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2. 海外主要国の森林吸収量算定・計上方法の分析・整理 

2.1. 背景及び目的 

京都議定書ＣＰ１（以下「ＣＰ１」という。）は、2012 年をもって終了した。2013 年か

らは第２約束期間（以下「ＣＰ２」という。）が始まっており、2020年以降は京都議定書（以

下「ＫＰ」という。）に替わり非附属書 I国も含めた新たな法的枠組（以下「次期枠組」と

いう。）が始まる予定である。次期枠組における森林吸収源の取り扱いについては、具体的

な議論は始まっていないが、ダーバン合意（Decision 2/CMP.7）のパラグラフ５には、“Ｌ

ＵＬＵＣＦ分野からの吸収・排出量の計上をより包括的（comprehensive）にするため、土

地ベース、活動ベースのアプローチを含め検討し、結果をＣＭＰ９に報告するようＳＢＳ

ＴＡに要請“とある。ＣＰ２においては、各国が 2/CMP.7のパラグラフ 12に従い、過去の

吸収量報告やこれまでの森林経営活動等を考慮して参照レベルを設定し、国際審査を受け

た上で、ＫＰ３条４項の森林経営（以下「ＦＭ」という。）からの吸収量を算定している。 

図 2.1はＣＰ２での算定･計上ルールの仕組みを表している。ＦＭ吸収量から参照レベル

を差し引いた際の吸収量のうちＦＭ算入上限値までを目標達成に利用することができる。

ＣＰ２からＦＭ算入上限値は一律で基準年総排出量比 3.5％と定められたが、基準年（概ね

1990 年）の総排出量が異なるためその絶対量は各国で異なる。また、参照レベルの設定ア

プローチはもちろん、緩和効果を目指した森林吸収源対策についても、成長量増加や、伐

採量制御、自然攪乱対策、木材製品の長寿命化等、各国でどれを重要視するかはその国の

森林・林業の状況によって様々で、それに応じて各国が理想とする算定･計上ルールが異な

ることが予想される。 

 

図 2.1 ＣＰ２の算定・計上ルールと森林吸収源対策（本調査の視点） 

 

森林吸収量を算定するための技術的課題は新しい算定・計上ルールを策定するうえで重

要な要素になる一方、ルール変更の中身次第では、現行の我が国の算定方法を見直す必要

が出てくる可能性もある。他国ではどのような算定・計上を、どのような政策の下で行っ

ているのかを知ることは、今後の国際交渉のために非常に有益である。また、ＣＰ２から
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新たな算定･計上対象プールになった伐採木材製品（以下「ＨＷＰ」という。）のプールに

関しても他国が政策・技術的にどのように取扱うかは我が国に重要な情報である。 

このことから、海外主要国について次の事項を調査し、分析・整理することとする。 

 森林資源・林業政策と森林吸収量の特徴（→2.3） 

 森林吸収量の算定・計上方法の比較（→2.4） 

 ＣＰ２及び次期枠組に向けた各国の算定･計上ルールの考え方（→2.5） 

 海外主要国の現状を踏まえた我が国での適用可能性（→2.6） 

 

2.2. 調査方法 

本調査では上記の目的を達成するために文献調査とヒアリング調査を実施した。文献調

査により各国の特徴を把握した上で、森林面積と森林吸収量の関係や算定方法等について

特徴的な国をヒアリング調査の対象国として決定し、文献調査では把握しきれない点につ

いてヒアリングを行った。調査結果は各国比較方式で表にまとめ、その特徴が明らかにな

るように整理した。 

 

2.2.1. 文献調査の方法 

ＵＮＦＣＣＣ条約下の附属書 I 国であるＥＵ28 か国（以下「ＥＵ28」という。）、米国、

ロシア、日本、ウクライナ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド（以下「ＮＺ」

という。）、スイス、ノルウェー、クロアチア、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナ

コの 40か国の附属書 I国の中でも、森林吸収量を重要視する、あるいは交渉でのプレゼン

スが比較的高い米国、カナダ、ＮＺ、フィンランド、ノルウェー、フランス、ドイツ、オ

ーストリア、ＥＵ28の８か国 1地域について、まず文献調査によって次の特徴を整理した。 

 森林・林業 

 森林吸収量 

 森林吸収量の算定・計上方法 

 参照レベルの設定アプローチ 

 森林吸収源対策 

 これらの調査事項を整理するために使用した文献は次のとおりである。 

 2014年提出各年報告書 

 インベントリ報告（ＮＩＲ） 

 共通報告様式（ＣＲＦ） 

 ＫＰに基づく補足情報 報告（ＫＰ－ＬＵＬＵＣＦ） 

 第 6次国別報告書（ＮＣ６） 

 第 1次隔年報告書（ＢＲ１） 

 2011年提出ＦＭ参照レベル報告書（ＦＭＲＬサブミッション） 

 最新のＦＡＯのカントリーレポート 
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また、非附属書 I 国についても次期枠組における算定・計上ルール策定に向けた交渉で

の発言力が更に強くなることが予想される。そこで、ＲＥＤＤプラスの推進に力を入れて

おり、そのための国家森林モニタリング体制整備が進んでいるインドネシア、ベトナム、

ブラジル及び、近隣国である中国と韓国の計５か国について、次のような情報を整理した。 

 森林・林業の概要 

 森林吸収量 

 森林吸収源対策 

 非附属書 I国で利用した文献は次のとおりである。 

 最新の国別報告書（ＮＣ） 

 ＦＡＯのカントリーレポート 

なお、非附属書 I 国の調査結果に関しては、ＫＰ下での算定・計上を行っていないこと

や附属書 I 国に比べ公開されている文献が限られていることから、得られた結果は、現段

階では、必ずしも本調査の目的に直接関係しないことが確認できた。このため、別添Ｂと

して示した。 

 

2.2.2. ヒアリング調査の方法 

 文献調査で特に森林・林業、算定方法、参照レベル設定アプローチについて我が国が参

考にできそうな特徴を持っていた次の国に対して、当該国の交渉官や研究者に対してヒア

リング調査を行った。 

 

表 2.1 ヒアリング対象国と対象者（敬称略） 

対象国 対象者 

カナダ Werner Kurz, Carolyn Smyth, Tony Lemprière（森林局） 

ＮＺ Andrea Brandon, Bridget Fraser Nigel Searles（環境省）、Craig Elvidge

（第一次産業省） 

フィンランド Matti Kahra（農林省）, Tarja Tuomainen, Markus Haakana（森林研究所

（METLA）） 

ドイツ Eric Fee, Ulrike Doring（環境省）, Karsten Dunger, Daniel Ziche（農

林水産研究所（THUNEN）） 

ＥＵ28 Giacomo Grassi（ＥＵ共同研究センター（JRC）） 

韓国 Bae Jae Soo, Kim Raehyun, Hwang jeond Sun（森林研究所（KFRI）） 

  

ヒアリングの質問項目については各国異なるが、大きく分類すると次の３つである。 

 森林林吸収源対策として重視する政策・措置 

 今後の算定方法の精度を挙げる、もしくは効率化する予定 

 新しい算定・計上ルールの考え方（土地ベース or活動ベース、ＨＷＰ取扱い方法） 
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2.3. 各国の森林資源・林業政策と森林吸収量の特徴 

2.3.1. 各国の森林資源（面積）の状況 

その国にとって適切な算定・計上ルールや森林・林業政策を考えるうえで森林面積は最も

重要な森林資源情報であると言える。森林面積が大きく森林減少が進んでいないアメリカ

やＥＵ28 は、森林からの吸収量を多く得られるかもしれないが、インドネシアやブラジル

のように森林面積が大きくても森林減少・劣化が進んでいる国では逆に大きな排出源にな

ってしまう。森林減少が進んでいなくてもカナダのように山火事等の自然攪乱が頻繁に発

生する国は、大規模な自然攪乱が起きた年は全体の吸収量に大きな影響を及ぼす可能性が

ある。また、保護区の割合が大きい国は、伐採による急激な排出の可能性は低くとも、一

般的に保護区の森林は高齢により成長が鈍化していることが多いため年間吸収量もそれほ

ど見込まれない。一方、植林地は植林当初の吸収量は少なく、10 年生以上になると吸収量

は上昇し、伐採されると急激な排出になることから各年の変動が大きいことが予想される。 

各国の森林面積を表 2.2 のとおりまとめた。保護区の割合が高いのはＮＺと我が国であ

る。ＮＣ６によると、ＮＺは在来種天然林が算定対象森林面積の約 79％を占め、在来種天

然林からの伐採量は全伐採量の 0.1％であることから、伐採が行われている森林は更に限ら

れ、ＦＭにおけるＮＺの森林全体の単位面積あたりの純炭素蓄積増減量（以下「Net ICSCF1」

という。）は低いことが予想される。我が国とドイツは、植林面積が森林の約半分を占め、

植林地の成長量と伐採量が森林全体の吸収量に大きな影響を及ぼしていると言える。 

条約下の算定対象とされる森林（managed forest）は、ＩＰＣＣガイドラインにより人

為影響の下にある全ての森林とされており、通常、ＦＡＯで報告される森林＋その他の樹

木林（以下「森林等」という。）とほぼ同じであるが、カナダについては、管理（伐採・火

災防止）が加えられていない森林を算定対象外（unmanaged forest）としている。これは、

ＦＡＯで報告される森林等の面積の 33％を占めている。 

ＫＰ計上対象の森林面積をみると、条約下対象森林面積から新規植林・再植林（以下「Ａ

Ｒ」という。）の面積を除いたもの（≒転用のない森林（以下「ＦＬ→ＦＬ」という。））を

ほぼＦＭの面積として報告しており、次のような関係式が成り立つ。 

ＦＭ林≒条約下の算定対象森林－ＡＲ林≒転用のない森林（ＦＬ→ＦＬ）2 

 

ＡＲの面積割合が比較的高いのはアメリカ、ＮＺ、フランス、ドイツ、オーストリア、

ＥＵ28、森林減少（以下「Ｄ」という。）の面積割合が高いのはフランスであることが分か

る。 

                                                 
1 Net Implied Carbon Stock Change Factor 
2 ＦＭ林とＦＬ→ＦＬの面積が完全に一致しないのは、条約下は転用のあった森林（以下「Ｌ→ＦＬ」と

いう。）が一般的に 20 年経過するとＦＬ→ＦＬのカテゴリーで報告されるが、ＫＰ下では 1990 年以降の

ＡＲ即ちＬ→ＦＬがあった場所は 20 年以上経過してもＡＲのまま報告するとされており、ＦＭ林＜ＦＬ→

ＦＬとなるため。 
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表 2.2 各国の森林資源（面積）の状況（出所:ＣＲＦ、ＦＡＯ、ＫＰ-ＬＵＬＵＣＦ） 

  

ＦＡＯ（2010） 
ＵＮＦＣＣＣ

（2014） 
ＣＰ１（2014） 

森林等（kha） 

森林のうち

保護区の面

積割合 

森林のうち

植林地の面

積割合 

条約下の算定

対象森林面積

（kha） 

条約下の算定対象森林全体

に対するＫＰの面積割合 

ＡＲ Ｄ ＦＭ 

アメリカ 318,955 10% 8% 297,910 3.9% 2.8% 96.1% 

カナダ 402,085 8% 3% 231,755 0.0% 0.4% 100.0% 

ＮＺ 10,826 44% 22% 9,952 6.6% 1.5% 91.4% 

フィンラ

ンド 
23,269 9% 27% 22,024 0.8% 1.5% 99.1% 

ノルウェ

ー 
12,768 9% 15% 12,107 0.5% 1.1% 99.5% 

フランス 17,572 2% 10% 23,625 5.6% 4.5% 90.8% 

ドイツ 11,076 25% 48% 11,250 4.4% 2.3% 95.6% 

オースト

リア 
4,006 17% - 4,013 4.9% 1.7% 96.0% 

ＥＵ28 159,454 13% 27% 164,739 5.0% 1.8% 95.1% 

 

2.3.2. 各国の森林吸収量 

表 2.3 は、ＣＰ１のＡＲ、Ｄ、ＦＭの吸収量の平均を基準年排出量に対する割合で示し

たものである。表 2.3ＡＲによる吸収量の割合が最も高いのはＮＺである。Ｄによる排出

量が高い国はＮＺ、フィンランド、ノルウェーである。ＦＭによる吸収量の割合が高いの

はフィンランドとノルウェーであり、基準年排出量の半分以上に相当する。ＮＺを除いた

国のＦＭによる吸・排量の割合はＡＲに比べると高く、カナダは基準年排出量比 5.7％の排

出、一方、ノルウェーは同 62.3％の吸収と、各国で著しく異なっている。  
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表 2.3 ＣＰ１での吸収・排出量（基準年排出量比）の平均（出所:ＣＰ１各年の（2009～

2013年）ＣＲＦ） 

  

ＣＰ１での吸収・排出量の平均 

（基準年排出量比） 

ＡＲ（吸収） Ｄ（排出） ＦＭ（吸収） 

アメリカ - 0.0% 12.8% 

カナダ 0.1% 2.1% 5.7%（排出） 

ＮＺ 29.6% 6.5% 14.8% 

フィンランド 0.1% 4.1% 53.3% 

ノルウェー 1.0% 4.7% 62.3% 

フランス 1.6% 2.6% 10.3% 

ドイツ 0.5% 0.2% 3.8% 

オーストリア 2.3% 0.8% 2.1% 

ＥＵ28 1.3% 0.9% 9.4% 

ＡＲ、Ｄ、ＦＭを算定・計上していない国は、Ｌ→ＦＬ, ＦＬ→Ｌ, ＦＬ→ＦＬの値で代替。 

 

次にＦＬ→ＦＬ林の吸収・排出量の推移を図 2.2に示す。ＦＬ→ＦＬはブロードアプロ

ーチを採用する国にとっては、ＦＭ林とほぼ同義である。 

 

 

図 2.2 1990-2012年のＦＬ→ＦＬ（≒ＦＭ）の森林吸収量の推移（出所:ＣＲＦ） 

注：無印は＋（プラス）で吸収を表し、－（マイナス）は排出を表す。 
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ノルウェーとフィンランドのＦＬ→ＦＬ林の吸収量はＣＰ２のＦＭ算入上限値分（3.5％）

を毎年大幅に上回っている。ＦＭ算入上限値に対してＥＵ28、我が国はやや上回る程度、

ドイツはぎりぎりのところを推移していることが分かる。カナダについては、自然攪乱の

影響で年ごとの変動が激しくＣＰ１では排出量が基準年排出量比で 10％を超えており、Ｋ

Ｐの目標達成に大きな影響を及ぼすレベルである。ＮＺについても 1990年には同比で 30％

超の吸収量があったにも関わらず、2002年には排出源に変化しており、その変動は大きい。 

 

2.3.3. 各国の森林面積と基準年排出量の比較 

2.3.2のとおり、ＦＭの吸収・排出量を基準年排出量の割合に表すと各国によって大きな

差があることが分かった。その主要因は、図 2.3 のとおりＦＭ林面積と基準年排出量の相

関が低いことである。ただし、回帰直線より右下の国（カナダ、ＮＺ、フィンランド、ノ

ルウェー、フランス、オーストリア）は基準年排出量に対して森林面積の割合が大きくＦ

Ｍの吸収・排出量の影響が大きい国、一方、回帰直線より左上の国（アメリカ、ドイツ、

ＥＵ28）はその逆でＦＭの吸収・排出量の影響が小さい国とおおまかに分類できる。前者

は、カナダ、ＮＺのように一度排出源になると基準年排出量比で５％以上の排出をもたら

し目標達成に大きなリスクを及ぼすことになる。逆にこれらの国は吸収源でありさえすれ

ば、フィンランドやノルウェーのように 60％近くの吸収量が期待されるが、ＦＭ算入上限

値である 3.5％以上は計上できないことになっているので、リスクの割にはメリットが少な

い状況である。回帰直線より左上の国は、基準年排出量が大きいので、ＦＭ吸収・排出量

ともに全体への影響が少ない国である。 

 

 

図 2.3 基準年排出量とＦＬ→ＦＬ（≒ＦＭ林）面積の関係（出所:ＣＲＦ） 
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2.3.4. 各国の吸収量と吸収量に影響を与えている森林・林業 

 ここまで各国の森林面積、基準年排出量、森林吸収量の３つの関係性について整理した。

次に吸収・排出量に影響を与えている森林・林業の特徴を明らかにするため、各国の生体

バイオマスプールの Net ICSCF と単位面積あたりの伐採量を比較した。２つの量を単位面

積当たりで比較することで表 2.4のような森林・林業の特徴が見えてくる。 

 

表 2.4 生体バイオマスプールの Net ICSCFと伐採量から予想される森林・林業の特徴 

 単位面積あたりの伐採量 

多 少 

Net ICSCF

（生体バイ

オマス） 

多 集約的な森林経営もしくは生育条

件（気候・土壌）がよいため成長量

が大きい 

成長量に対して伐採量もしくは自然攪乱

による炭素損失が小さい 

少 成長量に対して伐採量が大きい 成長量自体が小さいもしくは成長量に対

して自然攪乱による炭素損失が大きい 

 

まず、各国の生体バイオマスプールの ICSCF は表 2.5 のとおりである。ここで便宜的に

Net ICSCFを 0.3Mg C/ha以下、0.3～0.7Mg C/h、0.7 MgC/ha以上の３段階に分けて各国の

状況を見ると、Net ICSCF が 0.3Mg C/ha 以下と低いのはカナダ、ＮＺ、オーストリアであ

る。逆に Net ICSCFが 0.7Mg C/ha以上と高いのはドイツ、日本、フランスである。Net ICSCF

が 0.3～0.7Mg C/ha の間にあるのが、残りのアメリカ、フィンランド、ノルウェー、ＥＵ

28である。しかし、Net ICSCFだけでは、多少が成長によるものなのか伐採･自然攪乱によ

るものなのかは判断がつかない。 

 

表 2.5 生体バイオマスプールの ICSCF（出所:ＣＲＦ） 

  
ＣＰ１におけるＦＬ→ＦＬの生体バイオマスプールの ICSCF（（Mg C/ha）） 

Net  Gain  Loss  

アメリカ 0.5 ストックチェンジ法 

カナダ -0.09 3.473 -3.56 

ＮＺ 0.14 1.17 -1.04 

フィンランド 0.51 1.62 -1.12 

ノルウェー 0.57 0.92 -0.35 

フランス 0.7 1.83 -1.12 

ドイツ 1.03 ストックチェンジ法 

オーストリア 0.25 2.43 -2.17 

ＥＵ28 0.58 1.26 -0.67 

日本 0.82 ストックチェンジ法 

                                                 
3枯死有機物と土壌有機物の炭素増加量も含む 
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そこで、次に単位面積あたりの伐採量を図 2.4 に示す。伐採量が多いのはドイツとオー

ストリア、フランス、低いのはカナダ、ノルウェー、日本であることが分かる。 

 

 

図 2.4 単位面積あたりの伐採量（m3/ha）（出所：ＦＭＲＬサブミッション及びＦＡＯ） 

注：ＦＬ→ＦＬの面積を基に単位面積あたりの伐採量を推定。アメリカ、ＮＺ、ノルウェー、日本はＦＡ

Ｏの丸太生産量を伐採量として計算 

 

生体バイオマスプールの Net ICSCF と単位面積当たりの伐採量とを基に、それぞれの国

がどのカテゴリーに当てはまるか表 2.6にまとめた。 

 

表 2.6 各国の森林・林業の特徴分類 

 単位面積あたりの伐採量 

多（3.9m3/ha以上） 中（1.2～3.9 Mg C/ha） 少（1.2m3/ha以下） 

Net 

ICSCF 

（ 生 体

バ イ オ

マ ス プ

ール） 

高（0.7Mg C/ha

以上） 

ドイツ、フランス

→成長量が大きい 

- 日本→成長量に対し

て伐採量が少ない 

中 （ 0.3 ～

0.7Mg C/ha） 

- アメリカ、フィンラン

ド、ＥＵ28 

ノルウェー 

低（0.3Mg C/ha

以下） 

オーストリア→成

長量に対して伐採

量が多い 

- ・カナダ→自然攪乱に

よる被害が大きい 

・ＮＺ→(天然林の)成

長量自体が小さい 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

1990 1995 2000 2005

アメリカ
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NZ

フィンランド

ノルウェー

フランス

ドイツ

オーストリア

EU28

日本

単
位
面
積
あ
た
り
の
伐
採
量
（

m
3
/h

a
）
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2.3.1～2.3.4 までで明らかになった各国の森林吸収量に影響を与えている森林・林業の

特徴について表 2.7 にまとめた。各国で森林・林業に特徴があることから、森林の吸収･

排出量が異なり、その国が重視する森林吸収源対策や算定･計上ルールも異なることが予想

される。 

 

表 2.7 各国の森林吸収量についての特徴まとめ 

 生体バイオマ

ス プ ー ル の

Net ICSCF 

Net ICSCFに影響を与える森林・林業の特徴 

アメリ

カ 

中 伐採率がそれほど高くないにもかかわらずフィンランドと同程度の Net ICSCF

なのは成長量が遅いため。また、伐採率が同程度のカナダよりも Net ICSCFが大

幅に大きいのは自然攪乱による影響が少ないからである 

カナダ 
低（最低(排出

源)） 

伐採率が高くないのにも関わらず、Net ICSCFが低いのは成長量が低く、自然攪

乱による影響が大きいため 

ＮＺ 

低 ・全ＦＭ林の伐採率は低いが、全森林の 80％近くを占める在来種天然林につい

ては、基本的に伐採が禁止されており、かつ成長量が小さく吸収・排出量の変動

が少ない 

→人工林は伐採率が高く、その成長量・伐採量が全森林の吸収・排出量に大きな

影響を及ぼす 

フィン

ランド 

中 ＮＺと同程度の単位面積あたりの伐採率だが成長量が大きい。全森林の 30％程

度ある比較的広い植林地とＮＺに比べ伐採可能な天然林が広範囲に存在するた

め。 

ノルウ

ェー 

中 フィンランドと同程度の Net ICSCFで、生育条件もそれほど違いはないが、成長

量及び伐採率が低いのは、同国に比べ林業が盛んではないため 

フラン

ス 

中 伐採率はオーストリアと同程度だが Net ICSCFが高いのは、生育条件が好条件も

しくは集約的な林業経営により成長量が高いため 

ドイツ 

高（最高） 伐採率が高いにも関わらずNet ICSCFが高いのは伐採によるロスを補うだけの成

長量があるためであり、これは植林地の面積割合が高く集約的森林経営が行われ

ているからである 

オース

トリア 

低 ドイツと同レベルの伐採率であるが、Net ICSCFが低い。ドイツと気候・土壌条

件はそれほど変わらず、比較的粗放的森林経営で行われている 

ＥＵ28 
中 各国で森林の状況・特徴は異なる。フィンランド、ノルウェー、スウェーデン以

外は、基準年の排出量に対してＦＭ林面積の割合が低い。 

日本 
高 ドイツと同レベルの Net ICSCFだが、伐採率が低く、自然攪乱による影響も少な

いことを考慮すると成長量がドイツに比べて低いことが推測される 
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次に各国のＮＣ６より、森林吸収源対策に関する政策等を表 2.8 のとおり整理した。森

林吸収源対策としては、①吸収量増加、②排出量削減、③木材・木質バイオマス利用促進

の３つが考えられる。①や②はＦＭ算入上限値分の吸収量達成に直接貢献できると言える。

③については、ＣＰ２よりＨＷＰが算定対象となるなど炭素貯蔵効果は評価されており、

また木質バイオマス燃料利用促進については、排出量とは直接関係する一方、短期的な森

林自体の吸収量の増加には貢献しないが、化石燃料代替による気候変動の緩和への貢献が

期待できる。 

 

表 2.8 ＮＣ６に記載されている森林吸収源に関する政策・対策（出所:ＮＣ６） 

  
ＮＣに記載されている森林吸収源に関する政策・対策 

①吸収量増加 ②排出量削減 
③木材・木質バイオマス利用促進 

炭素貯蔵 代替効果 

アメリカ   
・火災リスク減少と強靭

性増強 
  

・小径木や低品質木材の

バイオマス利用促進 

カナダ 
各州政府が、天然更新よりも品種改良された樹種の植林や林地残材のバイオマ

ス利用等を促進 

ＮＺ 
植林促進のため

の補助金 

排出量取引制度による

森林減少抑制 
    

フィンラ

ンド 
伐採後３年以内の植林   木質バイオマス促進 

ノルウェ

ー 

伐採、植林、施肥

によるストック

増加 

植栽の高密度化や若齢

林の伐採を禁止による

森林減少抑制 

  木造建築促進 

フランス     
木材製品

促進 
木質バイオマス利用促進 

ドイツ 
炭素固定機能向

上のための基金 
  炭素貯蔵・固定のための基金 

オースト

リア 

多様性、生産性、更新能力、存続性の維持

のための保全 
  

ＥＵ28 
農村開発におけ

る森林経営 
森林火災情報システム等   

日本 間伐促進   
  木質バイオマス利用促進 

木材利用促進 
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表 2.7及び表 2.8でまとめた各国の特徴を基に、表 2.9のような理由でヒアリング対象

国を選定した。 

 

表 2.9 ヒアリング対象国選定の理由 

 ＫＰ参加 or

不参加 

①基準年排出量

VS②ＦＭ林面積 

ヒアリング選定の理由（調査すべき事項等） 

カナダ ・ＣＰ１脱退 

・ＣＰ２不参

加  

①＜② ・自然攪乱の影響で排出源になっている唯一の国 

・CBM-CFS3 という炭素推定モデルによって森林の

吸収・排出量を推定している 

ＮＺ ・ＣＰ１参加 

・ＣＰ２削減

目標設けず

参加 

①＜② ・ＦＭよりもＡＲの吸収量の割合が高い唯一の国 

・ＣＰ２で伐期を迎えるＦＭ林が多い中、どのよう

な森林吸収源対策に取り組もうとしているのか 

フ ィ ン

ランド 

・ＣＰ１参加 

・ＣＰ２参加 

①＜② ・ＣＰ１ではＦＭ算入上限値を大きく上回る吸収量

があった国 

・どのような森林吸収源対策に取り組もうとしてい

るのか 

ドイツ ・ＣＰ１参加 

・ＣＰ２参加 

①＞② ・既に集約的森林経営が行われている中、どのよう

にＦＭの森林吸収量を増加させようとしている

のか 

韓国 ・義務なし - ・日本と似たＦＭ算定方法を指向している 

①＜②：ＦＭの吸収・排出量の影響が大きい（吸収・排出量の基準年排出量比が大きくなりやすい） 

①＞②：ＦＭの吸収・排出量の影響が小さい（吸収・排出量の基準年排出量比が大きくなりにくい） 

 

2.4. 各国の森林吸収量の算定方法の比較 

附属書 I国の 2014年提出国家インベントリ報告書（ＮＩＲ）及び共通報告フォーマット

（ＣＲＦ）を基に、各国のＬＵＬＵＣＦ分野における炭素蓄積変化量の算定方法の比較を

行った。なお、各国の算定方法の詳細については別添Ａに記す。 

各国の炭素蓄積変化量の算定方法の概要とサブカテゴリーを表 2.10に示す。それぞれの

国において、国土や森林の特徴、国家森林インベントリ（以下「ＮＦＩ」という。）の実績

等に基づき、各国に適した調査・算定方法が取られている。特に調査した国においては、

ＮＦＩが確立されて継続実施されており、また国独自のバイオマス・土壌モデルが整備さ

れ、航空・衛星写真を積極的に活用している国も多い。 

森林のサブカテゴリーとしては、緯度や標高等によって森林タイプが異なる地域がある

国では、それに即してサブカテゴリーを設置し、それぞれの地域に適した算定方法を取っ

ている国が多い。一方、ＮＺでは 1990年以前/以降の天然林/植林地という活動ベースのサ
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ブカテゴリーを設置している。 

 

表 2.10 各国の算定方法の特徴及びサブカテゴリー（出所:ＮＩＲ） 

国 特徴 サブカテゴリー 

ノルウェ

ー 

・1919年にＮＦＩ開始。1994年からは現

行プロットにおける調査を5年周期で継

続実施、バイオマス・土壌モデルを整備 

①２分類（有機質土壌、ＮＦＩ対象

森林） 

②低地、山岳部、最北部低地/山岳 

フィンラ

ンド 

・独自手法で多数の独特な配置のプロッ

トを効率的に調査、衛星データを活用 

・調査データによりHWP蓄積量を推定 

①なし 

②南部（３地域）、北部（３地域） 

オースト

リア 

・1980年代より独自手法により固定プロ

ットの計測を継続、近年ＡＲＤ活動調査

ＮＦＩ実施、バイオマス・土壌モデルを

整備 

①３分類（針葉樹林、広葉樹林、非

生産林） 

ドイツ 

・別目的から整備された5種類の面積情

報を用いてなるべく内挿・外挿をせずに

毎年面積を推定しているため不確実性

が低い 

①なし 

②３分類（落葉樹林、針葉樹林、混

交林） 

フランス 

・リターと土壌から吸収・排出量を0

（Tier1）とし、それの妥当性も説明し

ており、今後Tier2以上で推定する計画

は記載されていない。 

①６分類（温帯・熱帯広葉樹林、針

葉樹林、混交林、ポプラ林、非管理

森林） 

カナダ 

・各州のインベントリを統合、バイオマ

ス土壌炭素動態モデルCBM-CFS3を構築 

・火災、虫害等の各種統計データを活用 

①15分類（生態系ゾーン別） 

②各州管理の635分析ユニット 

アメリカ 

・３段階系統的サンプリングにより土地

利用からバイオマス・森林健全度まで調

査 

・調査データによりＨＷＰ蓄積量を推定 

①なし 

②50州を11地域に分割 

ＮＺ 
・４サブカテゴリー別に最適なアプロー

チを採用、リモートセンシングを活用 

①４分類（1989年以前の天然林/植林

地、1990年以降の天然林/植林地） 

注：サブカテゴリー：ＮＩＲやＣＲＦによる報告に用いられるＦＬ→ＦＬ又はＬ→ＦＬのカテゴリーより

も細分化されたカテゴリーのこと。①はＣＲＦにて細分化して報告されているサブカテゴリー。②実際の

炭素蓄積変化量推定の際に区分されるサブカテゴリー（①と同じ場合は省略） 

 

2.4.1. ＮＦＩ（国家森林インベントリ） 

各国のＮＦＩ実施状況を表 2.11に示す。調査を行ったすべての国において、地上サンプ

リングプロット調査を基本としたＮＦＩが実施されている。ヨーロッパ諸国では、数十年

のＮＦＩ実施の歴史があり、現在では概ね５年毎に全国土に系統的に配置された固定プロ

ットの計測を行うシステムが構築されている。 
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一方、国土面積の広いカナダとアメリカについて、カナダは 1940年代、アメリカは 1930

年代から州レベルで森林インベントリが実施されてきており、現在では各州で実施してい

るインベントリをＮＦＩとして統合するシステムが構築されている。同時に、航空・衛星

写真を積極的に活用しており、森林面積の推定等に使用している。 

ＮＺでのＮＦＩの歴史は浅く、2000年以降に、条約下及びＫＰ下での報告を念頭に、1989

年以前/1990 年以降の森林に分類して地上プロット調査と航空機による計測を組み合わせ

た独自のシステムを構築し、ＮＦＩを実施している。 

ほとんどの国では、プロット内の立木の毎木調査を基本としているが、フィンランドと

ドイツではビッターリッヒ法4により多数のプロットを計測している。オーストリアでは、

両者を組み合わせた独自の調査方法を採用している。 

 

表 2.11 各国ＮＦＩの概要（出所:ＮＩＲ） 

国 最新ＮＦＩのプロット 調査年 

ノルウェ

ー 

・プロット間隔：3x3kmグリッド 

（一部の地域で3x9km/9x9km） 

・プロット数：22,008 

・プロット形状：円形、250m2 

・1919年よりＮＦＩを実施 

・1994-98年のＮＦＩより、現在の5年サ

イクルの固定プロット測定を開始 

・最新データは2010-14年のＮＦＩ 

フィンラ

ンド 

・クラスタ間隔：3-9km (地域で異なる) 

・プロット数：約67,000 

・クラスタ形状：9～14プロット/クラ

スタ（250-300m間隔、一部固定） 

・1922年よりＮＦＩを実施 

・ＮＦＩ10（2004-08年）より5年毎に計

測 

・最新データはＮＦＩ11（2009-13年） 

オースト

リア 

・クラスタ間隔：4x4km グリッド 

・クラスタ数：約5,600 

・クラスタ形状：二重同心円（4プロッ

ト、200ｍ角に配置、各21/300m2） 

・1961年より5-10年間隔でＮＦＩを実施 

・1981年以降、固定プロットを計測 

・最新データは、2007-09年（7回目）及

び2012-14年（ＡＲＤ活動サイト） 

ドイツ 

・クラスタ間隔：4x4kmグリッド 

・クラスタ数：約20,000 

・クラスタ形状：4プロット/クラスタ 

（150m間隔、固定） 

・1987年よりＮＦＩを実施 

・ＮＦＩ1987、ＮＦＩ２002、ＮＦＩ2012

は2～4年間で実施（2008年にＧＨＧイン

ベントリ用に8x8kmグリッドで実施） 

フランス 

・プロット間隔：1.41x1.41kmグリッド 

（一部の地域でより低密度） 

・プロット数：約7,000 

・プロット形状：四重円形、半径25m 

・1958年から12年間隔で実施 

・2004年から、新しい系統的サンプリ

ング法により５年サイクルのＮＦＩを

実施 

                                                 
4 ビッターリッヒ法：林内の一点に立って周囲の立木の胸高直径を一定の水平視準角で視準し、視準角より大きく

見える立木の本数をカウントして定数を乗じることで単位面積当たりの胸高断面積合計を簡便に推定する方法。 
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カナダ 

・プロット間隔：20x20kmグリッド 

・プロット数：1,150（地上調査） 

・プロット形状：二重円形、50/400m2 

・全国635分析ユニットを各州で管理 

・手法は州によって異なる。 

・1949年から一部の州で調査実施 

・1981年にＮＦＩ（CanFI）を構築し、

2006年よりNFC-MARSを運用。 

・最新データはCanFI 2001、一部の州

ではより最新データを使用 

アメリカ 

[フェーズ1]  1x1kmグリッド、写真判

定 

[フェーズ2]  5x5 kmグリッド、4プロ

ット/クラスタ、円形、0.06ha、12万プ

ロット 

[フェーズ3]  20x20km、森林健全度 

・1930年代より各州で調査実施 

・1998年にＮＦＩを導入し、5-10年間

で全固定プロットを計測（フェーズ2） 

・最新データは州で異なる(2002-12年) 

ＮＺ 

[1989年以前の天然林] 1,256プロット、

8x8kmグリッド、0.04ha、20x20m矩形 

[1989年以前の植林地] 192プロット、

8x8km、0.06ha円形、4プロット/クラス

タ（一部にLiDAR5プロットを設置） 

[1990年以降の天然林/植林地]約20/ 

342プロット、4x4km、形状：同上 

[1989年以前の天然林] 1回目2002-07

年, 2回目2014年 

[1989年以前の植林地] 2010年のみ 

[1990年以降の天然林] 2012年のみ 

[1990年以降の植林地] 1回目 2007-08

年, 2回目 2011-12年 

 

2.4.2. 活動データ 

各国の活動データ（面積）の把握方法を表 2.12に示す。ヨーロッパ諸国では、全国土に

系統的に配置された地上プロットにおける土地利用区分データを全国土で集計することで

面積を推定している。最近では航空写真も補助データとして土地利用変化の判定に使用さ

れている。一方、カナダ、アメリカ、ＮＺでは、全国土に写真プロットを系統的に配置し、

航空・衛星写真を用いて各プロットにおける土地利用を判定し、それを基に全国土の面積

を推定している。 

地上および写真プロットの調査は５年程度のサイクルで行われるため、毎年の面積は、

ほとんどの国ですべて測定データを内挿・外挿することで推定している。特にフィンラン

ドにおいては、５年サイクルＮＦＩにおける各年測定結果の移動平均により毎年の面積を

推定し、毎年の測定結果をその年の面積に反映させる工夫を行っている。ノルウェーにお

いても、５年サイクルＮＦＩで測定する１年分（全体の 1/5）が国土全体を代表するように

プロットを配置し、５年分を積算することで各年の面積を推定している。 

 

                                                 
5 LiDAR：森林等に対して航空機等からパルスレーザー光を照射し、その反射データの解析

から樹木等の高さや形状を測定する方法。 
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表 2.12 各国の活動データ把握方法（出所:ＮＩＲ） 

国 バックデータ 把握方法 

ノ ル ウ

ェー 

・ＮＦＩ 

・統計データ 

・航空写真 

・各プロットの土地利用区分比率と各プロットが代表する

面積を掛けて５年間の測定分（毎年1/5のプロットを測定）

を積算 

・航空写真により、前回未調査のプロットの状況を確認 

フ ィ ン

ランド 

・ＮＦＩ 

・航空・衛星写真 

・各土地利用に分類されるプロット中心点数の比率を基に

面積を推定（一部、航空・衛星写真により分類） 

・５年移動平均により各年の面積を推定 

オ ー ス

トリア 

・ＮＦＩ 

・航空写真 

・各プロットの土地利用区分を基にＮＦＩ実施中間年の面

積を推定、内挿法により毎年の面積を推定 

・土地利用変化の可能性があるプロットは航空写真で確認 

ドイツ 

・ＮＦＩ 

・航空写真（主題

図）、衛星写真（分

類図、３種類） 

・５つのバックデータ（レイヤ）が対象とする年は異なる。 

・ＮＦＩの格子点（４km×４km）をサンプリングポイント

とし、ＮＦＩで森林・非森林を確認して面積を把握 

・ＮＦＩ情報がない年は別レイヤで森林・非森林を特定 

フ ラ ン

ス 

・航空写真 ・毎年、航空写真にて全土地利用区分にサンプリング点を

設け土地利用を判読し、面積比率で推定（ＮＦＩのサンプ

リングとは独立） 

・サンプリング率は予算によって毎年異なる 

カナダ 

・航空・衛星写真 

・ＮＦＩ、各州のイ

ンベントリデータ 

・南部は航空写真のプロット（約18,850）、北部は衛星写

真の土地利用率から基準年の面積を推定 

・基準年間の森林減少速度を内挿して各年の面積を推定 

ア メ リ

カ 

・航空・衛星写真 

・ＮＦＩ、土地利用

データベース 

・航空・衛星写真により写真プロット（900万以上）の土

地利用を判定して積算（フェーズ１） 

ＮＺ 

・航空・衛星写真、

土地被覆データベ

ース等 

・航空・衛星写真等を基に基準年の土地利用地図を作成し、

面積を推定 

 

2.4.3. 生体バイオマス炭素蓄積変化量の算定方法 

各国の生体バイオマスにおける炭素蓄積変化量（ＦＬ→ＦＬ）の算定方法を表 2.13に示

す。すべての国において、ＮＦＩにおける地上プロット調査結果と生体バイオマスモデル

を基に算定を行っている。生体バイオマスモデルは、各国の主要樹種や森林タイプ別に最

適化されたモデルを用いている。ヨーロッパ諸国では、胸高直径（ＤＢＨ）や樹高等をパ

ラメータとした単木のアロメトリ式が代表的な樹種及び樹木成分（幹、枝、葉、根等）別
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に整備されている。アメリカにおいても、同様なモデルが「成分比率法（ＣＲＭ）」として、

地域・森林タイプ別に整備されている。 

カナダにおいては、樹種・地域別の収穫表や伐採・自然攪乱データ等を用いて、バイオ

マスと土壌を統合した炭素動態モデル CBM-CFS3を用いて算定を行っている。ＮＺでは、天

然林に対しては樹種別のアロメトリ式を使用し、植林地に対しては収穫表を作成して算定

を行っている。 

 

表 2.13 各国の生体バイオマス炭素蓄積変化量の算定方法（出所:ＮＩＲ） 

国 方法論 バックデータ 計算方法 

ノルウェ

ー 

・ストックチェン

ジ法（Tier 3） 

・ＮＦＩ 

・伐採統計 

・主要３樹種別の生体バイオマスモデ

ルを用いて、プロット毎の生体バイオ

マス量を算定 

フィンラ

ンド 

・ゲイン・ロス法

（Tier 2/3）※ 

・ＮＦＩ 

・伐採統計 

・樹種・土壌・地域別生体バイオマス

モデルによりプロット毎の炭素増加

量を算定、伐採量等から算定した減少

量を減算 

オースト

リア 

・ゲイン・ロス法

（Tier 3） 

・ＮＦＩ 

・伐採統計 

・生産林に対して、針葉樹/広葉樹・

林齢別生体バイオマスモデルにより

プロット毎の生体バイオマス変化量

を算定 

ドイツ 

・ストックチェン

ジ法（Tier 2） 

・ＮＦＩ 

・森林経営計画

（旧東ドイツ） 

・既存の材積式を用いていたが現在は

有効化（Validation）済みの生体バイ

オマスモデルを開発して利用 

フランス 

・ゲイン・ロス法

（記載なし）6 

・ＮＦＩ 

・伐採統計 

・成長量と枯死量は２時点のＮＦＩか

ら算定、伐採量は伐採統計（2004年以

前）（2005年以降）から算定 

カナダ 

・ストックチェン

ジ法（Tier 3） 

・ＮＦＩ、各州デ

ータ 

・樹種/地域別収

穫表、伐採/火災/

虫害/気候データ 

・植物体・土壌炭素動態モデル

CBM-CFS3により、州・生態ゾーン・主

要樹種/森林タイプ別に、年間成長量

及び間伐等による炭素転移量を算定 

アメリカ 

・ストックチェン

ジ法（Tier 3） 

・ＮＦＩ（FIA） ・森林タイプ別の生体バイオマスモデ

ル（成分比率法）により面積当たりの

炭素量を算定、プロットが代表する面

積を掛ける 

                                                 
6 フィンランドは、Tier 2か Tier 3か明記していない。以下の表も同じ。 



21 

 

 

ＮＺ 

・ストックチェン

ジ法（Tier 2） 

・ＮＦＩ地上調査

データ、LiDARデ

ータ等 

・天然林：樹種別生体バイオマスモデ

ルによりプロット毎の炭素蓄積変化

量を算定 

・植林地：ＮＦＩ/LiDARデータに基づ

いて収穫表を作成し、炭素蓄積量を算

定 

 

2.4.4. 枯死木・リター・土壌炭素蓄積変化量の算定方法 

各国の枯死木・リター・土壌プールにおける炭素蓄積変化量（ＦＬ→ＦＬ）の算定方法

を表 2.14と 

表 2.15に示す。ノルウェー、フィンランド、オーストリアでは、鉱質土壌の炭素蓄積変

化量を動的土壌モデル Yasso07 により算定しており、そのモデルへの入力データとして、

ＮＦＩデータ及びバイオマスモデルを用いて枯死木・リターの生成量を算定している。 

カナダにおいては、CBM-CFS3 モデルを用いて、生体バイオマスの炭素蓄積変化量と同時

に算定を行っている。アメリカにおいても、独自の腐朽モデル等により地域・森林タイプ

別に算定している。ＮＺでは、ＮＦＩデータを基にした独自のモデル計算と実験データよ

り算定している。 

有機質土壌については、フィンランドでは、ゲイン・ロス法により枯死木変化量と地下

部バイオマス投入量の合計から土壌分解量を差し引いて算定している。ノルウェーとＮＺ

では、有機質土壌地域の面積に排出係数を掛けて算定している。他の国では、「排出なし」

あるいは「他の排出源で報告」として個別の算定は行っていない。 

 

表 2.14 各国の枯死木・リター炭素蓄積変化量の算定方法（出所:ＮＩＲ）7 

国 枯死木 リター 

ノルウェ

ー 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・バックデータ：ＮＦＩ、気象データ 

・樹種別生体バイオマスモデルによりプロット毎の枯死木・リター生成量を計算し、

動的土壌モデルYasso07に入力して鉱質土壌の炭素蓄積変化量を算定 

フィンラ

ンド 

・ゲイン・ロス法（Tier2/ 3） 

・バックデータ：ＮＦＩ、土壌調査データ、伐採統計、リター生成率、気象データ 

・樹種・土壌・地域別生体バイオマスモデルを用いてリター生成量を計算し、Yasso07

モデルにより枯死木/リター/土壌の炭素蓄積変化量を算定 

                                                 
7 Tierの記載がない国はＮＩＲに Tierを明記していない。以下の表も同じ。 
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オースト

リア 

・ストックチェンジ法（Tier 3） 

・バックデータ：ＮＦＩ 

・針葉樹/落葉樹別の幹材炭素量変換

係数を使用して算定 

・ゲイン・ロス法 

・バックデータ：ＮＦＩ、土壌/気象データ 

・プロット毎のリター生成量をYasso07モデ

ルに入力して炭素蓄積変化量を算定 

ドイツ 

・ストックチェンジ法 

・バックデータ：ＮＦＩ 

・樹種、腐朽段階別に変換係数で算定 

・ストックチェンジ法 

・バックデータ：土壌インベントリデータ 

・サンプリング点の実測値より算定 

フランス 

・ストックチェンジ法  ・バックデータ：ＮＦＩ 

・枯死木量はＮＦＩデータを基に算定（排出量の推定方法は記載なし） 

・リターは伐採量の10％が投入され、変化量は0（年内に排出）と仮定（Tier1） 

カナダ 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・バックデータ：ＮＦＩ、各州インベントリデータ、有用木材ライブラリデータ等 

・CBM-CFS3を用いて、生体バイオマスの炭素蓄積変化量と同時に算定 

アメリカ 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・バックデータ：ＮＦＩ 

・生体バイオマスモデル/枯死木腐朽

モデル等により地域・森林タイプ別に

算定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・バックデータ：ＮＦＩ 

・林床腐朽モデルにより、皆伐後の年数の

関数として地域・森林タイプ別に算定 

ＮＺ 

・ストックチェンジ法（Tier 2）  ・バックデータ：ＮＦＩ 

・天然林：ＮＦＩデータ（枯死木）および実験データ（リター）を用いて算定 

・植林地：「生体バイオマス」と同様に、ＮＦＩデータより作成した収穫表を基に

算定 

 

表 2.15 土壌炭素蓄積変化量の算定方法（出所:ＮＩＲ） 

国 鉱質土壌 有機質土壌 

ノルウェ

ー 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・バックデータ：ＮＦＩ、気象データ 

・計算方法：Yasso07モデルを使用して枯死

木・リターと同時に算定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・バックデータ：排水面積の統計デー

タ 

・計算方法：排水が実施された有機質

土壌のみを対象とし、排出係数を使用 

フィンラ

ンド 

・ゲイン・ロス法（Tier2/ 3） 

・バックデータ：（枯死木・リターと同じ） 

・Yasso07モデルを使用して枯死木・リター

と同時に算定 

・ゲイン・ロス法 

・バックデータ：ＮＦＩ 

・枯死木変化量と地下部バイオマス投

入量の合計から土壌分解量を減算 
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オースト

リア 

・ゲイン・ロス法 

・バックデータ：（リターと同じ） 

・Yasso07モデルによりリターと同時に算定 

（有機質土壌からの排出なし） 

ドイツ 

・ストックチェンジ法 

・バックデータ：土壌インベントリデータ 

・「リター」と同様の方法で算定 

・バックデータ：土壌調査マップ 

・排水された泥炭地面積と排出係数よ

り算定 

フランス ・0としている（Tier1） ・0としている（Tier1） 

カナダ 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・バックデータ：（枯死木・リターと同じ） 

・計算方法：CBM-CFS3を用いて、生体バイ

オマスの炭素蓄積変化量と同時に計算 

（他の排出源の排出に含めて報告） 

アメリカ 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・バックデータ：ＮＦＩ、統計データ 

・腐朽モデルにより、地域・森林タイプ別

に平均土壌有機物密度を算出 

（他の排出源の排出に含めて報告） 

ＮＺ 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・バックデータ：土壌炭素モニタリングシ

ステム、国家土壌データベース等 

・国固有データ及びモデルにより算定 

・ストックチェンジ法（Tier 1） 

・バックデータ：土壌分類、気候デー

タ 

・計算方法：上記データより有機質土

壌エリアを求め、排出係数を掛ける 

 

2.4.5. ＨＷＰ炭素蓄積変化量の算定方法 

各国のＨＷＰ条約報告における炭素蓄積変化量の算定方法を表 2.16に示す。フィンラン

ドでは、木材製品インベントリデータと建築物ストック統計等を基に、ストックチェンジ

法によって算定している。他の国ではプロダクション法を採用しており、伐採データと木

材製品の貿易統計等のデータを基に算定している。製品寿命については、ＩＰＣＣデフォ

ルト値を用いている国が多いが、アメリカでは調査結果から算定した製品寿命の値を用い

ている。 

 

表 2.16 各国のＨＷＰ炭素蓄積変化量の算定方法（出所:ＮＩＲ）8 

国 方法論 バックデータ 算定方法 

ノルウェ

ー 

・プロダクション法

（Tier 1）（ＮＩＲはデ

フォルト法で報告） 

・伐採量データ、丸太・

木材チップ生産量・輸出

入量データ 

・製品寿命等にＩＰＣＣ

デフォルト値を用いて、

一次減衰法により算定 

                                                 
8 オーストラリア、ドイツ、フランス、NZはＮＩＲに記載なし 
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フィンラ

ンド 

・ストックチェンジ法

（木材製品：Tier 3、紙

製品：Tier 1） 

・木材製品インベントリ

データ、建築物ストック

統計、建築・住宅統計等 

・木材製品：調査データ

と一次減衰法により算

定 

・紙製品：ＩＰＣＣデフ

ォルト値を使用 

カナダ 

・プロダクション法

（Tier 2） 

（CBM-FHWP法） 

・CBM-CFSデータ、木材

貿易データベース 

・CBM-CFSで算定した炭

素量を入力データとし

て蓄積変化量を算定 

アメリカ 

・プロダクション法 

（ストックチェンジ

法・大気フロー法の結果

も掲載） 

・主要製品生産量、製品

寿命、廃棄物量、貿易量

データ 

・調査結果から算定した

製品寿命と一次減衰モ

デルを用いて算定 

 

2.4.6. ＫＰ報告 

各国のＫＰ下報告の概要と条約下報告との関係を表 2.17 に示す。すべての国において、

基本的に条約下報告を基に、同方法で算定した結果を報告している。ＡＲＤ活動において

は、国によって若干の定義の差があるが、基本的に森林からの転用地／森林への転用地を

対象サイトとしている。なお、オーストリアとＮＺは、ＫＰの報告を念頭に置いたＮＦＩ

を実施している。ＦＭ活動については、ノルウェーとフィンランドが採択しており、基本

的にＦＬ→ＦＬをすべて対象としている。 

 

表 2.17 各国のＫＰ報告の概要（出所:ＮＩＲ） 

国 ＡＲ活動 Ｄ活動 ＦＭ活動 

ノルウェ

ー 

・農地・草地・開発地から

森林への人為的な転用の

みを対象とし、条約下報告

データを基に算定 

・森林から農地・草地・

湿地・開発地への人為

的な転用のみを対象と

して算定 

・ＦＬ→ＦＬと湿地・そ

の他の土地から森林へ

の人為的でない転用を

対象として算定 

フィンラ

ンド9 

・森林への転用地を対象と

し、条約下報告と同方法で

吸収変化量を算定 

・森林からの転換地を

対象として算定 

・ＦＬ→ＦＬをすべて対

象地として算定※ 

オースト

リア 

・ＡＲＤサイトを対象とし

たＮＦＩ（2011/13)と航空

写真を基に、森林への転用

地をすべて対象として算

定 

・森林からの転用地を

すべて対象として算定 

（非採択） 

                                                 
9 フィンランドは、条約下報告とＫＰ報告で森林面積の定義（前者 0.25ha以上/後者 0.5ha

以上）を変えているため、両者の面積は一致しない。 
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ドイツ 

・1990年以降森林へ転用の

あった土地 

・1990年以降非森林へ

転用のあった土地 (後

に森林になってもＤ計

上維持) 

・条約下算定対象である

管理された森林からＡ

Ｒを除いた森林 

フランス 

1990年以降森林へ転用の

あった土地のみ条約下と

同様の算定方法で報告 

・開拓（転用）があっ

た場所は全て人為的と

みなしＤとして計上 

・管理された森林からＡ

Ｒを除いた森林 

ＮＺ 

・条約下報告の「1990年以

降の植林地」における成長

量及び森林への転用等に

伴う排出から算定 

・条約下報告のすべて

の森林の伐採に伴う排

出等から算定 

（非採択） 

 

2.4.7. 不確実性評価 

各国の不確実性評価方法および結果について表 2.18に示す。国によって、ＮＩＲに報告

されている不確実性の示す範囲が異なるが、活動データ（面積）の不確実性（95％信頼区

間）は数％程度、炭素蓄積変化量は数十％程度である。その中で、フランスは面積の不確

実性が大きく、自然攪乱の影響の大きいカナダは、炭素蓄積変化量の不確実性が大きいこ

とがわかる。 

 

表 2.18 各国の不確実性評価結果（出所:ＮＩＲ） 

国 面積 生体バイオマス 枯死木･リター･鉱質土壌 

ノルウェ

ー 

・標準偏差値：<2% 

（専門家判断による） 

・+15%, -13% ・+49%, -19% （枯死有機

物）, +24%, -25% （土壌） 

フィンラ

ンド 

（記載なし） ・サンプリング/モデル 

14.8%/4.7% （合計

15.9%） 

・24.10%（ＦＬ→ＦＬの

炭素蓄積変化量全体：

34.6%） 

オースト

リア 

・統計誤差：±0.2% ・ＬＵＬＵＣＦ分野（1990-2002年平均）：±152% 

ドイツ 
・サンプリング誤差：

1.234% 

・サンプリング誤差×炭

素変換係数誤差：56% 

・同左：枯死木：107％、

リター：125％、土壌：65％ 

フランス ・ＬＵＬＵＣＦ分野：30% ・ＬＵＬＵＣＦ分野：50% 

カナダ 
（記載なし） ・ＦＬ→ＦＬ（CO2排出量）：190% 

・伐採によるC排出量標準偏差：±4-26% (州による) 

アメリカ 
（記載なし） ・森林吸収量：-16.5%, +16.4%、ＨＷＰ：-26.9%, 

+23.5%（合計：-15.3%, +15.2%） 
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ＮＺ 

・1989年以前の天然林/

植林地：4.0%/7.0% 

1990年以降の森林：6.0% 

・ＬＵＬＵＣＦ分野（生体バイオマス/土壌炭素蓄

積変化量） 

1989年以前の天然林：44.3%（9.0/6.1%） 

1989年以前の植林地：30.3%（12.4/9.6%） 

1990年以降の森林：4.6%（8.5/9.6%） 

注：特に記載のない数値は 95％信頼区間を示す。 

 

2.5. ＣＰ２及び次期枠組に向けた各国の算定･計上ルールの考え方 

2.5.1. ＣＰ２の参照レベル設定のアプローチ（文献調査） 

 前述のとおり次期枠組からは参照レベルが採用され、実際のＦＭ吸収量から参照レベル

を差し引いたうちＦＭ算入上限値の分の吸収量が目標達成に利用できることになった。 

Decision 2/CMP.6（カンクン合意）によると参照レベルは次のような要素を考慮しなが

ら透明性ある方法で設定されるとある。 

(a) 関連した歴史的データとＧＨＧインベントリに示されたＦＭからの吸収･排出量 

(b) 林齢構成 

(c) 既に実施されたＦＭ活動 

(d) ＢＡＵ（Business As Usual）にて予測したＦＭ活動 

(e) ＣＰ１におけるＦＭ活動の取り扱いとの継続性 

(f) 16/CMP.1のパラグラフ 110に基づいた計上からの吸収量の除外の必要性 

 

各国は、上記の要素をどのように考慮したかを示すために参照レベルに関するサブミッ

ション（ＦＭＲＬサブミッション）を 2011年に提出している。ＦＭＲＬサブミッションは

カンクン合意の Appendix II にあるガイドラインによって次のような構成で作成すること

が定められている。 

 概要 

 参照レベル設定自体の概要や参照レベル設定時にカンクン合意に提示してあ

るそれぞれの要素をどのように考慮したかを説明 

 参照レベルに含まれているプールとガス 

 参照レベルに含まれているプールとガスの特定と、含まれていないプールが

ある場合はその理由と一貫性の説明 

 アプローチ、方法と使用されたモデル 

 最新のＮＩＲを引用しながら、参照レベル設定の際のためのアプローチ、方

法、モデルについて前提を含めて説明 

                                                 
10 Affirms that the following principles govern the treatment of land use, land-use change and forestry 

activities: (h) That accounting excludes removals resulting from: (i) elevated carbon dioxide 

concentrations above their pre-industrial level; (ii) indirect nitrogen deposition; and (iii) the dynamic 

effects of age structure resulting from activities and practices before the reference year; 
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 参照レベル設定の説明 

 ＦＭ林面積 

 ＦＭ吸収・排出量、ＧＨＧインベントリで報告されたＦＬ→ＦＬとＦＭとの

関係性、ＡＲＤで与えられた情報を含む関連データ。もしあれば、条約下で

のＦＭ→ＦＬとＫＰのＦＭに関する関連データ 

 林齢、成長量、伐期等の森林の特徴とＢＡＵで行われる森林経営に関する情

報を含めたその他の情報 

 過去と予測した伐採率 

 ＨＷＰ 

 不可抗力による自然攪乱 

 16/CMP.1 のパラグラフ 1の(h)の(i)と(ii)に一致したファクタリングアウト 

参照レベル設定で考慮もしくは取り扱われたその他の関連要素に情報について提

供する 

 参照レベルに含まれた政策 

2009年 12月までに採用・実施された政策で参照レベルに考慮された政策自体とそ

れらがどのように考慮されたかの説明 

 

 本節では、各国のＦＭＲＬサブミッションを基に各国の参照レベルの設定方法等につい

て分析する。 

まず、最初に参照レベルの設定方法と値を表 2.19のとおり整理した。このうちＨＷＰの

貢献度合は、ＨＷＰを含む参照レベルの値を含まない値で除して把握することとした。 

ノルウェーと我が国以外は将来予測により 2013-2020年のＦＭの吸収・排出量を推定し、

その平均値をＣＰ２の参照レベルとしている。ＥＵ28 に関しては、独自の将来予測モデル

や歴史的トレンド等に基づき参照レベルを設定する国もあれば、ＥＵ28 の共通将来予測モ

デル（JRC/IIASA/EFI）を利用している国もあり、各々で設定した参照レベルの合計値をＥ

Ｕ28 全体の参照レベルとしている。ＮＺは、ＣＰ２においてＦＭ林にある植林地が一斉に

伐期を迎えることから、附属書Ⅰ国中唯一参照レベルを排出側に設定している。ＨＷＰの

貢献度合い（ＨＷＰを参照レベルに含めることによる吸収量増加分）は、各国によって異

なるが、その中でもドイツはＨＷＰの貢献をかなり高く見積もっていることが分かる。 
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表 2.19 参照レベルの設定方法と値（出所:ＦＭＲＬ サブミッション） 

  

設定方法 

参照レベルの値（％は基準年排出量比） ＨＷＰの貢献度合 

 ①ＨＷＰ含む ②ＨＷＰ含まない 

Gg-CO2 
％ 

（吸収） 
Gg-CO2 

％ 

（吸収） 

Gg-CO2 

（①-②） 

％ 

（①/②） 

カナダ 
Projection-国

独自 
-114,360 19.3 -70,600 11.9 -43,760 162 

ＮＺ 
Projection-国

独自 
- - 11,150 

18.0 

（排出） 
- - 

フィンラ

ンド 

Projection-国

独自 
-20,100 28.7 -19,300 27.6 -800 104 

ノルウェ

ー 

ネット・ネット 

1990 
- - -11,370 22.7 - - 

フランス 
Projection-Ｅ

Ｕ共通モデル 
-66,834 12.0 -62,741 11.1 -4,093 107 

ドイツ 
Projection-国

独自 
-21,582 1.8 -2,067 0.2 -19,515 1044 

オースト

リア 

Projection-国

独自 
-6,516 7.5 -2,121 2.4 -4,395 307 

ＥＵ28 

ＥＵ共通

Projectionモデ

ル＋国独自 

-313,693 5.4 -261,004 4.5 -52,689 120 

日本 
グロスネット-

国独自 
- - 0 0.0 - - 

  

次に、参照レベル設定の計算に含まれたプールや活動について表 2.20に示す。カナダは

自然攪乱による排出の影響が強いが、バイオマス燃焼に関しては過去の最小規模の排出量

しか考慮していないため、参照レベルは実際の吸収･排出量の歴史的トレンドよりも吸収側

にずれ込むことになる（図 2.5参照）。ドイツやオーストリアは鉱物質土壌についてはこれ

までの算定・報告においても Tier１を用いて炭素蓄積の変化はなしとしており、参照レベ

ルでもそのようにしている。鉱物質土壌は大きな吸収源になることが多いので、報告値及

び参照レベルの吸収量は過小評価されている可能性が高い。 
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表 2.20 参照レベル設定の計算に含まれたプールや活動（出所: ＦＭＲＬサブミッション） 

  考慮したプール・活動 

生体バ

イオマ

ス 

枯死木 リター 
硬質土

壌 

有機質

土壌 
ＨＷＰ 

バイオマ

ス燃焼 

カナダ11 ● ● ● ● ● ● ● 

ＮＺ ● ● ● ● ● × × 

フィンラ

ンド 
● ● ● ● ● ● ● 

ノルウェ

ー 
● ● ● ● ● × ● 

フランス ● ● ● ● × ● ● 

ドイツ ● ● Tier1 Tier1 ● ● × 

オースト

リア 
● ● ● Tier1 × ● × 

ＥＵ28 ● ● ● ● ● ● ● 

日本 ● ● ● ● ● × ● 

 

 将来予測に基づきで設定する場合は、何らかの林業モデルによって成長量や伐採量を予

測し、それを基にプール毎の炭素蓄積変化量を推定する。各国が用いたモデルについてＦ

ＭＲＬサブミッションから分かる範囲で表 2.21のとおり整理した。将来予測の出発点の各

プールの現存量はＮＦＩ等を基に推定している国が多い。伐採量に関して需要モデルを使

っていないＮＺ、ドイツ、オーストリアは伐採可能量を基に将来の伐採量を推定していた。 

  

                                                 
11 カナダは過去最小規模の火災による排出量のみ参照レベルに含めている 
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表 2.21 各国が用いたモデルの概要（出所:ＦＭＲＬサブミッション）12 

  参照レベル設定に用いた

モデル（ＨＷＰ以外） 

林業モデルの初

期データ 

モデルによる参照レベル設定

の説明 

カナダ CBM-CFS3（林業モデル） 
州レベルの森林

インベントリ 

森林インベントリを初期デー

タとし、収穫表と面積、自然攪

乱、予定した伐採率から吸収・

排出量を推定 

ＮＺ FOLPI（林業モデル） 

National Exotic 

Forest 

Description 

（NEFD） 

NEFDが森林面積、林齢構成、林

業、伐採率から推定した伐採可

能量を基に、現存量と将来の伐

採率を推定 

フィンラ

ンド 

・SF-GTM（需要モデル） 

・MELA（林業モデル） 
ＮＦＩ 

SF-GTMで推定される需要量か

ら伐採率を推定し、それを成長

モデルである MELAに反映 

フランス ＥＵ28と同じ ＥＵ28と同じ ＥＵ28と同じ 

ドイツ WEHAM（林業モデル） ＮＦＩ 

・WEHAMにより成長量と管理方

法（ex. 間伐強度等）をシミュ

レートし、吸収と排出量を推定 

・伐採率は基本的に可能量で推

定されるが、実現不可能な伐採

は避けるように調整している 

オースト

リア 
PROGNAUS（林業モデル） ＮＦＩ 

・PROGANAUSは収穫表と林業シ

ナリオ（初期の強度間伐、通常

間伐、主伐等）で将来の材積量

を推定している。 

ＥＵ28 

・GLOBIOUM（需要モデル） 

・PRIMES（需要モデル） 

・EFISCEN（林業モデル） 

・G4M（林業モデル） 

・森林インベント

リ（EFISCEN） 

・バイオマス分布

図（G4M） 

PRIMESで木質バイオマスの需

要量、GLOBIOUMでその他の木材

製品の需要量を推定し伐採量

を求め、２つの林業モデルに反

映させる。これらの林業モデル

から推定した吸収・排出量を単

純平均し参照レベルを設定 

  

                                                 
12 ノルウェーと日本はプロジェクションにて参照レベルを設定していないので省略 
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 2013 Revised Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto 

Protocol（以下「ＫＰ Supplement」という。）によると林業モデルの計算で用いられる将

来の伐採率は、参照レベルの値を大きく左右するとある。将来の伐採率を現状よりも高く

予測すれば、その分だけ参照レベルは排出側に設定されることになる。また伐採率はその

国の政策とも密接に関連していることが想定される。そこで、表 2.22のとおり伐採率と国

の政策について整理した。ＥＵ28 とフランスを除いて全ての国が伐採率はＣＰ１からＣＰ

２で 30％以上増加すると予測していることが分かる。 

 

表 2.22 ＣＰ１（実際）とＣＰ２（予測）の伐採率上昇率とその根拠 

（出所:ＦＭＲＬサブミッション） 

  
ＣＰ１（実

績）の年間

伐採量平

均 

（千 m3） 

ＣＰ２（予

測）の年間

伐採量平

均（千 m3） 

伐採量

の上昇

率（％） 

伐採量予測の根拠 

予測する伐採率に影響を及ぼす

政策・計画 

参照レベル設定時

に考慮あり 

参照レベ

ル設定時

に考慮な

し 

カナダ 138,783 178,507 129 

景気回復で 2013年

から 1990-2009年の

平均伐採量に回復 

2009年までに実施

された政策とある

だけで特に記述な

し 

特に記述

なし 

ＮＺ 

35,201 

（面積

（ha）） 

48,236 

（面積

（ha）） 

137 

林齢構成の関係か

ら伐期を迎える植

林地が増加するた

め 

在来種天然林は法

によって規制され

ている 

木材加工

業者が自

主的に工

場残材を

エネルギ

ー利用 

フィンラ

ンド 
49,270 65,161 132 

2015年森林計画目

標にある年間伐採

量 10-15百万 m3を

考慮しながら

SF-GTM（需要モデ

ル）にて予測 

2008年に策定の

「2015年森林計画」

や 2008年策定の「長

期的気候及びエネ

ルギー戦略」にある

木質バイオマス利

用促進 

特に記述

なし 

フランス 53,909 57,473 107 

・GLOBIOUMと PRIMES

の 2つの需要モデル

で予測 

2005年に策定され

た 2010年 

特に記述

なし 
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ドイツ 76,018 102,082 134 

現在の市場の動向、

技術的進歩・制約、

森林所有者の意向

等を基に予測 

2009年までに実施

された政策とある

だけで特に記述な

し 

法的拘束

力がない

政策やイ

ンセンテ

ィブ 

オースト

リア 
22,495 31,101 138 

伐採率は材木価格

の４シナリオを用

意し搬出コストも

考慮しながら予測

（高価格→伐採率

上昇）。また予測は

歴史的トレンドと

も一致していると

説明。 

・2009年中期までに

策定された再生エ

ネルギー(木質バイ

オマス)促進政策や

イニチアチブ 

・小規模林業経営者

支援プログラム 

・ＥＵの

20％再生

エネルギ

ー目標 

・2010年に

策定され

た国家エ

ネルギー

計画 

ＥＵ28 442,939 555,247 125 

GLOBIOUMと PRIMES

の２つの需要モデ

ルで推定 

2009年中期までに

策定され政策 

・20％再生

エネルギ

ー目標 

 

参照レベルは基本的にはＢＡＵの将来予測であるが、ＫＰ Supplementによると、伐採率

は 2009年以前に採択・実施された政策を考慮して予測するとあり、ＢＡＵと言いつつも市

場の将来予測や 2009 年に策定された 2010 年以降にむけた政策・計画等は考慮してよいこ

とになる。例えば、フィンランドは 2008年に制定された「長期的気候及びエネルギー戦略」

で伐採量が上がることを見越した「2015国家森林計画」を策定しており、この中で 2015年

までに年間伐採量を 10－15 百万 m3 上げることを目標とし、市場の情報を整備すると計画

しているところ、これを考慮しながら伐採量を予測し参照レベルを作っている。一方、オ

ーストリアが 2010年に策定した「国家エネルギー計画」の対象年はＣＰ２をカバーしてい

るが策定された年が 2010年以降ということで参照レベルには考慮されておらず、そのこと

で伐採量の予測が低くなる可能性がある。カナダやＮＺ、ドイツについても 2010年以降に

策定された政策による伐採率の影響は考慮していないとあるが、市場動向や伐採可能量を

基に将来の伐採率を推定している。本調査の対象国では、ドイツが参照レベルのレビュー

時に伐採率が過去のトレンドと大きく異なるため、その理由説明と透明性のある情報の開

示を求められていた（FCCC/TAR/2011/DEU）。しかし、実際、同国のレビューに参加したレ

ビュアーにヒアリングをしたところ、レビューはデータの一貫性等をみるものであって、

政策や需要の仮定（Assumption）に関してはその妥当性を評価することは容易ではないと

のことであった。このように、参照レベルで考慮されるＢＡＵの妥当性については、2010

年以降の政策の有無や一貫したデータが使われているかで判断され、同じＢＡＵでも各国
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での市場動向の仮定や森林政策･計画のタイミングが異なるので各国の参照レベルの比較

や妥当性評価は難しいと言える。 

基本的に、参照レベルはＢＡＵに基づく将来予測であるため追加的な森林吸収源対策が

なければ参照レベルと同程度の吸収量になることが予測される。そこで、実際のＦＬ→Ｆ

Ｌの吸収量（1990-2012 の歴史的トレンド）、参照レベル設定時に予測したＦＭの吸収量

（2013-2020 年の予測）、参照レベル（2013-2020 年の予測吸収量の平均）を図 2.5 のとお

り比較した。なお、前述のとおりＦＬ→ＦＬとＦＭはブロードアプローチにおいてはほぼ

同義である。 

ＮＺ、フィンランド、ノルウェー、ドイツ、ＥＵ28 は参照レベルが歴史的トレンドより

も排出側に設定されており、2013 年以降も歴史的トレンドと同様の吸収量が続くようであ

れば特に何らかの森林吸収源対策をしなくても参照レベルを超える吸収量となることが予

想される。特に、ＦＭ林面積に対して基準年排出量が低いフィンランドやノルウェーは、

このまま歴史的トレンドが続けば、基準年排出量比で 20％以上のクレジットが発生するこ

とになり、吸収量増加や排出量削減のための対策等を講ずべきインセンティブが働きにく

いと言える。これらの国は、表 2.22で確認したとおり伐採率が高く予測されているためこ

のような現象が起きる。カナダについては、実際の吸収量には自然攪乱による排出量が全

て含まれているが、参照レベルには最小規模の自然攪乱による排出のみが含まれているた

め参照レベルが実際の吸収量よりも吸収側に設定されている。一方、伐採率の上昇を低く

予測しているフランス（107％）は過去の歴史的トレンドと参照レベルの吸収量がほぼ同レ

ベルにあり、何かしらの森林吸収源対策がなければ参照レベルを超える吸収量を達成する

ことは難しいと言える。オーストリアは伐採上昇率を高く予測しているにも関わらず実際

の吸収量は予測した吸収量よりも少ない。同国のＦＭＲＬサブミッションには予測した伐

採上昇率は歴史的トレンドの上昇率と一致していると記載されている。オーストリアも、

何らかの森林吸収源対策がなければ参照レベルを超える吸収量を確保することは難しいと

言える。 
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図 2.5 実際の吸収・排出量（1990-2012）と参照レベルで予測した吸収・排出量（2009-2020）  

    の比較（ＨＷＰ即排出とみなす）13 （出所:ＦＭＲＬサブミッション及びＣＲＦ） 

 

                                                 
13ノルウェーの参照レベルは 1990年の吸収量 
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前述のとおり実際のＦＭ吸収量から参照レベルを差し引いたもの（算入上限値まで）が

吸収量として計上できる値となることから、参照レベルの設定について各国は様々な思惑

を持っているのではないかと想定し、ヒアリング対象国に参照レベルの設定アプローチ等

についてヒアリングをした結果、表 2.23のような回答がえられた。 

 

表 2.23 参照レベルとＦＭ吸収量の見込みについて（ヒアリングより） 

  ヒアリング回答 

カナダ 
追加的吸収源対策があったとしてＦＭ吸収量から参照レベルを差し引いた分がＦＭ

算入上限値分以上になる可能性は低い 

ＮＺ 

伐採は市場の原理なので何とも言えないが、伐採は想定した伐期でシステマティック

に行われる見込みで、ＦＭ算入上限値分の吸収量となるには、追加的な吸収源対策が

必要である 

フィン

ランド 

伐採率は市場次第で予測が難しいが、景気が回復すれば伐採率が上がり吸収量は参照

レベルに近い値になる見込み 

ドイツ 
参照レベルはＦＭ算入上限値を獲得するためのものではなく、あくまで将来予測。参

照レベルの技術的調整を行う予定であり、3.5％達成は難しくなる 

ＥＵ28 
ＥＵ全体としてはＦＭ算入上限値分の吸収量（クレジット）を獲得することを目指し

ておらず、基本的には具体的な対策がなければ意図しないクレジットは発生しない 

 

表 2.23の通り、ヒアリングにおいては、各国とも追加的な対策がなければＦＭ吸収量か

ら参照レベルを差し引いた分がＦＭ算入上限値分以上になることは期待できないとしてい

る。しかし、参照レベルで予測した伐採量が現存量（フィンランド、ＥＵ28 は需要モデル

も使用）を基に推定され、それ以上の伐採は林業関係法規に反する、もしくは持続的では

ないとみなされるため、実際の伐採量が予測よりも多くなり排出になる可能性は低いと考

えられる。よって、参照レベルは設定アプローチの性質上、少なくとも排出となることは

回避するように設定されていると言える。 

 

2.5.2. ＣＰ２及び次期枠組に向けた各国の森林吸収源対策（ヒアリング調査） 

ＮＣ６によると各国が①吸収量増加、②排出量削減や③木材・木質バイオマス利用促進

のために様々な森林吸収源対策を実施している（表 2.8参照）。しかし、各国がＣＰ２や次

期枠組で①～③のうちどれを一番重要視するか、その背景にはその国がどのような状況下

におかれているか、また、自国の森林・林業政策上、算定・計上ルールはどのようなもの

が望ましいと考えているか等についてはＮＣ６等の文献だけでは分からない。そこで、そ

れらについて明らかにすることを目的にヒアリングを行った。 

まず、森林吸収源対策①～③のうちどれを重要しているかヒアリングした結果を表 2.24

のとおり整理した。 
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表 2.24 ＣＰ２での各国のＦＭに対する森林吸収源対策重点分野（ヒアリングより） 

  
ヒアリング回答 

①吸収量増加 ②排出量削減 ③木材・木質バイオマス利用促進 

カナダ 

（主体は州政府） 

△ある州はオフ

セットメカニズ

ム導入 

○伐採許容量を

減らす 

◎木材製品による炭素貯蔵・代替 

○木質バイオマスによる代替 

ＮＺ △ＡＲに対して 

○排出量取引制

度導入による森

林減少抑制 

×市場主義 

フィンランド △ 

×市場主義なの

でコントロール

難 

◎木質バイオマスによる代替 

ドイツ 
△持続可能な森

林経営 

△持続可能な森

林経営 

◎木材製品による炭素貯蔵・代替 

○木質バイオマスによる代替 

ＥＵ28 

（主体は各国） 

（ＥＵ28全体と

しては）△ 

（ＥＵ28全体と

しては）△ 
◎木質バイオマスによる代替 

 

カナダは州政府が主導で森林吸収源対策を実施しており、州によってはオフセットメカ

ニズムで植林森林経営、森林保全を促進している。また伐採量に関しても制限をかける州

や、木質バイオマス発電に対して補助をする州もあるとのことであった。中央政府が森林

吸収源対策として唯一実施しているのが、2007 年から始まった木材建築物の推奨政策であ

り、建築基準や研究基金等を新たに設けている。 

ＮＺはＦＭに対して①吸収量増加に貢献する政策・対策は実施していない。1989 年以前

から森林であった森林、つまりＦＭ林に対して排出量取引制度（ＮＺ ＥＴＳ）による②森

林減少抑制（排出量削減）が唯一のＦＭに対する森林吸収源対策と言える。 

フィンランドについては、既に 1975年頃から蓄積量増加の政策を実施しており、これ以

上はやる余地がないとのことであった。②排出量削減については、国内及び国外向けに木

材市場が既に確立しているため、伐採や開拓も森林減少もコントロールすること（つまり

②を推進すること）は難しいとのことであった。③木材・木質バイオマス利用促進に関し

ては、ＥＵが 2009 年に策定した再生エネルギーロードマップ（Directive2009/28/EC）の

中で打ち出した 2020 EU renewable target の目標（再生エネルギーの割合を 2020 年まで

に 20％に増加）の更にその上をいく 38％を目標していることもあり、木質バイオマスによ

る代替効果に多いに期待している。 

ドイツは、吸収量確保よりも持続可能な森林経営を理念に森林・林業政策を進めている

ので、①吸収量増加や②排出量削減はほとんど重視していなかった。むしろ成長の遅い広
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葉樹を自然攪乱に強いという観点から推進しようとしている。一方、③木材製品による炭

素貯蔵・代替効果や木質バイオマスによる代替には期待しているようであった。 

ＥＵ28 は、①吸収量増加や②排出量削減に関しては、方向性を決めるだけであって、具

体的な政策は各国の森林・林業分野の政策で賄っている。③木質バイオマスの利用に関し

ては、前述の 2020 EU renewable targetにおいてＥＵ全体で推進していく方針を打ち出し

ている。 

各国ともＦＭに対して①吸収量増加や②排出量削減に対しては具体的な対策はほとんど

見られず、持続可能な森林経営のための政策・対策が結果的にそれらにつながるという考

えであった。それよりもむしろ、ＮＺ以外は森林吸収源対策として③木材・木質バイオマ

ス利用促進を重視していた。図 2.6 には、各国の Wood Fuel の生産量の推移を示したが、

近年、ドイツやフィンランドはその生産量が上昇していることが分かる。またＮＺに関し

てはその生産量が少ないことが分かり、ヒアリング結果と一致している。 

 

 

図 2.6 各国の Wood Fuel の生産量の推移（出所：ＦＡＯ） 

 

表 2.25では①吸収量増加や②排出量削減を重要視しない理由を整理した。そもそもＦＭ

林において①吸収量増加のための費用対効果の高い策がないことや②排出量削減のために

市場をコントロールすることが難しいと考えていることが伺える。また、ＦＭ算入上限値

である 3.5％よりも上限のない化石燃料代替効果や二酸化炭素貯蔵効果の方が、費用対効果

が高く 3.5％以上の効果をもたらすことを期待していることが分かった。 
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表 2.25 ＦＭに対して①吸収量増加や②排出量削減を重要視しない理由（ヒアリングより） 

  ヒアリング回答 

カナダ 

州によって状況は異なるが、一般的に自然攪乱による排出を計上除外しても、ＦＭ吸収量

から参照レベルを差し引いた分がＦＭ算入上限値以上になる可能性がは低い 

→費用対効果を考慮しつつ木材利用促進による代替効果のほうが高ければそちらを優先 

ＮＺ 

ＮＺの場合は、参照レベルはＢＡＵにより将来予測しているので、追加的な森林吸収源対

策をしなければＦＭ算入上限までの吸収量にはならない。しかしながら、基準年排出量が

少ないのでＦＭ算入上限値が小さく、吸収源対策として追加施策を導入するまでのインセ

ンティブが働きにくい 

→ＡＲに対する吸収源対策に力を入れる 

・森林所有者からは木材利用促進の要望があるが現政府は市場重視（貯蔵効果は期待） 

フィン

ランド 

ＦＭ算入上限値は小さすぎるのでインセンティブ働きにくい 

→炭素貯蔵よりも木質バイオマスによる代替効果に期待 

→木材製品についてはマーケットに任せ、政策としての促進は特に考えていない 

ドイツ 
既に集約的な林業経営が施され、吸収量増加の策は特にない 

→木材製品の長寿命化や木質バイオマスを優先 

ＥＵ28 木質バイオマスによる代替効果に期待はあるが、デビットが発生する可能性もある 

 

2.5.3. 各国の算定･計上ルールの考え方（ヒアリグ調査） 

次に、ブロードアプローチを採用する国にとって、次期枠組ではどのような算定・計上

ルールが望ましいか各国に質問した。回答は表 2.26のとおりである。 

 

表 2.26 次期枠組に向けた算定・計上ルールの考え方（ヒアリングより） 

  ヒアリング回答 

カナダ 

・ＦＭは土地ベース＋参照レベルを支持（ＡＲＤにも 2005年の吸収・排出量を参照レベ

ルとして利用） 

・現時点でＦＭは自然攪乱の影響で排出源なので計上除外ルールは必須 

・基準年を 2005年にすることを検討 

ＮＺ 

・ＦＭは土地ベース＋参照レベルを支持 

・ＣＰ２のルールではＦＭ算入上限値が小さいためＦＭに対する政策インセンティブを

与えることが難しい 

・Land Flexibility条項(Ｄによる排出をＦＭで計上）を次期枠組でも維持したい 

フィン

ランド 

・技術的にはＤを 1990年に遡って確かめるのは面倒なため土地ベースの方がよい 

・基準年排出量が低い国にとってＦＭ算入上限値一律はリスクが高いがメリットが低い 

・ＦＭ算入上限値を超えた分をＤによる排出に対して補完的に利用したい 

ドイツ ・技術的には土地ベース、活動ベースどちらも対応可能 
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 前述のとおりブロードアプローチを採用する国にとって、ＫＰ下の活動ベースで報告さ

れるＡＲやＦＭは、基本的にはそれぞれ条約下の土地ベースで報告されるＬ→ＦＬとＦＬ

→ＦＬとほぼ同義である。しかし、ＫＰ下では、一度ＡＲとみなされた森林は継続的にＡ

Ｒとして報告され続けるが、条約下では各国で定めた転用移行期間（（2006 ＩＰＣＣ 

Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories（以下「2006年ガイドライン」と

いう。）ではデフォルトで 20年としている）を過ぎるとＬ→ＦＬからＦＬ→ＦＬにて報告

されることになる。このことにより、ＫＰ下と条約下で報告される報告値に若干の相違が

生じている。カナダやＮＺは両者の相違による算定･報告を複雑さについて触れており、そ

のことがＫＰ下でも土地ベースを支持しているひとつの理由であると言える。 

 

2.6. 海外主要国の現状を踏まえた我が国での適用可能性（ヒアリング調査） 

2.6.1. 木材･木質バイオマス利用促進等による森林吸収源対策の可能性 

現行の算定･計上ルールにおいては、ブロードアプローチを採用する国にとって、ＦＭ吸

収量増加やＦＭ排出量削減に対するインセンティブは働きにくいため、③木材･木質バイオ

マス利用促進を重要視していることが分かった。2.6.1 では、各国の③木材･木質バイオマ

ス利用促進に対する考え方についてヒアリング結果を示し、我が国の適用可能性について

考察した。 

ＣＰ２においてＨＷＰは３条３項、３条４項に示された森林における活動と結び付けて

計上することとなった。ＣＰ１には伐採された木材は伐採時点で森林内炭素プールからの

即排出とされていたことと比較すると、森林伐採に対する逆インセンティブが減じられた

と考えられる。また伐採した後にＨＷＰをどのように使うかによってクレジットまたはデ

ビットが生じることになり、木材利用に関する人為的な活動が評価されるようになった点

で歓迎すべきことであると思われる。木材利用に対する政策的な努力もＣＰ１は考慮され

なかったが、ＣＰ２は評価されることになったといえる。以上について表 2.27にまとめた。 

 

表 2.27  ＨＷＰに関するＣＰ１とＣＰ２の比較 

 ＣＰ１ ＣＰ２ 

ＨＷＰの取り扱い プール中のＨＷＰの増減はない 

＝ＨＷＰは計上しない 

＝森林を伐採した時点で排出 

‧ ＨＷＰプールの増減を計上 

‧ ３条３項、３条４項の森林から伐

出されたものを生産国が計上 

インセ

ンティ

ブ 

森林伐採

に対して 

伐採に逆インセンティブ ‧ 短期的には逆インセンティブ 

‧ 長期的には森林の更新が促され、

吸収量担保につながる可能性 

‧ 森林とＨＷＰを一体とした吸収

源対策へのインセンティブ 

木材利用

に対して 

なし ‧ 国産材利用にインセンティブ 

‧ 輸入材利用についてはなし 
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 木材利用には３種の温暖化防止効果があることが知られている。ＣＰ２において計上・

報告の対象となったのはこのうち「炭素貯蔵効果」であるが、その他にも製造時のエネル

ギー消費の多い他材料を木材で代替することにより材料製造に伴う排出を削減する「省エ

ネルギー効果（材料代替効果）」、またバイオマスエネルギーの利用により化石燃料由来の

排出を削減する「化石燃料代替効果」があり、これらはエネルギー部門で間接的に計上さ

れていることになる。 

 本事業における海外調査では、特にフィンランド、ドイツにおける代替効果への期待が

顕著であった。背景としてはもともとヨーロッパ北部を中心としてバイオマスエネルギー

が普及していることがあると思われるが、ＥＵの 2020 climate and energy package が３

本柱のひとつとして再生可能エネルギーを挙げていることも大きい（３本柱の他のふたつ

は排出削減とエネルギー効率の上昇）。このパッケージでは 2020 年までにＥＵの排出量を

1990年比 20％削減、再生エネルギーを全エネルギー消費の 20％に増加、エネルギー効率の

20％向上という 20-20-20目標が定められている。ＥＵ傘下の各国はこれに基づき分配され

た各国の目標値を達成する政策を各々打ち出している。 

 フィンランドの再生エネルギー利用率は年々増加している。再生エネルギー源は木質バ

イオエネルギーの他、太陽光、風力、廃棄物などがある。フィンランド政府はいくつかの

政策でこれらの普及をバックアップしている。例えばこれらを用いた発電施設を建設する

際に補助したり、税金面での配慮を行ったりといった政策がとられている。木材チップの

利用についても推進目標が定められている。その一方で、我が国でも見られるように、木

材のマテリアル利用とサーマル利用のバランスは、木材のカスケード利用や炭素固定の観

点からは課題であると考えているとのことであった。なおフィンランドは以前よりＨＷＰ

研究をリードしている立場であるが、現在、代替効果の定量化に向けての研究が開始され

ているそうである。 

 一方でフィンランド、ドイツ、ＥＵではＨＷＰの蓄積増による貯蔵効果での吸収には今

後それほど期待できないと考えていることがうかがわれた。これらの国では木材利用を政

策や補助金により促進するというよりは、政府の方針もあり市場に任せている部分が大き

い。 

 また、カナダもヨーロッパ諸国ほどではないが林地残材を用いた木質バイオマス発電や

木材製品による代替効果期待しているという回答が得られた。中央政府としては気候変動

対策として木材建築物を推進する基金、建築基準、技術的サポートする政策を 2007年から

打ち出しており、木材建築物の推進は、製材利用の比率を高めることに貢献し、将来のＨ

ＷＰの吸収量が参照レベルで考慮されたものよりどの程度高くなるかその潜在的効果を定

量的に評価している最中とのことであった。ただし、既に木材建築がある程度普及してい

るのでヨーロッパほどその効果は期待できないとのことであった。また、州政府の政策意

思決定を補助するために、植林・伐採促進・間伐材の木質バイオマス利用促進等をどの組

み合わせでやれば、最大限の緩和効果をもたらすか（ベストミックス）が分かるような定
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量化モデルを研究レベルで開発済みであり、今後はそれを州政府に普及していくとのこと

であった。このモデルは、林地残材を木質バイオマスエネルギーに利用する場合も、その

輸送コストや火力発電への依存度は各州で異なることや費用対効果を考慮して作られたモ

デルである。ある州のモデルの結果では、成長量を高めることや伐採量を減らすことより

も、通常の成長量と伐採量を維持しながら林地残材を木質バイオマス利用していくほうが、

長期的に（2050 年時点で）みると緩和効果が高かった。ただし、木質バイオマスのエネル

ギー利用のために主伐をしてしまうとその緩和効果は通常よりも低くなっていた。 

 ヒアリング対象国のうちＮＺは代替効果への期待は高くなく、貯蔵効果による対策を主

眼としているようであったが、やはりマーケット任せで特に木造建築物を振興するような

方策を政策的に行っているわけではない。クライストチャーチで 2011年に発生した大規模

地震によって倒壊した建築物を木造で建て直す動きも把握はしているが、政府が主導して

いるわけではないとのことであった。林地残材を液体バイオ燃料化する事業の実現可能性

に関するプロジェクト（Stump to Pump PGP project）が 2013年 7月から 2014年 9月まで

行われており、技術的、経済的な観点からの問題点や実現性が詳細になされているが、排

出削減や計上・報告に貢献する影響は考察されていない。 

 韓国はＫＰに参加していないが、ＨＷＰが計上・報告の対象に入ったことは森林伐採に

よる「排出」をＨＷＰによってカバーできるという点で歓迎しているとの発言が聞かれた。

韓国山林庁（我が国の林野庁に相当）が 2014 年 12 月に発行した「吸収源強化計画」には

ＨＷＰに関連する項目として①木材エネルギー林造成、②木材製品利用の活性化、③木質

バイオマスエネルギー活用などについて必要な技術開発や研究が列挙されている。この中

にはエネルギー利用に適した有望種の選定・育種、木材の耐久化、リサイクル技術の開発、

木質バイオマスエネルギーの形態の多角化などが含まれており、さらに人材育成、文化醸

成など我が国の方針とも似た点が多々認められる。バイオマスエネルギーの利用は再生可

能エネルギーの中で比較しても高い導入率目標を設定しており、特に 2014年以降大幅に上

昇することが期待されているようである。研究レベルでは山林科学技術院が主導し、ソウ

ル大学等で試行的な研究プロジェクトが行われている。 

 以上よりヒアリング対象国と比較すると、我が国では公共建築物木材利用推進法など政

策として積極的に木造建築物を推進している点が大きく異なると思われた。ヒアリング対

象国ではマーケット重視・依存との考えが多く聞かれ、政策的な後押しがそれほど強くな

くてもある程度のマーケットが確保できているという背景があるためかとも思われた。代

替効果のうち化石燃料代替については、特にＥＵでは明確な数値目標とそれを達成するた

めのロードマップ、政策が良く検討されており、今後着実に代替が進んでいくものと感じ

られた。ただし政策も吸収源対策として行っているわけではなく、今後持続可能な「グリ

ーンエコノミー」に移行していくというより上位の目標があるようであった。フィンラン

ドでは材料代替とあわせて効果を評価する研究が進んでいるとのことで、我が国でも研究

的な取り組みが今後必要かもしれない。 
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2.6.2. 効率的かつ高精度な算定・計上方法についての可能性 

 生体バイオマス（ドイツ、カナダ、ＮＺ） 

 我が国の算定は、主に森林簿にある情報を基にストックチェンジ法によって生体バイオ

マスの吸収量を把握し、ＫＰに係る部分については、現地調査も実施して算定のために必

要となる情報を把握している。ＫＰ下の生体バイオマスの不確実性に関しては、ＡＲが 44％、

Ｄが 27％、ＦＭが 12％となっており特にＡＲやＤについてはより効率的かつ高精度な算定

手法を検討したいところである。そこで、我が国への適用可能性の検討に資するべく、生

体バイオマスの活動データや炭素蓄積変化量の算定方法において、モデルで推定している

カナダ、ＮＦＩと LiDAR を利用しているＮＺ、複数の面積データを組み合わせているドイ

ツに関して、その特徴を分析・整理した。 

カナダは、州政府が主体で行われた森林インベントリをもとに CBM-CFS3モデルを用いて

算定を行っている。CBM－CFS3は成長予測に収穫表を用いた経験的なモデルであるが、その

モデル構造・感度分析・適用（応用）・有効化（validation）が多くの学術論文で公開され

ている上に、ソフトウェアが登録制で利用できる等、最もオープンで汎用性のある森林炭

素蓄積算定モデルである。算定は管理された森林（230Mha）を対象としており、林分のイ

ンベントリデータに基づいて、空間的に参照された 635の森林管理ユニット（≈105ha）を単

位に炭素蓄積収支をシミュレートしている。そのため、各森林管理ユニットに、主要樹種

の収穫表、枯死有機物のパラメータ（リター生産量、回転速度、分解速度等）、施業や自然

攪乱のパラメータ（自然攪乱タイプと強度・頻度（皆伐、火入れ、火災、サルベージロギ

ング、間伐、画伐、虫害、風害など）、伐採計画、自然攪乱後の更新など）を攪乱マトリク

スにまとめており、そのパラメータを調整することにより、様々な森林とその変化に対応

できるようになっている。つまり、ＮＦＩのデータを初期値データとして入力し、パラメ

ータを調整しさえすれば、次のサイクルのＮＦＩを実施しなくても炭素蓄積変化量が算定

できる。ただし、伐採や森林火災による炭素蓄積のロスについては正確を期すため、伐採

量については州政府がとりまとめる伐採統計を用い、森林火災については Canadian Wild 

Fire Information Systemと呼ばれる衛星データを用いた年間を通した詳細なモニタリング

によって炭素蓄積のロスを推定している。また、近年、キクイムシによる被害が頻発して

いるが、病虫害による炭素蓄積のロスについては、森林管理局の報告をもとに CBM-CFS3用

にパラメータ化（成長速度の低下・枯死率・被害継続年数等）し、攪乱マトリクスに取り

込んで計算している。さらには、モデルの有効化のために、カナダで最初の統一されたＮ

ＦＩ（ＮＦＩ2010：森林プロット n=696）データを用いて算定した炭素蓄積量の推定精度を

求め、0.9％のバイアスを報告（科学論文でも公表）している。ＮＦＩ2010のデータはあく

まで有効化のためのものであり、CBM-CFS3 による炭素蓄積推定には用いられていない。１

回目のサイクルから 10年後に実施が計画されている２回目のＮＦＩの完了を待って吸収・

排出量の検証（verification）が行われる予定である。ＮＦＩは有効化・検証に用いて、

算定自体は多くのシナリオもシミュレーションできるモデルを用いることにより通常より
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も少ないサンプル数で高精度かつ根拠のある算定を可能にしている。カナダの森林は広大

であり、ＮＦＩのプロットにヘリコプターでアクセスするため膨大な費用（プロット当た

り平均約 100 万円）がかかるため、このようなモデルを使った算定はコスト削減に非常に

効果的である。また、CBM-CFS3 は生態系モデルであり、生体バイオマスのダイナミクスが

直接に枯死木・リター・土壌の炭素プールに反映される。将来予測もできるのでカナダは

参照レベルの設定時も利用している。CBM-CFS3 は汎用性が高く、メキシコ、イタリア等数

カ国で比較のために適用された事例があるが、この結果は各国のこれまでの吸収量の算定

結果とかなり異なっていたということもあり、算定に際して当該モデルを導入することに

ついては、更なる検討の必要がある。 

ＮＺで特徴的なのは、算定対象の森林を①1989年以前から天然林、②1989年以前から人

工林、③1990年以降から森林の３つのカテゴリーを設けていることである。①と②をＦＭ、

③をＡＲとみなしており、ＫＰの算定･計上のために作られたカテゴリーといえる。３つの

カテゴリー全てに対して表 2.28のとおりＮＦＩを実施している。 

 

表 2.28 ＮＺのＮＦＩの概要 

森林のカテゴ

リー 

実施年 プロッ

ト密度 

プ ロ ッ ト

数 

不確実

性 

備考 

①  1989 年以

前から天

然林 

・2002-2007 

・2008-2014 

8km ×

8km 

1,256 9% ２サイクル目のＮＦＩ終了

時点でストックチェンジに

より推定予定 

② 1989 年以

前から人

工林 

2010 8km ×

8km 

192 12.4% 現時点ではＮＦＩは２サイ

クルだけなので有効化済み

のモデルで推定しているが

将来は LiDARで補完した２サ

イクル目のＮＦＩを実施し

モデルは利用しない予定  

③ 1990 年以

降から森

林 

･天然林:2012 

･人工林：2007

－2008, 

2011-2012 

4km ×

4km 

天然林：約

20 

人 工 林 ：

342 

8.5% 人工林のＮＦＩはＫＰのた

めに設計。人工林は民有でア

クセスが保障できないこと

からバイアスを減らすため

LiDARによる 25プロットを補

完 

注：生体バイオマスプールにける排出係数の不確実性 

 

表 2.28を見るとＮＦＩのプロット数はそれほど多くはないが、不確実性が低いことが分

かる。ＮＺも我が国と同様に比較的急峻な土地に森林があることが多いため、なるべく少
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ないプロットで目標精度を達成しようとしていることが伺える。また、既に LiDAR による

空間材積と生体バイオマス量との相関式は開発されており、今後は更にアクセスの悪い場

所に対して、地上プロットと LiDAR を組み合わせたモニタリングを重要視していくとのこ

とであった。ＮＺの人工林の林齢構成は我が国よりも幅広くないことや、計画された伐期

のとおりに伐採が行われるケースが多いので、我が国がＮＺと同数のプロットで同程度の

精度を得りことは難しいかもしれないが、階層化や LiDAR との組み合わせは我が国も参考

にできるかもしれない。ただし、LiDARに係る費用を鑑みると、導入はかなり限定的なもの

にせざるを得ないことが予測される。 

また、ＮＺでは、森林減少に関しては、まず 2008 年と 2012 年の土地利用図から潜在的

な転用地を同定する。潜在的な転用地が森林減少なのかそれとも一時的な炭素ストック減

少なのかを見極めるため、潜在的な転用地に対して斜め撮影の航空写真を用いて森林減少

か否かを判断する。航空写真は、ＫＰ報告のために撮影されるが潜在的な転用地だけをカ

バーすればよいので、コストは通常の地上調査よりもかからないとのことであった。また、

ＮＺ-ＥＴＳによって、森林減少があった場合は、森林所有者からその場所やその年等につ

いて共通のフォーマット14で報告されるので、それも森林減少を正確に把握するための補完

的な情報になっているとのことであった。我が国は、ＡＲＤの算定に関しては航空写真や

衛星画像を用いているが、LiDARや斜め撮影の航空写真は利用しておらず、また、森林所有

者から森林減少に係る報告が上がる仕組みにはなっていない。 

ドイツは面積変化の把握手法が特徴的である。表 2.29 のような５つのタイプの既存の

（もしくはＫＰ報告以外の目的で整備される）データを有効に利用することで高い精度と

コスト削減を両立している。ドイツも他国と同様に基本的にはＮＦＩのサンプリングポイ

ントに対して、森林、農地、草地、湿地、開発地、その他の土地のいずれか該当するかを

判別し、比率によって各土地カテゴリーの面積を把握する。しかし、通常この方法をとる

と、ＮＦＩが５年に１回で行われている場合、調査がなかった年は単純に内挿･外挿によっ

て面積を求めることになる。しかし、ドイツの場合、ＮＦＩがカバーしていない年に対し

て、その他の既存の４つの Wall-to-Wallの分類図からＮＦＩのサンプリングポイントの土

地利用を特定し、できる限り毎年サンプリング比率から面積を求め、内挿･外挿したとして

なるべく短い期間でそれが行われるようにしている。また、ＮＦＩの他に４つ分類図に対

して、データの優先順位（信頼度）を決め、複数の結果を比べながら土地利用を決めてい

るので、その不確実性は１％と低い（図 2.7 参照）。一方で、排出係数の不確実性は 56％

と高いが、これは排出係数のためのＮＦＩのサンプリング密度が 8km×8kmと低いためであ

る。排出係数の不確実性を下げるための対策･計画は今のところない。森林減少に関しては、

基本的にＮＦＩ時に実際に現地に行くことで判断しているが、ＮＦＩがカバーしていない

年は、前述の分類図の他に空中写真を用いて判断することで、Ｄの過大・過小評価を防い

でいる。新たに森林になった箇所に関しては、植林によるものなのか（つまりＡＲ）、天然

                                                 
14http://archive.mpi.govt.nz/portals/0/documents/news-resources/forms/ets-p90--Notification.pdf 
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更新によるものなのか区別は一応できているが、すべてＡＲで算定･計上している。レビュ

ー時に天然更新の人為性について指摘を受けているが、そもそもドイツが定義する人為性

というのが「管理された森林全て」ということであり、天然更新についてもそれを促すよ

うな管理を行っているということで、全てＡＲとして計上するとしている。面積把握にこ

れだけ多くのデータを用いていると、多額の予算が必要かと思われるが全てＫＰ報告のた

めの予算ではなく、もともと別の用途で整備されたものである。ただし、ＮＦＩについて

は、1 サイクルで 20 ミリオンユーロの予算が必要なため、コスト削減が常時課題となって

いる。1989年以前から面積把握のためのサンプリングポイントのデータは蓄積されており、

それらは全ての土地セクターの算定･報告担当者と公式にも非公式にも共有されているこ

とから、土地ベースでも活動ベースでも技術的には対応可能とのことであった。 

 

表 2.29 ドイツの土地利用カテゴリー別の面積把握のために用いるデータ 

データの種類 カバーしている年 データ形式 種類 データ優先順

位 

①  ＮＦＩ 

 

1987, 2002,2008, 

2012 

サンプリン

グポイント

15 

森林/非森林を区

別 

第一優先 

② CIR 1989, 1990 ,1991, 

1992 

航空写真 1990年土地利用

図の有効化と改善 

第一優先 

③ Basis-DLM 2000, 2005,2008, 

2012 

分類図 ランドスケープの

分類図 

第二優先 

④ CLC 1990, 2000, 2006 分類図 ＬＵＬＵＣＦの土

地利用図 

第三優先 

⑤ GSE 1990, 2002, 2006 分類図 森林/非森林 第四優先 

 

                                                 
15 サンプリングポイントの密度は 2x2km、 2,83x2,83km, 4x4kmと州などにより異なる 



46 

 

 

 

図 2.7 ドイツの土地利用毎の面積把握手法（ＮＩＲから抜粋） 

 

 枯死木、リター、土壌（ドイツ・フィンランド） 

我が国の算定には、現在アメリカ・コロラド州立大学が開発した CENTURY モデルを我が

国の気候・森林成長量・土壌炭素蓄積量に合わせてカスタマイズした CENTURY-jfosモデル

を使用している（Tier3 に該当する）。モデルの使用に関しては高い透明性が必要とされて

いる。そこで、Tier3モデルを使用しているフィンランドに書面ヒアリングをするとともに、

モデル使用の代替策として考えられる Tier2 を採用しているとドイツに対面ヒアリングを

行った。 

フィンランドは 2012年以降も Yasso07を継続使用し、これを改良する作業を続けていく

ことが確認できた。また、政策やガイドラインの変更による算定方法の修正等があった場

合でも、現行のモデルで対応できると考えている。森林モニタリング調査は、土壌の炭素

蓄積量調査とともに必要であると考えており、特にモデルのパラメータ調整に必要と考え

られていた。ただし、このモニタリングは 2006年以降行われていない。 

ドイツは現在モニタリングによる Tier2 方式で算定している。モニタリングは 15 年に 1
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度程度の頻度で行う予定であるが、予算的保証があるわけではない。将来 Yasso07等の Tier3

モデルの導入を検討している。モデルの採用は、コストと予測の高度化の面でバランスが

とれていると考えている。ドイツでの土壌モニタリング調査においては、観測値の精度管

理に十分に配慮されている。調査には専門家が参加し、分析も複数機関で行った上で各機

関の分析精度の管理も確実に行われている。地域行政機関である各州政府が調査に大きく

貢献している。 

これらの調査結果から、我が国については、①Tier3による算定は維持し、これらの改良

を続けていくことと、モニタリングによる検証を継続的に行っていくこと、②Yasso07を始

めとし、複数のモデルを検討すること、③モニタリングの精度を向上させることなどが今

後有効な施策であることが考えられる。 

 

 ＨＷＰ（カナダ、ＮＺ、フィンランド、ドイツ、ＥＵ、韓国） 

 ＣＰ２におけるＨＷＰの算定・計上はＫＰ Supplementに基づいて行われることとなって

おり、このガイダンスに書かれているどの Tierを選択するかが各国の技術的な取り組みに

影響する。ＫＰ Supplement における Tier の構造は条約下における報告のガイドラインで

ある 2006 年ガイドラインに書かれたＨＷＰの Tier 構造とは異なっており、この点は今後

再検討が必要であると思われる。表 2.30 に 2006 年ガイドラインとＫＰ Supplement にお

ける Tier構造を比較した。 

 

表 2.30 ＫＰ Supplementと 2006年ガイドラインの Tier構造 

 2006年ガイドライン ＫＰ Supplement 

Tier1 与えられた一次減衰関数と半減期を用

いてＨＷＰストック量の変化を計算* 

即時排出 

Tier2 活動データ、排出係数（半減期）など

について国独自データを使用 

与えられた一次減衰関数と半減期を用い

てＨＷＰストック量の変化を計算* 

Tier3 国独自の計算法を使用 ‧ 活動データ、排出係数（半減期）など

について国独自データを使用 

‧ 国独自の計算法を使用 

*以降デフォルト法と呼ぶ 

 

 ヒアリング調査においてはＣＰ２の計上・報告にどの Tierを採用するかとともに条約報

告におけるアプローチと Tier選択についても聞き取りをした。ヒアリング対象国の全てが

条約報告にも生産法を使い、議定書報告と同様の Tierを使うとの回答であった。 

カナダは、現行の条約下におけるＨＷＰの算定方法・結果を、既にＮＩＲにて報告して

いる。ヒアリングでは、基本的にＫＰ下でも同様の方法（生産法）でＨＷＰの算定･報告を

行っていくとのことであった。カナダのＨＷＰ算定方法としてし、特徴的なのは、その他
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の工業用丸太や埋立地16にある木材製品について、ＫＰ Supplement ではＨＷＰプールとし

てでなく即排出としてみなすことになっているにも関わらず、ＨＷＰプールとしてみなし

ているところである。ＨＷＰ。カナダはＣＰ２には参加していないが、次期枠組に参加し

た場合、現行の算定手法が認められるかどうかは不確かである。逆に、次期枠組ではＨＷ

Ｐの算定方法の変更を主張するかもしれない。特に、埋立地のＨＷＰは木材だと 23％、紙

だと 56％が排出になり、残りは永久に炭素として固定されるという仮定なので、そのスト

ック量は年々増加しており吸収源として重要度が高いようであった。 

 フィンランドはＣＰ１が開始した 2008年から「直接蓄積インベントリ法」（direct stock 

inventory）と呼ばれる方法とデフォルト法を組み合わせた国独自法でＨＷＰの算定を行い、

詳細に国家インベントリ報告書に記載してきている。直接インベントリでは建築ストック

統計その他を組み合わせて５年ごとのＨＷＰの蓄積量を推計し、この５年ごとのデータの

間はモデルを使って補間して算定を行っているが、本ヒアリング調査で聞いたところでは、

この作業をすべて把握しているのはほぼ１人の研究者のみだったとのことである。この国

独自法は、用いる建築関連の統計の性質から国内に存在するＨＷＰにしか適用できないと

いう特徴があり、2006 年ガイドラインに示された蓄積変化法か、生産法の国内利用分のみ

しか計算ができない。木材輸出国であるフィンランドにとっては生産法下で国内利用分の

みに手間とコストをかけて国独自法を行うメリットが少なく、したがってＣＰ２はＫＰ 

Supplement に示される Tier2、つまりデフォルト法をベースとした算定を選択することが

決定されている。インベントリ法を担当していた研究者も転職して研究を離れたとのこと

で、継続性が心配されるところである。なお現状では Tier2 で進めているが、排出係数な

どの実態調査を行う研究プロジェクトが進行しており、ＣＰ２の後半では国独自の排出係

数等への置き換えを行いたいと考えている。国独自法からデフォルト法への転換によって

木材利用へのインセンティブが失われるのではないかと質問したところ、もともと吸収源

問題に関連して木材利用にインセンティブを与えようという意図がないとの回答であった。

参照レベルには今のところ国内利用分しか含めていないので、輸出分を含めて技術的補正

を行う予定である。 

 ドイツは国独自法を行わないＥＵ各国をリードする立場にあり、ＣＰ２はＫＰ 

Supplement における Tier2 を選択する予定である。また Tier2 を選択するＥＵ他国の算定

を支援している（ドイツの研究者が実際の計算を行い、結果を受け渡している）。活動デー

タは各国データが共通で得られる国連欧州経済委員会（ＵＮＥＣＥ）の Timberという統計

を用い、排出係数はデフォルトのままである。各国の算定を支援しているという立場、ま

た前述のように貯蔵効果よりも代替効果に期待しているという背景からも国独自法を行う

モチベーションはあまりないように思われた。参照レベルは伐採量の予測からＨＷＰプー

ルへのインフローを算出し、これを用いて Tier2で計算した予測値を使っている。 

 なおフィンランドでのヒアリングでＣＰ２に Tier3（国独自法）を選択すると予想される

                                                 
16 Solid Wood Disposal Site 
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国として、スウェーデン、ノルウェー、デンマークの名前が挙げられた。 

 ＮＺもＣＰ２にデフォルト法を使用する予定である。他国におけるヒアリングでは聞か

れなかった事項として、輸出材の用途や半減期についての調査を行う予定があるという点

が挙げられる。例えば日本に輸出したＮＺ材がどのように使われているかについて、ヒア

リング調査を中心とした調査を予定しており、２年間のプロジェクトでＣＰ２後半の報告

値に反映させるとの考えである。透明で検証可能なデータがそれで得られるのか難しいと

ころではあるが、研究として見ても非常に興味深い計画であると感じた。なお当面は半減

期をデフォルトのままとし、比重や変換係数については国独自に置き換えたいとのことで

あった。 

 次期枠組の下では、現在ＨＷＰの概念から外れてしまっている丸太やリサイクル材の取

り扱いについての検討が望まれるところであるが、本ヒアリング調査の結果、カナダにつ

いては丸太をＨＷＰプールに含めることについては賛成であった。一方、カナダ以外の国

においては、ヒアリング先国の対応者の個人的見解としての回答ではあるが、丸太・リサ

イク材について特段の意見はない（考えたことがない）、したがってＨＷＰの定義に丸太を

入れることや、リサイクル材を例えば国産材としてみなすことについては、積極的に賛成

も反対もしないといった反応であった。 

 本ヒアリング調査から、我が国は国独自法の中でもかなり詳細で高度な計算法を検討し

ていると感じられた。同じく詳細な国独自法を行ってきたフィンランドがデフォルト法に

移行するとなると、我が国は数少ない国独自法実施国として今後ますますプレゼンスが高

まるように思われる。論文発表などを通して国独自法に対する科学的なバックアップをし

ながら、今後も国際的な動向に柔軟に対応できるような国独自法を保持できると良いと考

える。  




