（CSC）量を、森林から

開拓地へ転用された土地カテゴリにて報告してい

る。 

 しかし、CRF 分野報告の表 5.では、それに伴う排

出量は、森林からその他の土地へ転用された土地

カテゴリの情報記載項にて「NE」として報告され

ている。 

LULUCF の

CRT 表の一貫

性を改善する

こと 

報告の改

善（一貫

性） 

透明性 

107． 

 前回レビューの助言に応えて、2010 年の NIR では

7.2.1、7.3、7.4.1.1 で、吸収/排出量を計算する森

林データを調べる手順とデータソースを報告して

いる。 

 ERT は、ロシア連邦がバイオマスストック変化、

正確にはバイオマスストック・林齢・優勢樹種の

平均値を計算するために利用されるより分割され

た背景データと、材積密度やバイオマス拡大係数

を提供するためにさらに努力を重ねることを奨励

する。 

 さらに、地域ごとに細分化された計算の報告、お

よび、バイオマス炭素ストック、伐採、森林火災、

その他の撹乱の統計データがどのようにCSC量の

計算につながっているのかについての地域ごとの

詳細な情報を提供し、正確性を改善することを推

奨する。 

 未報告デ

ータの追

加と 

報告の改

善 
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 さらに、国家森林簿（森林基金）の質や量、方法

論の特徴だけでなく、完全で簡明な記述を NIR の

Annex に載せることを推奨する。 

再計算と時系列の一貫性 

109． 

 国内レビューで、ERT は 1971 年以降の活動デー

タの時系列の一貫性が報告されていないと結論づ

けた。 

 レビューでの、この ERT の質問に答える形で、ロ

シアは活動データの時系列と 1990 年以降の森林、

開拓地、その他の土地での吸収・排出量の修正版

を提出した。 

 修正版の時系列はより一貫性があるように思われ

る。しかしながら、潜在的問題リストに応える形

でロシアが提出した表 1 の面積は、修正版 CRF の

表 5.A と 5.E.の転用のない森林、森林に転用され

た土地、森林から他の土地に転用された土地と完

全には対応していない。 

1971年以降の

土地利用・土

地転用カテゴ

リの活動デー

タの時系列一

貫性を築くこ

と 

データの

一貫性 

検証と QA/QC アプローチ 

 

111． 

 前回のレビューに応える形で、ロシアは土地の定

義の記録について卓越した改善を行った。しかし、

土地の定義についていくつか一貫性の欠如が見ら

れた。 

 潜在的問題リストの助言に応える形で、国内レビ

ューの後にロシアは、CRF の表 5.F の「森林から

その他の土地への転用」の代わりに、CRF の表 5.E

で「森林から開拓地への転用」とする修正評価を

提出した。 

さらにロシア

が 修 正 を 続

け、土地利用

の定義につい

て一貫性を高

めるよう推奨

する 

方法論の

改善？ 

112． 

 ERT は、国内レビューで見つかったいくつかの問

題は、より包括的な QA/QC 手順があれば避けられ

たと考えている。 

LULUCF 分

野 の QA/QC

計画をさらに

強化すること 

QA/QC

システム

構築 

113． 

今後への提案として、ERT は、独立した情報源による AD や、地域

レベルでのストックチェンジ法を適用した炭素吸収/排出の検証デー

タを活用することを推奨する。 

 

方法論の

再検討 
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キーカテゴリ 

転用のない森林―CO2 

114． 

 前回のレビューの助言の結果、ロシアは炭素スト

ック変化量を計算する方法を変更した。しかし、

いくつかの非一貫性と不確実性が森林での炭素ス

トック変化量の計算において確認された。 

 潜在的問題リストの助言に応える形で、国内での

レビューの後でロシアは、炭素ストック変化量と

森林火災による CO2排出量の修正評価を提出し、

それによってこの問題に取り組んだ。 

炭素ストック

変化量の計算

において一貫

性と正確性を

さらに改善す

ること 

方法論の

改善 

115． 

 採用されている方法論では、「林分が更新される攪

乱」による排出は、その後数年間の平均活動デー

タを使用して計算される。 

 それは、森林タイプや地域によって異なっており、

炭素ストック変化係数はロシア全土を平均したも

のである。 

 炭素ストッ

ク変化係数

の地域ごと

の平均値が

使用された、

代わりの年

毎の活動デ

ータを使用

すること 

 特に皆伐が

行われる地

域では、炭素

ストック変

化係数は成

熟林と超成

熟林のヘク

タールあた

り炭素スト

ックの平均

から求めら

れるべき 

方法論の

改善 

転用のない農地―CO2 

116． 

 無機質土壌の見かけの排出係数は 1990 年には

0.53MgC/ha であるが、これは同じ年の似たような

状況にある加盟国のなかで高い水準にある。 

 レビューでの ERT の質問に応える形でロシアは、

1990年の比較

的高い含蓄排

出係数と、無

機質土壌での

データの

追加の推

奨 
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1990 年の比較的高い含蓄排出係数はソビエト時代

（1990 年頃）の営農方法のタイプによって説明で

きることを示した。 

排出量の強い

減尐傾向につ

いて、より詳

しい情報を提

供すること 

117． 

 ロシアは転用のない農地の有機土壌からの排出量

の計算に、Tier1 のデフォルト排出係数を使用して

いる。 

 前回のレビュー報告で既に指摘したとおり、同じ

ような状況にある国々が採用するものと類似する

Tier2 の排出係数を採用するなら、有機土壌はこの

カテゴリの重要な吸収源となるだろう。 

 

もし関係する

活動データが

利用可能にな

るなら、将来

の報告書でロ

シアが農地の

有機土壌につ

いて独自の排

出係数を開発

すること 

独自デー

タの追加

の推奨 

非キーカテゴリ 

バイオマス燃焼―CH4、N2O 

118． 

 森林火災による N2O と CH4の排出は、Tier1 の方

法論によって計算されている。 

 CH4と N2O については、ロシアが報告する含蓄排

出係数が、他のすべての AnnexⅠ国のそれの平均

値に比べて 50%から 80%も低いことを考慮して、

ERT は Tier1 の採用が転用のない森林からの排出

量の過小評価を引き起こしうることを指摘した。 

 潜在的問題リストの助言に応える形で、ロシアは

国内でのレビューの後、森林火災による CH4と

N2O の排出量の修正評価を提出した。 

高次元の Tier

の方法論を採

用し、森林火

災による CH4

と N2O の計算

を改善するこ

と 

方法論の

改善 

森林に転換された土地―CO2、CH4、N2O 

119． 

 ロシアは森林に転用された土地での炭素ストック

変化と CO2以外の排出量を計算するため収穫表に

基づいたモデルを採用した。 

 この収穫表は撹乱（火災、病害、干ばつ、伐採な

ど）が炭素ストックに与える影響を含んでいない。

したがって、このモデルは植林地が生長する現実

の状況を表していない。それゆえ、炭素ストック

の消失と CO2以外の排出量が過小評価されてい

撹乱による消

失を含むモデ

ルがより正確

に計算できる

よう、さらに

改善すること 

方法論の

改善 



(72) 

 

 

（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

102．2008 年の LULUCF 分野での純吸収量は、638,342.63GgCO2換算で、GHG ガスの総

排出量の 28.5% を相殺した。また、 2008 年の転用のない森林の純吸収量は

599,036.52GgCO2 換算、森林に転用された土地の純吸収量は 4,093.60GgCO2 換算だった。

そして、転用のない草地の純吸収量は 1,367.23GgCO2換算、草地に転用された土地では純

77,874.24GgCO2換算だった。一方、転用のない農地では、排出量 15,484.31GgCO2換算と

なり、開拓地に転用された土地では、28,447.28GgCO2換算の排出となった。さらに、湿地

では比較的尐量の排出量となり、97.36GgCO2換算だった。その他の土地からの排出や吸収

は報告されていない。 

 

103．1990 年にはこの分野の純排出量は 63,693.79GgCO2 換算だったが、その年以降、純

る。 

 潜在的問題リストの助言に応える形で、国内での

レビューの後にロシアは、森林に転用された土地

のすべての GHG ガスについて、修正評価を提出し

た。その計算には他の加盟国が使用している方法

論に基づいた係数が採用され、撹乱による炭素の

消失と CO2以外の排出量が含まれている。 

開発地に転用された森林―CO2、CH4、N2O 

120． 

 森林減尐の AD が地域レベルで集められているに

もかかわらず、それぞれのストックについては、

関連する炭素ストックの全国平均値が炭素ストッ

ク変化係数として採用されている。 

 その上、リターや土壌有機体の炭素ストックは、

開拓地への転用の結果、完全に酸化するとは考え

られていない。 

 最後に、土壌有機体の炭素ストックの消失が転用

された年のみ報告されている。 

 ERT は国内レビューで、ロシアがこの問題を解決

するために方法論を修正し、転用期間の年毎に細

分化した計算を報告するように助言した。この助

言に応える形で、ロシアは修正活動データと開拓

地に転用された森林に関する計算の修正を提出し

た。 

ロシアが森林

の転用による

排出量の計算

方法を改善し

続けること 

方法論の

改善 
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排出量は 1,102.2%減尐している。これは、特に 1991-1997、1998-2002、2007-2008 年の

期間に純排出量が大きく減尐し、2002 年と 2007 年はより安定的だった結果である。

1991-1993、1998-2001、2007-2008 年の期間の大きな減尐は、NIR での説明によると、農

地における排出量の減尐に影響されたものである。それぞれの期間の減尐率は 59.7%、

37.1%、84.8%だった。1990 年代前半には、農業の衰退と農地の草地への転用が起き、そ

の後、施肥量の減尐が起きたこと、そして 2008 年に農業生産量が増えたことが原因となっ

た。加えて、1993 年から 1998 年の大きな減尐は、1990 年代後半に木材伐採による排出量

が 55.0%減尐したことで主に説明される。 

 

104．ロシア国内でのレビューの間、ERT は以下の点を改善するよう助言した：活動デー

タの時系列ごとの一貫性、炭素ストック変化の計算方法の比較容易性、バイオマス燃焼に

よる排出量の報告の網羅性。この助言に応える形で、ロシアは修正活動データと、森林、

開拓地、その他の土地での排出/吸収量の再計算を提出した。この修正版で、2008 年の吸収

量の増加を 538,591GgCO2 換算から 638,343GgCO2 換算へと修正した（ 18,5%、

99,752GgCO2換算の増加）。 

 

完全性 

105．LULUCF 分野のロシアのインベントリーの網羅性は 2010 年版の報告書で改善され

た。森林の有機土壌での炭素ストック変化量、森林や泥炭地での排水による CO2と N2O の

排出量、草地に転用された土地の無機質土壌や転用のない湿地の土壌の炭素ストック変化

量、そして泥炭の採取、これらは 2010 年に初めて報告されたものである。森林に転用され

た土地でのバイオマス燃焼による CO2 以外のガス排出量と、開拓地に転用された土地での

全炭素プールは、ERT の助言に応える形でロシア国内でのレビューの後に初めて報告され

た。ERT はロシアが GHG インベントリーの網羅性を高めるために行った努力を評価して

いる。しかし、報告義務のあるいくつかのサブカテゴリはいまだ報告されていないので（例

えば、草地に転用された土地での生体バイオマスと有機土壌は「NE」「NO」となっている）、

ERT はロシアがそれらの改善を続けることを推奨する。 

 

106．ロシアは CRF の表 5.E.で、管理された森林の一部分での炭素ストック変化量を、森

林から開拓地へ転用された土地カテゴリにて報告している。しかし、CRF 分野報告の表 5.

では、それに伴う排出量は、森林からその他の土地へ転用された土地カテゴリの情報記載

項にて「NE」として報告されている。ERT はロシアが次回の報告書で、LULUCF の CRT

表の一貫性を改善することを助言する。 

 

透明性 

107．前回レビューの助言に応えて、2010 年の NIR では 7.2.1、7.3、7.4.1.1 で、吸収・排
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出量を計算する森林データを調べる手順とデータソースを報告している。ERT はこの改善

を評価している。しかし、ERT は、ロシア連邦がバイオマスストック変化、正確にはバイ

オマスストック・林齢・優勢樹種の平均値、を計算するために利用されるより分割された

背景データと、AGB・BGB・材積密度といった拡大係数に分割されるバイオマス拡大係数

を提供するためにさらに努力を重ねることを奨励する。ERT はさらに、地域ごとに細分化

された計算の報告、および、バイオマス炭素ストック、伐採、森林火災、その他の撹乱の

統計データがどのように炭素ストック変化量の計算につながっているのかについての地域

ごとの詳細な情報を提供し、正確性を改善することを推奨する。さらに、国家森林簿（森

林基金）にあるデータの高い質と量を考慮して、その質や量、方法論の特徴だけでなく、

完全で簡明な記述を NIR の Annex に載せることを推奨する。 

 

再計算と時系列の一貫性 

108．前回のレビューでの助言に応える形で、森林カテゴリでの有機土壌と、草地に転用さ

れた土地での無機質土壌、そして森林から開拓地に転用された土地での全炭素プールなど

を計算に組み込むため、ロシアは 1990-2007 年の時系列の再計算に取り組んでいる。 

 

109．国内レビューで、ERT は 1971 年以降の活動データの時系列の一貫性が報告されてい

ないと結論づけた。確かに、全国土面積は一貫性がなく、森林に関連する土地カテゴリを

除外したとき、転用のない土地の変化は、それと対応する転用された土地の変化に対して

正当性がない。逆もまた同じで、土地転用カテゴリで報告されたエリアは、毎年の土地利

用変化の合計面積と対応していない。このことは過去 20年間起こっている。レビューでの、

この ERT の質問に答える形で、ロシアは活動データの時系列と 1990 年以降の森林、開拓

地、その他の土地での吸収・排出量の修正版を提出した。修正版の時系列はより一貫性が

あるように思われる。しかしながら、潜在的問題リストに応える形でロシアが提出した表 1

の面積は、修正版 CRF の表 5.A と 5.E.の転用のない森林、森林に転用された土地、森林か

ら他の土地に転用された土地と完全には対応していない。ERT は、翌年の時系列の報告書

と一連の土地転用マトリックスがよりよいものとなるための基礎として、1971 年以降の土

地利用・土地転用カテゴリの活動データの時系列一貫性を築くことを推奨する。 

 

不確実性 

110．ロシアは 2008 年に LULUCF 分野について Tier1 の不確実性評価を提出した。

LULUCF 分野全体の不確実性は 13%と評価された。ERT はロシア国内でのレビューで、

不確実性評価は専門家の判断に基づいていると知らされた。ERT はそれゆえ、ロシアが不

確実性評価の際により努力することを推奨する。 

 

検証と QA/QC アプローチ 
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111．前回のレビューに応える形で、ロシアは土地の定義の記録について卓越した改善を行

った。NIR（表 7.4）で、国家の土地タイプと IPCC の土地利用カテゴリの対応を示してい

る。さらに CRF の表では、転用のない森林と転用のない草地について、「管理されている」

ものと「管理されていない」ものに分けられている。ERT はこれらの改善を評価している

が、しかし、土地の定義についていくつか一貫性の欠如が見られた。例えば、表 7.4 では休

耕地はその他の土地に分類されるが、7 章の数箇所で農地として扱われていた。また森林の

他の土地への転用（森林減尐）は、CRF の表 5.F では、最終的な土地利用方法で区別する

ことなしに、「森林からその他の土地への転用」として報告されていた。潜在的問題リスト

の助言に応える形で、国内レビューの後にロシアは、CRF の表 5.F の「森林からその他の

土地への転用」の代わりに、CRF の表 5.E で「森林から開拓地への転用」とする修正評価

を提出した。ERT はロシアの努力を評価しているが、さらにロシアが修正を続け、土地利

用の定義について一貫性を高めるよう推奨する。特に、灌木については、現在は林地とし

て報告されているが、森林管理には含まれていない。（京都議定書報告） 

 

112．ERT はさらに、国内レビューで見つかったいくつかの問題は、より包括的な QA/QC

手順があれば避けられたと考えている。前回のレビューからの改善を評価しながらも、ERT

はロシアが LULUCF 分野の QA/QC 計画をさらに強化するように、前回のレビューから繰

り返し強調している。 

 

113．今後への提案として、ERT は、独立した情報源（例えば、リモートセンシング）によ

る活動データや、地域レベルでのストックチェンジ法を適用した炭素吸収・排出の検証デ

ータを活用することをロシアに推奨する。 

 

２．キーカテゴリ 

転用のない林地―CO2 

114．前回のレビューの助言の結果、ロシアは炭素ストック変化量を計算する方法を変更し

た。しかし、いくつかの非一貫性と不確実性が森林での炭素ストック変化量の計算におい

て確認された。例えば、生体バイオマスや枯死木の炭素ストック増加の計算式はローテー

ション期間全体で適用されるが、リターや土壌有機体の炭素増加の計算式はローテーショ

ン期間の最初の 20 年間しか適用されない。また、林分が更新されない攪乱に伴う炭素スト

ック量の減尐は、たとえそれがすでに森林インベストリーからの入力データに正味の影響

として反映されていても、採用している算定方法にそれが組み込まれてしまっているので、

二重計上されていることになる。潜在的問題リストの助言に応える形で、国内でのレビュ

ーの後でロシアは、炭素ストック変化量と森林火災による CO2排出量の修正評価を提出し、

それによってこの問題に取り組んだ。この修正により、2008 年の純吸収量は 468,878GgCO2

換算から 599,037GgCO2換算へ増加した（27,8%、130,158GgCO2換算の増加）。ERT はロ
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シアの努力を評価しており、ロシアが次回の報告で炭素ストック変化量の計算において一

貫性と正確性をさらに改善することを推奨する。 

 

115．採用されている方法論では、「林分が更新される攪乱」による排出は、その後数年間

の平均活動データを使用して計算される。それは、森林タイプや地域によって異なってお

り、炭素ストック変化係数はロシア全土を平均したものである。このような撹乱にさらさ

れているエリアを計算するために、ロシアが代わりの年毎の活動データを使用することを

ERT は推奨する。そこでは、炭素ストック変化係数の地域ごとの平均値が使用される。特

に皆伐が行われる地域では、炭素ストック変化係数は成熟林と超成熟林のヘクタールあた

り炭素ストックの平均から求められるべきである。 

 

転用のない農地―CO2 

116．転用のない農地について、CRF の表によると恒常的に減尐傾向にあり、1990 年から

2008年までの減尐率は合計31.1%である。一方、純CO2排出量は減尐傾向を示しているが、

2001 年までは変化が激しく、2007 年から 2008 年は大きな減尐となっており、1990 年か

ら 2008 年までの排出量の減尐は合計 94.2%となっている。この CO2 排出量の減尐は主に

無機質土壌によって行われたものであり、そこには同じ傾向パターンが見られる。無機質

土壌の見かけの排出係数は 1990 年には 0.53MgC/ha であるが、これは同じ年の似たような

状況にある加盟国（カナダ、フィンランド、スウェーデン、ノルウェー、ウクライナなど）

のなかで高い水準にある。それは 2008 年には 0.04MgC/ha に落ちているが、このことは

1990 年から 2008 年までに含蓄排出係数が合計 92.3%減尐したことを表している。レビュ

ーでの ERT の質問に応える形でロシアは、1990 年の比較的高い含蓄排出係数はソビエト

時代（1990 年頃）の営農方法のタイプによって説明できることを示した。当時はもともと

肥沃でない土地が広い面積で開墾され、有機肥料が化学肥料よりも一般的に使われていた。

1990 年以降は開墾された土地の多くは放棄されるか他の土地に転用され、使用される有機

肥料（化学肥料も）の量は急速に減尐した（有機肥料のケースで 80%以上）。このことは土

壌の呼吸割合の低下を引き起こした。ERT は以上の説明を認めてはいるのだが、ロシアが

次回の NIR で、1990 年の比較的高い含蓄排出係数と、無機質土壌での排出量の強い減尐傾

向について、より詳しい情報を提供することを推奨する。 

 

117．ロシアは転用のない農地の有機土壌からの排出量の計算に、Tier1 のデフォルト排出

係数を使用している。前回のレビュー報告で既に指摘したとおり、同じような状況にある

国々（フィンランド、ラトビア、スウェーデンなど）が採用するものと類似する Tier2 の排

出係数を採用するなら、有機土壌はこのカテゴリの重要な吸収源となるだろう。ERT は、

もし関係する活動データが利用可能になるなら、将来の報告書でロシアが農地の有機土壌

について独自の排出係数を開発することを推奨する。 
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３．非キーカテゴリ 

バイオマス燃焼―CH4、N2O 

118．森林火災による N2O と CH4の排出は、Tier1 の方法論によって計算されている。CH4

については 0.09938Mg/ha、N2O については 0.00068Mg/ha という、ロシアが報告する含

蓄排出係数が、他のすべての AnnexⅠ国のそれの平均値に比べて 50%から 80%も低いこと

を考慮して、ERT は Tier1 の採用が転用のない森林からの排出量の過小評価を引き起こし

うることを指摘した。潜在的問題リストの助言に応える形で、ロシアは国内でのレビュー

の後、森林火災による CH4と N2O の排出量の修正評価を提出した。この修正により、2008

年の CH4 と N2O の合計排出量は 5,827GgCO2 換算から 35,733GgCO2 換算となった

（513.3%、29,906GgCO2換算の増加）。ERT はこの努力を評価しているが、次回の報告書

において、ロシアがより高次元の Tier の方法論を採用し、森林火災による CH4と N2O の

計算を改善することを推奨する。 

 

森林に転換された土地―CO2、CH4、N2O 

119．ロシアは森林に転用された土地での炭素ストック変化と CO2以外の排出量を計算する

ため収穫表に基づいたモデルを採用した。この収穫表は撹乱（火災、病害、干ばつ、伐採

など）が炭素ストックに与える影響を含んでいない。したがって、このモデルは植林地が

生長する現実の状況を表していない。それゆえ、炭素ストックの消失と CO2 以外の排出量

が過小評価されている。潜在的問題リストの助言に応える形で、国内でのレビューの後に

ロシアは、森林に転用された土地のすべての GHG ガスについて、修正評価を提出した。そ

の計算には他の加盟国が使用している方法論に基づいた係数が採用され、撹乱による炭素

の消失と CO2 以外の排出量が含まれている。この修正により、2008 年の純吸収量は

6,451GgCO2 換算から 4,094GgCO2 換算に減尐した（36.5%、2,357GgCO2 換算の減尐）。

ERT はこの改善を評価しており、ロシアが次回の報告で、撹乱による消失を含むモデルが

より正確に計算できるよう、さらに改善することを推奨する。 

 

開発地に転用された森林―CO2、CH4、N2O 

120．森林減尐の活動データが地域レベルで集められているにもかかわらず、それぞれのス

トックについては、関連する炭素ストックの全国平均値が炭素ストック変化係数として採

用されている。その上、リターや土壌有機体の炭素ストックは、開拓地への転用の結果、

完全に酸化するとは考えられていない。最後に、土壌有機体の炭素ストックの消失が転用

された年のみ報告されている。このことについて、IPCC の LULUCF に関する GPG では、

炭素ストックが新たに均衡状態に達するまで、すべての転用期間（デフォルトでは 20年間）

について炭素ストックの変化を報告するよう助言している。ERT は国内レビューで、ロシ

アがこの問題を解決するために方法論を修正し、転用期間の年毎に細分化した計算を報告
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するように助言した。この助言に応える形で、ロシアは修正活動データと開拓地に転用さ

れた森林に関する計算の修正を提出した。この修正により、2008 年の排出量は 398GgCO2

換算から 28,447GgCO2 換算に増加した（7,042.0%、28,049GgCO2 換算の増加）。ERT は

この努力を評価しているが、ロシアが森林の転用による排出量の計算方法を改善し続ける

ことを推奨する。 

 

４．さらなる改善が必要な領域 

締約国（ロシア）により特定されたこと 

121．NIR では、連邦森林局によって提案されたものとして、森林に適用される計算方法の

さらなる改善のために、以下の勧告に言及している。 

(a) 伐採や破壊的な森林火災などの撹乱について、過去数年間に発生した伐採地や焼失地の

平均値のかわりに、森林管理統計の攪乱（伐採。森林火災）レベルについての年毎のデ

ータを使用すること 

(b) 炭素集積についてのデータを地域ごとに細分化すること 

(c) 不確実性評価のための専門家の判断から距離を置くこと 

 

専門家レビューチームにより特定されたこと 

122.ERT は改善すべき以下の分野を確認した。 

(a) 土地利用と土地利用変化についてのさらなる修正と一貫性の改善 

(b) QA/QC 計画の強化。国家の土地の定義と IPCC の土地の定義の一致について、活動デ

ータの時系列と排出量、吸収量の計算の合計値の一貫性について特別な注意を払うこと。 

(c) バイオマスストックの変化を計算するためのより細分化されたバックデータ。異なる土

地の管理実践と撹乱についての統計データが炭素ストック変化や排出量/吸収量を計算

するためにどのように関連しているかについてのより詳細な情報。これらを NIR に提供

すること。 
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（１０） ドイツ 

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 

121. 

 2008 年に、LULUCF 分野からの純排出が

30,185.19 Gg CO2換算に達した。 

 この変化の主要な推進力は、森林からの炭素吸収

の大幅な減尐と同時に、他の土地特に農地・草地・

開発地からの大幅な増加である。 

 この傾向と、前述の大幅な変化の理由は、NIR の

中で明確に説明されていないが、レビューの間に

ERT に提示された。 

この情報が次回

の年次提出に含

まれること 

報告の改

善（情報

の追加） 

123. 

 LULUCF インベントリは、Thünen-Institut (vTI)

の Johann Heinrich と、森林カテゴリーに対して

責任のある Institute for Forest Ecology and 

Forest Inventory 並びに残りの 5 つのカテゴリー

に対して責任のある Institute of Agricultural 

Climate Research により準備された。 

 ERT は、インベントリ準備の QA/QC の欠落を指

摘した。 

 データの一貫

性と適時性を

確保するため

に、政府機関

と組織間の協

定を改善し協

力が強化され

ること 

国内体制

強化の推

奨 

124. 

 ドイツは、完全な LUM を構築するために、ATKIS

に基づく旧ドイツ地域に使われる方法と衛星モニ

タリングに基づく新ドイツ地域に使われている方

法の、二つの方法を利用している。 

 レビューの前に、ERT は、土地利用変化のパター

ンが、新旧で大幅に異なるため、土地利用と土地

利用変化についてのさらなる文書を求めた。 

 ERT の意見によると、特定された問題が、衛星モ

ニタリングデータと詳細なATKISベクターデータ

使用による分類に関する方法の不一致に起因し得

ると考えられる。一貫性のある土地表示なしには、

重複計上や面積の脱落が起こりえるので、吸収源

と排出源の誤った算定を招く。 

 締約国（ドイツ）は、ERT にこの不一致は、異な

る情報源と土地利用システム分類の異なる細かさ

のデータを一致させるための時間が限られている

ドイツがどのよ

うにして二つの

異なる方法が一

貫して使われた

かに関する詳細

情報を、選択さ

れた森林の定義

とともに、他の

土地利用カテゴ

リーとサブカテ

ゴリーの定義に

従って、ドイツ

全体の規模と時

間で提出するこ

と 

報告の改

善の推奨

（方法論

について

情報の追

加） 
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ため、2011 年の年次提出前には解決できないこと

を説明した。 

125. 

 土地利用変化が一つの土地利用カテゴリーから他

のカテゴリーで起こると、GPG は、土壌炭素スト

ックの新たな平衡状態に達する前に20年のデフォ

ルト遷移時間を規定する。 

 森林に転用された土地を除くすべての土地利用カ

テゴリーにおいて、ドイツは、1 年のデフォルト遷

移時間使用しており、明確な即時的な排出を結果

として生じている。 

 土壌が 1 年で新たな平衡状態に達することが不可

能であるため、20 年間のデフォルト遷移時間は、

ドイツの条件には適切でないかもしれない。 

 

IPCC GPG の

デフォルト法に

変更するか、国

独自のモデルを

発展させること 

方法論の

改善 

126. 

 ドイツは、NIR の中で、植生のない土地への転用

は著しい（他の土地）と提示しており、これらの

土地で炭素ストックの 41–61 Mg C/ha もの大幅な

増加量を報告している。 

 生体バイオマスの炭素ストックのこのような増加

量は、通常は森林の土地利用変化と関係がある。 

 

詳細な調査を行

い、これらの面

積が誤って分類

されているの

か、もしくは、

生体バイオマス

の炭素ストック

変化が誤って算

定されているか

どうかを見つけ

ること 

方法論の

改善の推

奨 

127. 

 CRF の表の中では、森林の他の 5 つの土地カテゴ

リーへの転用から生じる損失のレベルは、どれも

同じである。 

 国内でのレビューの間、ドイツは、この一定の値

についての説明を提供できなかった。 

 

森林減尐に依存

する森林の炭素

ストック量を規

定するために使

われるアプロー

チを再検討する

こと 

方法論の

改善 

128. 

 CFR の表の中で、ERT は、2000 年に起こった生

体バイオマス中の炭素の損失または増加は、対応

する 2001 年の値とは相当に異なることを見つけ

た。 

透明性を改善す

るために、 

 CORINE と

ATKIS の土

報告の改

善（説明

の追加） 
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 レビューの間、ドイツはこの大幅な変化が特に

2000 年の前後で異なるレベルの土地区分を使った

ことによるものであることを説明した。 

 2000 年以前に、締約国（ドイツ）は、2000 年以

降使用されている ATKIS 区分よりも簡素な

CORINE を土地区分に使用していた。土地利用集

合体の異なるレベルが、不確実性のレベルに影響

を与えているかもしれない。 

地利用カテゴ

リーの区分の

ためのアプロ

ーチを報告す

ること 

 どのようにこ

れらが関連

し、このアプ

ローチが不確

実性評価の中

でどのように

管理されるか

を報告するこ

と 

129. 

 締約国は（ドイツ）、転用のないその他の土地に区

分された面積には、どこかに（「IE」）を含む注記

を使った。 

 レビューの間、ドイツは、この面積が 2010 年の提

出の時点では開発地となっていることを説明し

た。 

 この転用のないその他の土地面積は、2009 年にも

報告されている。2010 年の NIR では、ドイツは森

林及びそれ以外の土地の土地利用カテゴリーが、

報告のために再編成されていることを説明した。

再編成は、ATKIS システムを連邦森林インベント

リの「森林」の定義と同じ水準にしなければなら

なかったため必要であった。 

 オブジェクトタイプ「林（wood）」（4108）は、以

前は森林の中で報告されていたが、現在はその他

の土地で報告されている。 

 国内レビューの間、ドイツは、このオブジェクト

タイプから他の土地への割り当ては、林（wood）

が潅木と似ているために不適切であり、これが次

の年次提出では草地に移行されることを説明し

た。 

比較可能性と一

貫性、透明性を

向上させるため

に、 

 土地利用カテ

ゴリーの説明

または定義を

提供し、二つ

のシステムと

それらの一貫

性の間で、

GPG に従っ

て、土地利用

区分を一致さ

せることに着

手すること 

 それぞれの土

地利用カテゴ

リーの下位区

分の部分で

CRFの表を向

上させること 

報告の改

善（一貫

性。透明

性） 
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キーカテゴリー 

転用のない森林―CO 2 

131. 

 転用のない森林からの炭素吸収率は、2001-2002

年の間で大幅な損失を示した。この主な理由は、

ドイツが炭素ストック変化法を 1987・2002・2008

年にサンプリングされた、ドイツ森林における炭

素ストック測定（BWI）を使って適用しているせ

いである。 

 BWI の結果は、1987 年から 2002 年までの森林ス

トックの平均増加を 1.58 Mg C/ha と示しており、

2002 年から 2008 年までの増加をたった 0.44 Mg 

C/ha のみと示している。 

 これらの結果はインベントリの中で直接使われ、

ドイツの森林で大きい吸収の変化があったことの

説明は何もなかった。このような大幅な変化を起

こした一つの主な要因は、収穫率の急激な増加で

あるかも知れない。 

収穫率とそのほ

かの重要な経営

問題の根拠とな

る情報を提供す

ること 

報告の改

善（情報

の追加） 

132. 

 ERT は、新ドイツ地域の NIR に報告された面積が

年々増加したことを見つけ、その後 2008 年に突然

減尐したことが見受けられた。 

 ドイツはこれが、異なる情報源からのデータを一

致させることの難しさのせいであり、これについ

ては次回の年次提出で修正することと説明した。 

土地利用変化を

報告する際に

は、GPG に従っ

て厳密な方法を

使うことを推奨

する 

方法論の

改善 

133. 

 転用のない森林では、無機土壌中の炭素ストック

が小規模で増加していることが推測されている。

無機土壌中の炭素ストックの展開は、（BZE）を通

じてモニタリングされている。 

 NIR は、1986-1992 年の期間における BZE1 から

の結果と、2010 年の年次提出で使われた値よりも

非常に大きい純増加量を示している BZE2 からの

無機土壌中の予備的結果を提供した。 

※BZE：Bodenzustandserhebung im Wald 

 レビューの間、ドイツは約 0.4 Mg C/ha/yr (up to 

1.1 Mg C/ha/yr)にのぼるドイツ全体の森林の純増

加を示す BZE2 からの最新の値を提示した。こ 

 ERT は、そのような増加は現存の森林では起こり

インベントリ含

まれた値がどの

ように算定され

たかについて報

告し、BZE2 の

結果をより詳し

く調査すること 

報告の改

善（情報

の精査） 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

121. 2008 年に、LULUCF 分野からの純排出が 30,185.19 Gg CO2換算に達した。基準年か

ら、この分野は純吸収源から純排出源に変化してきた。この変化の主要な推進力は、森林

からの炭素吸収の大幅な減尐と同時に、他の土地特に農地・草地・開発地からの大幅な増

加である。この傾向と、前述の大幅な変化の理由は、NIR の中で明確に説明されていない

が、レビューの間に ERT に提示された。ERT は、この情報が次回の年次提出に含まれるこ

とを推奨する。 

そうもないため調査が必要との意見を出した。 

森林に転用された土地―CO 2 

134. 

 ドイツは、生体バイオマス中の炭素損失量を「IE」

として報告した。レビューの間、ドイツは生体バ

イオマスの損失量は、増加量の中に含まれている

ことを説明した。 

 しかしながら、ERT は、森林に転用された土地の

生体バイオマス中の炭素ストックの増加量は、す

べて同じ（1.44 Mg C/ha）であることを見つけた。 

 損失量から増加量に転じた分を含む炭素は、これ

らの転用のあった土地での炭素損失量が同じでは

なかったため、異なった増加率を導くはずである。

さらには、同じ方法がすべての年に使われていな

いことは、明白である。 

適用された方法

を確認し、次回

の年次提出では

「IE」の使用を

避けることを推

奨 

方法論の

改善 

非キーカテゴリー 

湿地―CO2 

137. 

 ドイツは一つの下位区分のみを湿地カテゴリーの

中で報告した。 

 このカテゴリーは、泥炭採集と自然の湿地及び再

確立された湿地の両方を含む。 

 転用のない湿地では純損失量が存在するのに対し

て、土地が湿地に転用されると、インベントリは、

土壌の炭素ストックの純増加量があることを示

す。 

  

透明性を向上さ

せるために、泥

炭採取の土地・

完全に水に覆わ

れている湿地・

部分的に水に覆

われている湿地

を併せて湿地カ

テゴリーの下位

区分を報告する

こと 

報告の改

善 
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122. ERT は、2010 年の年次提出における LULUCF 分野でのドイツの GHG インベントリ

改善の努力に感謝する。ドイツは、IPCC GPG にしたがい、Tier 1 と Tier 2（Monte Carlo 

simulation）の方法を使って、ほとんどの土地利用カテゴリーにおける排出算定の不確実性

評価を実施してきた。締約国（ドイツ）は、ERT にすべての土地利用カテゴリーのための

完全な不確実性分析が、森林インベントリ完成後の 2012 年に計画されていることを知らせ

た。ドイツは、活動データと排出要因を生むサンプリングプロセスに関する詳細な情報と、

計画されている改善点、QA/QC、キーカテゴリー分析と根拠プロセスに関する情報も提供

した。以前のレビュー報告の中での特定されたギャップのいくつかが対処されたが、一貫

性のある土地利用マトリックス（LUM）と一貫性のある LUM の時系列についての改善は

取り組まれていない。 

 

123. LULUCF インベントリは、Thünen-Institut (vTI)の Johann Heinrich と、森林カテ

ゴリーに対して責任のある Institute for Forest Ecology and Forest Inventory 並びに残り

の 5 つのカテゴリーに対して責任のある Institute of Agricultural Climate Research によ

り準備された。ERT は、インベントリ準備の QA/QC の欠落を指摘した。ERT は、ひとつ

の国家統一体、また LULUCF 分野には環境連邦政府機関としての責任を明らかにする必要

性を含む、これらの機関同士の協力が強化されることを推奨する。ERT は、データの一貫

性と適時性を確保するために、ドイツが現在の土地利用データ収集に携わる政府機関と組

織間の協定を改善することを推奨する。 

 

124. ドイツは、完全な LUM を構築するために、二つの異なる方法を利用している。ひと

つは、ATKIS に基づき旧ドイツ地域に使われており、もうひとつは衛星モニタリングで、

新ドイツ地域に使われている。レビューの前に、ERT は、土地利用変化のパターンが、新

旧で大幅に異なるため、土地利用と土地利用変化についてのさらなる文書を求めた。ERT

は、ドイツに、例えば、2008 年の旧ドイツ地域で森林に転用された土地が森林以外の土地

で 2%しかないことに対し、新ドイツ地域では、他の土地で 76％もの森林への転用があっ

た理由を明確にすることを求めた。ドイツは、まだ ERT に、どのようにして土地利用が特

定されたかの例を提供していないため、ERT は、提出された土地利用変化が本物か、内挿

値に応じた土地利用分類かを検証する立場にない。ERT の意見によると、特定された問題

が、衛星モニタリングデータと詳細な ATKIS ベクターデータ使用による分類に関する方法

の不一致に起因し得ると考えられる。一貫性のある土地表示なしには、重複計上や面積の

脱落が起こりえるので、吸収源と排出源の誤った算定を招く。締約国（ドイツ）は、ERT

にこの不一致は、異なる情報源と土地利用システム分類の異なる細かさのデータを一致さ

せるための時間が限られているため、2011 年の年次提出前には解決できないことを説明し

た。ERT は、次の可能な年次提出で、ドイツが適切な土地利用分類を作る能力を持ってい
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ることを留意し、ドイツがどのようにして二つの異なる方法が一貫して使われたかに関す

る詳細情報を、選択された森林の定義とともに、他の土地利用カテゴリーとサブカテゴリ

ーの定義に従って、ドイツ全体の規模と時間で提出することを推奨した。 

 

125. 土地利用変化が一つの土地利用カテゴリーから他のカテゴリーで起こると、LULUCF

の IPCC GPG は、土壌炭素ストックの新たな平衡状態に達する前に 20 年のデフォルト遷

移時間を規定する。森林に転用された土地を除くすべての土地利用カテゴリーにおいて、

ドイツは、1 年のデフォルト遷移時間使用しており、明確な即時的な排出を結果として生じ

ている。土壌が 1 年で新たな平衡状態に達することが不可能であるため、20 年間のデフォ

ルト遷移時間は、ドイツの条件には適切でないかもしれない。ERT は、ドイツが LULUCF

の IPCC GPG のデフォルト法に変更するか、国の条件を考慮して科学的立証されたに国独

自のモデルを発展させることを推奨する。 

 

126. ドイツは、NIR の中で、植生のない土地への転用は著しい（他の土地）と提示してお

り、これらの土地で炭素ストックの 41–61 Mg C/ha もの大幅な増加量を報告している。生

体バイオマスの炭素ストックのこのような増加量は、通常は森林の土地利用変化と関係が

ある。ERT は、したがって、ドイツが詳細な調査を行い、これらの面積が誤って分類され

ているのか、また／もしくは、生体バイオマスの炭素ストック変化が誤って算定されてい

るかどうかを見つけることを推奨する。 

 

127. 森林の他の土地への転用（森林減尐）は、森林炭素損失をもたらす。CRF の表の中で

は、森林の他の 5 つの土地カテゴリーへの転用から生じる損失のレベルは、どれも同じで

ある。これは、森林減尐がドイツ全体の炭素ストックと同じレベルことを意味し、地域特

性はまったく出なかった。国内でのレビューの間、ドイツは、この一定の値についての説

明を提供できなかった。ドイツの大きさと、他の土地利用階層は地方レベルで算定される

ことから判断すると、ERT は、ドイツが森林減尐に依存する森林の炭素ストック量を規定

するために使われるアプローチを再検討することを推奨する。 

 

128. 他の土地利用カテゴリーへの転用は、バイオマスの損失または増加をもたらす。CFR

の表の中で、ERT は、2000 年に起こった生体バイオマス中の炭素の損失または増加は、対

応する 2001 年の値とは相当に異なることを見つけた。レビューの間、ドイツはこの大幅な

変化が特に2000年の前後で異なるレベルの土地区分を使ったことによるものであることを

説明した。2000 年以前に、締約国（ドイツ）は、2000 年以降使用されている ATKIS 区分

よりも簡素な CORINE を土地区分に使用していた。土地利用集合体の異なるレベルが、不

確実性のレベルに影響を与えているかもしれない。透明性を改善するために、ERT は、次

回に見込まれる年次提出で、ドイツが CORINE と ATKIS の土地利用カテゴリーの区分の
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ためのアプローチを報告し、どのようにこれらが関連し、このアプローチが不確実性評価

の中でどのように管理されるかを報告することを推奨する。 

 

129. 締約国は（ドイツ）、転用のないその他の土地に区分された面積には、どこかに（「IE」）

を含む注記を使った。レビューの間、ドイツは、この面積が 2010 年の提出の時点では開発

地となっていることを説明した。この転用のないその他の土地面積は、2009 年にも報告さ

れている。2010 年の NIR では、ドイツは森林及びそれ以外の土地の土地利用カテゴリーが、

報告のために再編成されていることを説明した。再編成は、ATKIS システムを連邦森林イ

ンベントリの「森林」の定義と同じ水準にしなければならなかったため必要であった。オ

ブジェクトタイプ「林（wood）」（4108）は、以前は森林の中で報告されていたが、現在は

その他の土地で報告されている。国内レビューの間、ドイツは、このオブジェクトタイプ

から他の土地への割り当ては、林（wood）が潅木と似ているために不適切であり、これが

次の年次提出では草地に移行されることを説明した。比較可能性と一貫性、透明性を向上

させるために、ERT は、締約国（ドイツ）が土地利用カテゴリーの説明または定義を提供

し、二つのシステムとそれらの一貫性の間で、LULUCF の IPCC GPG に従って、土地利

用区分を一致させることに着手することを推奨する。ERT は、ドイツがそれぞれの土地利

用カテゴリーの下位区分の部分で CRF の表を向上させることを奨励する。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2 

130. 2010 年の提出では、ドイツは前回のレビュー報告の推奨事項を実施して、転用のない

森林からの枯死有機物と土壌有機物の純炭素ストック変化を記載した。枯死木と有機土壌

の年間炭素ストック変化の算定は、LULUCF の IPCC GPG と一致している。枯死木と有

機土壌に加えて、ドイツは 2008 年に実施されたインベントリプロジェクトを通じて森林炭

素のバイオマスデータについても改善した。NIR では、炭素吸収の再計算結果が提供され

た。有機土壌中の炭素ストック変化の算定は、国内すべての有機土壌が排水状態であるこ

とが推測された。 

 

131. 転用のない森林からの炭素吸収率は、2001-2002 年の間で大幅な損失を示した。2001

年の炭素吸収率は、65,410.70 Gg CO2であったのに対し、2002 年には 20,531.90 Gg CO2

へと急激に減尐した。この主な理由は、ドイツが炭素ストック変化法を 1987・2002・2008

年にサンプリングされた、ドイツ森林における炭素ストック測定（Bundeswaldinventur, 

BWI）を使って適用しているせいである。BWI の結果は、1987 年から 2002 年までの森林

ストックの平均増加を 1.58 Mg C/ha と示しており、2002 年から 2008 年までの増加をたっ

た 0.44 Mg C/ha のみと示している。これらの結果はインベントリの中で直接使われ、ドイ

ツの森林で大きい吸収の変化があったことの説明は何もなかった。このような大幅な変化
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を起こした一つの主な要因は、収穫率の急激な増加であるかも知れない。透明性のために、

ERT は、締約国（ドイツ）が次回の年次報告の中で収穫率とそのほかの重要な経営問題の

根拠となる情報を提供することを推奨する。 

 

132. CRF の表の森林に転用された土地面積は、20 年の時間推移を使って報告されている。

この方法では、CRF の表に報告されている転用のない森林面積が、減尐または尐なくとも

変化していないとすべきではないかと予期されている。ERT は、新ドイツ地域の NIR に報

告された面積が年々増加したことを見つけ、その後 2008 年に突然減尐したことが見受けら

れた。締約国（ドイツ）は、これがそもそも異なる情報源からのデータを一致させること

の難しさのせいであり、これについては次回の年次提出で修正することと説明した。ERT

は、土地利用変化を報告する差異には、ドイツが LULUCF の IPCC GPG に従って厳密な

方法を使うことを推奨する。 

 

133. 転用のない森林では、無機土壌中の炭素ストックが小規模で増加していることが推測

されている。無機土壌中の炭素ストックの展開は、「Bodenzustandserhebung im Wald」

（BZE）を通じてモニタリングされている。NIR は、1986-1992 年の期間における BZE1

からの結果と、2010 年の年次提出で使われた値よりも非常に大きい純増加量を示している

BZE2（進行中）からの無機土壌中の予備的結果を提供した。レビューの間、ドイツは約 0.4 

Mg C/ha/yr (up to 1.1 Mg C/ha/yr)にのぼる含むドイツ全体の森林の純増加を示す BZE2 か

らの最新の値を提示した。この最新値は、25 年間で 10 Mg C/ha 以上の現存森林土壌の増

加量に相当する。ERT は、そのような増加は現存の森林では起こりそうもないため調査が

必要との意見を出した。ERT は、それゆえドイツがインベントリ含まれた値がどのように

算定されたかについて報告し、BZE2 の結果をより詳しく調査することを推奨する。 

 

森林に転用された土地―CO2 

134. 締約国は、生体バイオマス中の炭素損失量を「IE」として報告した。レビューの間、

ドイツは生体バイオマスの損失量は、増加量の中に含まれていることを説明した。しかし

ながら、ERT は、農地・草地・湿地・開発地・その他の土地から森林に転用された土地の

生体バイオマス中の炭素ストックの増加量は、すべて同じ（1.44 Mg C/ha）であることを

見つけた。損失量から増加量に転じた分を含む炭素は、これらの転用のあった土地での炭

素損失量が同じではなかったため、異なった増加率を導くはずである。さらには、同じ方

法がすべての年に使われていないことは、明白である。ERT は、ドイツが適用された方法

を確認し、次回の年次提出では「IE」の使用を避けることを推奨する。 

 

農地―CO2 

135. 締約国（ドイツ）は、先のレビュー報告の推奨事項を受けて、農地からの排出算定を
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改定した。この改定で、前回の年次提出と比べて、ほぼ 13%程度の高い排出算定結果が得

られた。 

 

３．非キーカテゴリー 

湿地―CO2 

136. ERT は、2000 年に農地と開発値から湿地に転用された土地の生体バイオマスからの

炭素損失量は、2001 年のそれと比べると相当高かったことを留意した。2000 年に農地から

湿地に転用された土地からの損失量は 94.1 Mg C/ha で、2001 年は 1.7 Mg C/ha であった。

それに対して、開発地から湿地に転用された土地における 2000 年の損失量が 696 Mg C/ha

で、2001 年には損失量がなかったのだが、この転用で炭素がおよそ 2.2 Mg C/ha 増した。

レビューの間、ドイツはこれが計算プロセスの間に起こされた過ちのせいかもしれないこ

とを説明し、次回の年次提出には、計算の修正をする意向を示した。 

 

137. ドイツは一つの下位区分のみを湿地カテゴリーの中で報告した。このカテゴリーは、

泥炭採集と自然の湿地及び再確立された湿地の両方を含む。転用のない湿地では純損失量

が存在するのに対して、土地が湿地に転用されると、インベントリは、土壌の炭素ストッ

クの純増加量があることを示す。透明性を向上させるために、ERT は、ドイツが泥炭採取

の土地・完全に水に覆われている湿地・部分的に水に覆われている湿地を併せて湿地カテ

ゴリーの下位区分を報告することを奨励する。 

 

４．さらなる改善が必要な領域 

締約国により特定されたこと 

138. NIR の中で、ドイツは低木地データの小さい修正のみ計画されていることを提示して

いる。 

 

専門家レビューチームによって特定されたこと 

139. ERT は、ドイツのインベントリの中で、土地利用カテゴリーの特定や土地利用変化、

インベントリの面積がその年々によって異なり、ドイツの公式面積と一致しない問題とい

ったいくつかの不一致を見つけている。ERT は、よって、ドイツが土地利用区分を向上さ

せることを推奨する。 

 

140. ERT は、現在の湿地とその他の土地における炭素ストックの値が非常に高いと見てい

るため、ドイツがこれをさらに調査することを推奨する。 
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（１１） フランス 

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 

106. 

 フランスは、湿地とその他の土地から転用された

森林の無機土壌や、湿地、開発地、その他の土地

から農地または草地に転用された土地の無機土

壌、転用のない草地の無機土壌といった、いくつ

かの分野における炭素プールの変化を報告してい

ない（「0」と報告している）。 

 フランスは、なぜこれらのプールが算定に含まれ

ていないのかという説明を与えていない。 

可 能 な 範 囲

で、すべての

プールの炭素

ストック変化

（CSC）の算

定または、適

切な注記を使

って、なぜ報

告がなされな

かったかを納

得させる報告

を含めること 

報告の改

善（説明

の追加） 

107. 

 フランスは、次のプールにおける CSC が「0」で

あることを報告しており、これらは、変化がない、

または国内で発生がないものと推測されている：

転用のない森林や森林に転用された土地、農地に

転用された土地、草地に転用された土地の有機土

壌；転用のない農地と転用のない草地の無機土壌

及び有機土壌。 

 ERT は、「0」の使用は、増加量と損失量が等しい

場合に生体バイオマスのCSCを報告することを除

いては、UNFCCC 報告ガイダンスに従っていない

ものだと指摘している。 

適 切 な 注 記

（「NO」）を使

ってこれらの

プールの変化

を次の年次提

出に報告する

こと 

報告の改

善（説明

の追加） 

108. 

次のようないくつかのプールで、情報不足によりこ

れらが算定されていないと見られた場合は、CSC を

「NO」と報告している 

 森林から転用された農地や草地における生体バイ

オマスへの吸収 

 湿地・開発地・農地あるいは草地から転用された

土地、農地から草地に転用された土地やその反対

の場合における生体バイオマスの増加量と損失量 

 草地・湿地・開発地・森林に転用された土地の生

 可能な範囲

において現

在「NO」と

報告されて

いるすべて

のプール変

化の算定を

含めること 

 または、それ

報告の改

善（算定

の 見 直

し） 
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体バイオマスの損失量 

 開発地に転用された熱帯林から以外のすべての土

地の土壌。 

 

らが発生し

ていないこ

とを納得さ

せる文書を

提供するこ

と 

 そうでなけ

れば、ERT

はフランス

がこれらの

場合「NE」

と報告する

こと 

109. 

 フランス本土については、フランスが土地被覆／

利用のモニタリングデータを Teruti（2004 年以前

に適用）と Teruti-LUCAS（2004 年以降に適用）

の両システムで収集する。 

 これらのシステムは、GPG にしたがって Tier 2 ア

プローチに分類されているものである。 

 しかしながら、サンプリングの方法論は、フラン

スが2005年にTeruti からTeruti-LUCAS system

へ移ったときに変更されており、ERT は、これが

時系列の中で不一致を起こしていると見なしてい

る。 

 方法論之

変更が原

因となる

不一致の

指摘 

110. 

 レビューの間、フランスは、どうやって土地利用

区域表示の時系列一貫性の問題が取り上げられた

かという追加的な情報を提供した。 

 ERT は、CRF の表からまとめたすべての国土面積

の変動には、2008 年の CRF の表に報告された国

土面積）と NIR の表に報告されたそれとの間に不

一致があることと、非現実的なほど大きい農地と

草地に転用された土地に割り当てられた国土の占

有率があるため、まだ土地利用区域表示に関する

いくつかの未解決の問題があることを確信してい

る（FCCC/ARR/2009/FRA, paragraph 94.）。 

全時系列での

土地利用と土

地利用変化の

表示に使われ

た手順を見直

し、1971 年か

らの完全な土

地利用変化マ

トリックスを

含む一貫性の

ある土地面積

表示を発展さ

未解決の

問題の指

摘 

法論の改

善・見直

し 
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せること 

112. 

 OMINEA 報告（annex 3 から NIR）は、使用さ

れた様々な手法の情報源に関する詳細情報を供給

している。 

 しかしながら、仮定を裏付ける基準のみならず、

どのようにしてこれらの方法が適用されているか

についての説明もなされていない。 

 NIR は、関連の活動データ（木材収穫または森林

火災の影響があった面積）と、算定に使用された

排出要因に関する方法を提供していない。 

 透明性を向

上するため

に、レビュー

の間に提供

された土地

利用調査シ

ステム

（Teruti-L

UCAS）と

NFI に関す

る情報を、

NIR に含め

ること 

 LULUCF 分

野の QA/QC

計画の記述

も、NIR に

含めるべき 

報告の改

善（透明

性と情報

の追加） 

 

キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2と CH4 

113. 

114. 

 フランスは、収穫されたバイオマスに含まれる全

ての炭素がその年に排出されるという考え方のデ

フォルト算定を使っている。 

 しかしながら、フランスは、1999 年のストームに

よる森林からの排出は、異なったアプローチを使

って報告している。 

 フランスは、1999 年のストームからもたらされた

実際の排出の分析結果をより良く反映し、ストー

ムの直後の年に極端に高い排出があったことを報

告することを避けるためにこのアプローチに従っ

ている。 

 フランスは、このアプローチがストームの結果生

じる総排出量に影響するものでないということを

レビューの間に説明した。 

 ERT は、1999 年のストームによる CSC は、CRF

排出算定の透

明性を向上さ

せるために、

ストームのよ

うな異常気象

の後数年にお

ける異なる炭

素プールの

CSC の報告方

法を見直すこ

と 

方法論の

改善 
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の表の異なる炭素プールと正確に分離されておら

ず、そのことが、1999 年のストームからの排出が

正確に算定されているかどうかの評価を困難にし

ていると指摘した 

115. 

 フランスはバイオマス吸収の重複計上を避けるた

めのエネルギー消費統計から得られた森林より収

穫された商用薪用材の収穫量の内、商品性のない

部分の 30%は、総材積から引かれ、この数字が専

門家による判断に基づいていることを説明した。 

 しかし、この数字の参考文献とその根拠のどちら

も NIR では提供されなかった。 

専門家による

判断根拠とと

もに NIR で裏

付けとなるよ

うな文書に関

するさらなる

情報を提供す

ること 

報告の改

善（情報

の追加） 

116. 

 国外領土の熱帯林のバイオマスプールは、バイオ

マス成長は吸収と同じだという仮定に基づいて変

化しないものだと見なされてきた。 

 フランスはこの仮定が、専門家の判断に基づいた

ものであることを明確にしたが、その根拠は示さ

なかった。 

実際のバイオ

マスの成長量

と吸収量と算

定値を見直す

か、裏付けと

なる文書を付

けることで、

この仮定の十

分な根拠を提

供すること 

方法論の

改善と、

報告の改

善（情報

の追加） 

117. 

 NIR（OMINEA 報告）によれば、フランスは、転

用のない森林の CH4吸収を、2.4 kg/ha の排出要因

を使って報告しており、これは不攪乱森林の排出

要因と同じである。 

 この問題は、過去のレビュー報告でも特定された。 

 

 CH4吸収の

算定をその

他

（LULUCF

）カテゴリー

に計上し直

すこと 

 関連の情報

を報告する

こと 

 

森林に転用された土地―CO2 

118. 

 ERT は、フランスが本土の森林に転用された土地

における DOM プールの中の CSC の総計を報告し

ていないことを指摘する。 

 問題の指

摘 
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 フランスは、ERT が LULUCF の IPCC GPG に沿

っていると見なす科学的研究からの情報を使っ

て、修正された枯死木プール（DOM で報告されて

いる）の CSC 算定値を提出した 

農地に転用された土地―N2O 

119. 

CRT の表の農地に転用された土地面積は、5.B と５

（III）で一致しない。この問題は、過去のレビュー

報告（FCCC/ARR/2009/FRA, paragraph 102.）で

特定された。 

不一致を解決

するという推

奨事項を繰り

返して告げ

る。 

報告の改

善 

草地に転用された土地―CO2 

120. 

 総草地面積に対する草地に転用された土地の広さ

は、全体の時系列では減尐傾向を示しているにも

かかわらずいつも高い 

 フランスはこれが、土地利用を表示するために使

われる手順の中で生じる誤差の結果かも知れない

と説明した。 

全体の時系列

の中で、土地

利用の特定手

順を見直すこ

と 

方法論の

改善（見

直し） 

開発地に転用された土地―CO2 

121. 
2008 年の NIR と CRF 5.E の開発地総面積との間に

は、小さい不一致がある。 

不一致を解決

すること 

報告の改

善（ 

非キーカテゴリー 

転用のない農地―CO2 

122. 

 フランスは、農地無機土壌の CSC を、土壌炭素ス

トックレベルに影響を与えかねない経営手法の適

正調整をしなくて済むように算定するために、40 t 

C/ha（OMINEA 報告、section B.3.3.2）に安定し

ている農地土壌中の有機炭素含有率の定期的な値

を使用している。 

 NIR に説明されているように、そのような分割は、

経営手法の情報不足により行われていない。 

Teruti-LUCA

S 土地面積調

査システムの

一環として農

地経営手法の

情 報 を 収 集

し、経営手法

を考慮する無

機土壌の CSC

を次回の年次

提出で報告す

ること 

方法論の

改善 
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（全文和訳） 

１．LULUCF分野の概要 

103. 2008年のLULUCF分野からの純吸収は、67,558.26 Gg CO2換算に達した。純吸収は、

基準年である 1990 年の 33,321.41 Gg CO2換算から 102.7％上昇した。吸収による上昇の

主要な要因は、1990 年（22,656.44 kha）から 2008 年（23,488.03 kha）の間に、3.7％も

しくは 831.59 kha 増加した総森林面積の拡大及び、転用のない森林の卖位面積当たりの吸

収が 1990 年から 2008 年までに 2.13 から 3.19 t CO2/ha と 49.9％増加したことによる。

全体的に見て、当該分野の純吸収の増加は、32,519.13 Gg CO2換算というすべての森林か

らの純吸収の増加（基準年の 66.2％）と、すべての農地からの排出が 45.1％（15,385.95 Gg 

CO2換算）減尐したことを反映している。この影響は、11,493 Gg CO2換算 （-50.3％）に

なる総草地面積からの純吸収の減尐によって部分的に安定している。 

 

104. この分野においては 69,429.58 Gg CO2換算の純吸収が、転用のない森林から報告さ

れており、続いて森林に転用された土地の 14,061.48 Gg CO2換算、草地転用された土地の

11,501.31 Gg CO2換算となっている。一方で、16,062.22 Gg CO2換算の純排出が農地に転

用された土地から報告されており、続いて開発地に転用された土地の 4,609.93 Gg CO2換

算、バイオマスの燃焼によって排出された CH4と N2O の 1,241.21 Gg CO2換算、そしてそ

の他の土地に転用された土地の 329.97 Gg CO2換算となっている。 

 

105. 次の分野では、「NO」の値を報告している：転用のない農地、転用のない草地、転用

のない湿地からの CO2排出／吸収；森林や他の土地での窒素肥料からの N2O の直接排出；

森林土壌と湿地での排水による CH4及び N2O 排出；草地での石灰施用による CO2 排出；

そして農地、草地、湿地での野火による CH4と N2O の排出。 

 

106. フランスはまた、湿地とその他の土地から転用された森林の無機土壌や、湿地、開発

地、その他の土地から農地または草地に転用された土地の無機土壌、転用のない草地の無

機土壌といった、いくつかの分野における炭素プールの変化を報告していない（「0」と報

告している）。フランスは、なぜこれらのプールが算定に含まれていないのかという説明を

与えていない。ERT（Expert review team：専門家レビューチーム）は、フランスが可能

な範囲で次の年間提出では、すべてのプールの炭素ストック変化（CSC）の算定または、

適切な注記を使って、なぜ報告がなされなかったかを納得させる報告を含めることを推奨

する。 

 

107. フランスは、次のプールにおける CSC が「0」であることを報告しており、これらは、

変化がない、または国内で発生がないものと推測されている：転用のない森林や森林に転

用された土地の有機土壌、転用のない農地の無機土壌及び有機土壌、農地に転用された土
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地の有機土壌、転用のない草地の無機土壌及び有機土壌、そして草地に転用された土地の

有機土壌。ERT は、「0」の使用は、増加量と損失量が等しい場合に生体バイオマスの CSC

を報告することを除いては、UNFCCC 報告ガイダンスに従っていないものだと指摘してい

る。ERT は、フランスが適切な注記（「NO」）を使ってこれらのプールの変化を次の年次提

出に報告することを推奨する。 

 

108. フランスは、次のようないくつかのプールで、情報不足によりこれらが算定されてい

ないと見られた場合は、CSC を「NO」と報告している：森林から転用された農地や草地に

おける生体バイオマスへの吸収、湿地・開発地・農地あるいは草地から転用された土地、

農地から草地に転用された土地やその反対の場合における生体バイオマスの増加量と損失

量、草地・湿地・開発地・森林に転用された土地の生体バイオマスの損失量、開発地に転

用された熱帯林から以外のすべての土地の土壌。ERT は、フランスが次の年次提出で可能

な範囲において現在「NO」と報告されているすべてのプール変化の算定を含めること、ま

たはそれらが発生していないことを納得させる文書を提供することを推奨する。そうでな

ければ、ERT はフランスがこれらの場合「NE」と報告することを推奨する。 

 

109. フランス本土については、締約国（フランス）が土地被覆／利用のモニタリングデー

タを Teruti（2004 年以前に適用）と Teruti-LUCAS（2004 年以降に適用）の両システム

で収集するのであるが、これらのシステムは、LULUCF の IPCC GPG にしたがって Tier 2

アプローチに分類されているものである。しかしながら、サンプリングの方法論は、締約

国（フランス）が 2005 年に Teruti から Teruti-LUCAS system へ移ったときに変更され

ており、ERT は、これが時系列の中で不一致を起こしていると見なしている。 

 

110. レビューの間、フランスは、どうやって土地利用区域表示の時系列一貫性の問題が取

り上げられたかという追加的な情報を提供した。ERT は、フランスがたどった一般的方法

に納得したが、特に CRF の表（1990 年 635,786.2 km2、2000 年 636,045.2 km2、2008

年 635,925.8 km2）からまとめたすべての国土面積の変動には、2008 年の CRF の表に報

告された国土面積（635,786.2 km2）と NIR の表に報告されたそれ（632,834 km2）との

間に不一致があることと、非現実的なほど大きい農地と草地に転用された土地に割り当て

られた国土の占有率があるため、まだ土地利用区域表示に関するいくつかの未解決の問題

があることを確信している（FCCC/ARR/2009/FRA, paragraph 94.）。 

 

111. 締約国（フランス）は、変換された面積の明白な過大算定が、時系列上の早い時期に

土地利用面積の算定に使われた外挿方法に関連する誤差のせいかも知れないことをレビュ

ーの間に説明している。ERT は、次の年次提出のために、フランスが全時系列での土地利

用と土地利用変化の表示に使われた手順を見直し、1971 年からの完全な土地利用変化マト
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リックスを含む一貫性のある土地面積表示を発展させることを推奨する。 

 

112. ERT は、LULUCF 分野は完全に透明性のある方法で報告はしていないことを考慮し

ている。OMINEA 報告（annex 3 から NIR）は、使用された様々な手法の情報源に関す

る詳細情報を供給している。しかしながら、いくつか仮定を裏付ける基準のみならず、ど

のようにしてこれらの方法がいくつかのカテゴリーで（e.g.バイオマスの燃焼による炭素損

失量の選択された値；異なった土地利用の面積算定に使われた方法）適用されているかに

ついての説明もなされていない。NIR は、関連の活動データ（木材収穫または森林火災の

影響があった面積）と、算定に使用された排出要因に関する方法を提供していない。ERT

は、フランスが次回及び将来の年次提出の中で報告の透明性を向上させるための措置を取

ることを推奨する。透明性を向上するために、ERT は特に、レビューの間に提供された土

地利用調査システム（Teruti-LUCAS）と国家森林インベントリに関するいくつかの情報が、

NIR に含まれることを推奨する。さらには、LULUCF 分野の QA/QC 計画の記述も、NIR

に含まれるべきである。 

 

２．キーカテゴリー 

転用のない森林―CO2と CH4 

113. フランスは、収穫されたバイオマスに含まれる全ての炭素がその年に排出されるとい

う考え方のデフォルト算定を使っている。しかしながら、フランスは、1999 年のストーム

による森林からの排出は、異なったアプローチを使って報告している。それは、ストーム

が発生してからの数年（2000-2001 年）だけ、追加的な利用可能風倒木とその後（2002-2006

年）減尐した収穫吸収とを考慮するため、木材産業による代償措置を考慮するものである。

同時に、それは、次の外挿腐食モデルを受けて、2001-2020 年の期間に徐々に分解される

ストームによる風倒木からの排出を考慮するものでもある。枯死有機物（DOM）プールか

らのこの穏やかな炭素損失量は、全体の期間におけるストームからの排出のほとんどを占

めている。 

 

114. フランスは、1999 年のストームからもたらされた実際の排出の分析結果をより良く反

映し、ストームの直後の年に極端に高い排出があったことを報告することを避けるために

このアプローチに従っている。フランスは、このアプローチがストームの結果生じる総排

出量に影響するものでないということをレビューの間に説明した。しかしながら、ERT は、

1999 年のストームによる CSC は、CRF の表（e.g. DOM からの排出は、ストーム後の増

加を一切示していない）の異なる炭素プールと正確に分離されておらず、そのことが、1999

年のストームからの排出が正確に算定されているかどうかの評価を困難にしていると指摘

した。ERT は、フランスが次の年次提出の中で排出算定の透明性を向上させるために、ス

トームのような異常気象の後数年における異なる炭素プールの CSC の報告方法を見直すこ
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とを推奨する。 

 

115. フランスは、森林からの薪の採取によるバイオマス損失量を算定するためにエネルギ

ー消費統計を利用している。レビューの間、フランスはバイオマス吸収の重複計上を避け

るためのエネルギー消費統計から得られた森林より収穫された商用薪用材の収穫量の内、

商品性のない部分の 30%は、総材積から引かれ、この数字が専門家による判断に基づいて

いることを説明した。しかし、この数字の参考文献とその根拠のどちらも NIR では提供さ

れなかった。ERT は、フランスが次回の年次提出の中で、専門家による判断根拠とともに

NIR で裏付けとなるような文書に関するさらなる情報を提供することを推奨する。 

 

116. ガイアナ、グアドループ、マルティニク、レユニオンといった国外領土の熱帯林のバ

イオマスプールは、バイオマス成長は吸収と同じだという仮定に基づいて変化しないもの

だと見なされてきた。レビューの間、フランスはこの仮定が、専門家の判断に基づいたも

のであることを明確にしたが、その根拠は示さなかった。ERT は、フランスが実際のバイ

オマスの成長量と吸収量と算定値を見直すか、次回の年次提出の NIR で裏付けとなる文書

を付けることで、この仮定の十分な根拠を提供することを推奨する。 

 

117. NIR（OMINEA 報告）によれば、フランスは、転用のない森林の CH4吸収を、2.4 kg/ha

の排出要因を使って報告しており、これは不攪乱森林の排出要因と同じである。この問題

は、過去のレビュー報告でも特定された。ERT は、過去のレビュー報告においてフランス

が CH4吸収の算定をその他（LULUCF）カテゴリーに計上し直し、次回の年次提出の NIR

で関連の情報を報告するという推奨事項を繰り返して告げる。 

 

森林に転用された土地―CO2 

118. ERT は、フランスが本土の森林に転用された土地における DOM プールの中の CSC

の総計を報告していないことを指摘する。この問題は、ERT によって CRT の表の京都議定

書３条 3 項の活動に関する報告データの、新規植林と再植林が行われた面積の枯死木プー

ルが「NO」として報告されていた部分から特定された。レビューの間、フランスはこれを

確認し、これが本土の枯死木プールのデータ不足のためなされてしまったと説明した。レ

ビューの過程では、フランスは、ERT が LULUCF の IPCC GPG に沿っていると見なす科

学的研究からの情報を使って、修正された枯死木プール（DOM で報告されている）の CSC

算定値を提出した。 

 

農地に転用された土地―N2O 

119. CRT の表の農地に転用された土地面積は、5.B（4,1640.60 kha）と５（III）（3,639.63 

kha）で一致しない。この問題は、過去のレビュー報告（FCCC/ARR/2009/FRA, paragraph 
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102.）で特定された。ERT は、フランスが次回の年次提出の中でこの不一致を解決すると

いう推奨事項を繰り返して告げる。 

 

草地に転用された土地―CO2 

120. 総草地面積に対する草地に転用された土地の広さは、全体の時系列では減尐傾向を示

しているにもかかわらずいつも高い：1990 年に 70.3%で、2008 年に 41.3%。締約国（フ

ランス）はこれが、農地だった草地面積を区別する難しさと、時系列上の早い時期（年）

の算定値が外挿で得られたという事実により、土地利用を表示するために使われる手順の

中で生じる誤差の結果かも知れないと説明した。ERT は、次回の年次提出のために、フラ

ンスが全体の時系列の中で、土地利用の特定手順を見直すことを推奨する。 

 

開発地に転用された土地―CO2 

121. 2008 年の NIR と CRF 5.E の開発地総面積との間には、小さい不一致がある：CRF で

は 4,945.33 kha で、（137 ページの）NIR では 5.2 Mha と報告されている。ERT は、フラ

ンスが次回の年次提出の中でこの不一致を解決することを推奨する。 

 

３．非キーカテゴリー 

転用のない農地―CO2 

122. フランスは、農地無機土壌の CSC を、土壌炭素ストックレベルに影響を与えかねな

い経営手法の適正調整をしなくて済むように算定するために、40 t C/ha（OMINEA 報告、

section B.3.3.2）に安定している農地土壌中の有機炭素含有率の定期的な値を使用している。

NIR に説明されているように、そのような分割は、経営手法の情報不足により行われてい

ない。ERT は、フランスが Teruti-LUCAS 土地面積調査システムの一環として農地経営手

法の情報を収集し、経営手法を考慮する無機土壌の CSC を次回の年次提出で報告すること

を推奨する。 

 

バイオマスの燃焼 CO2 

123. フランスは、転用のない森林の野火による CO2排出が、使用されたバイオマス生長要

因に含まれていると推測されるため、これらの排出を報告していない。レビューの間、フ

ランスから提供された材料で、これらの排出が使用された生長要因に実際は含まれていな

がったことが明らかになった。フランスが、面積、燃えたバイオマス量に関する情報を提

供したことで、綿密な排出算定のレビューができるようになった。レビューの過程で、フ

ランスは、農業省によって提供された年間の焼失面積を使って、転用のない森林での野火

によるバイオマスの燃焼からの修正した排出算定値を提出した。締約国（フランス）は、

2008 年に転用のない森林で発生した 6,006.00 ha の野火による追加的な排出を 158.23 Gg 

CO2換算と報告し、ERT は、排出算定がこれで LULUCF の IPCC GPG にしたがっている



(99) 

 

と結論づけた。 

 

４．さらなる改善が必要な領域 

締約国により特定されたこと 

124. この分野の NIR で締約国により特定されたさらなる改善点は無い。 

 

専門家レビューチームによって特定されたこと 

125. ERT は、フランスが将来の年次提出のために次の改善を実施することを推奨する： 

(a) 適切な注釈の使用、活動データ・排出要因・NIR の方法と仮定の明瞭な文書、

Teruti-LUCAS システム・国家森林インベントリ・分野特有の QC と制度化した責任を

含む報告の透明性の改善； 

(b) これらの土地利用カテゴリーの中で CSC を算定できるようにするために、農地・草地

の経営方法の知識を含む、時系列全体でのより一貫性のある土地利用の表示を担保す

ること； 

(c) 炭素ストックとその変化と国外熱帯領土の GHG 排出に関する知識の向上； 

(d) 森林における非バイオマス炭素プールのより正確な算定値の向上； 

(e) まだ算定されていない、もしくは報告されていないプールの算定値を提供することで報

告の完成度を上げること； 

 


