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3. 想定される森林吸収量算定・計上方法の検討 

3.1. これまでの算定・計上手法 

3.1.1. 条約報告と議定書報告における算定・計上方法の違い 

将来的に想定される算定手法について検討するのに先立ち、現状の気候変動枠組条約及

びＫＰの下での算定手法と、ＣＰ１からＣＰ２にかけての変更について概観する。 

現在、気候変動枠組条約の下での報告においては、土地利用区分に着目して算定カテゴ

リー（森林、農地、草地、湿地、開発地、その他の６区分）を設定し、1990 年以降の人為

活動の有無に関わらず、管理された土地（managed land）における土地利用に起因する全

ての吸収・排出量を算定・計上する方法が採られている。 

一方、ＫＰの下での報告においては、補足情報として主要な人為活動に着目して新規植

林・再植林（ＡＲ）、森林減少（Ｄ）、森林経営（ＦＭ）、農地管理（ＣＭ）、草地管理（Ｇ

Ｍ）、植生回復（ＲＶ）、湿地管理（湿地の排水・再湛水）（ＷＭ）といった６つの活動を設

定し、1990 年以降にこれらの活動が行われた土地の吸収・排出量のみを算定・報告し計上

することが求められる。。 

ＦＭ活動の解釈として、IPCC Good Practice Guidanceは狭義の解釈（Narrow approach）

と広義の解釈（Broad approach）の２つを示している。狭義の解釈は追加的人為性を厳密

に捉え、基準年以降、対象活動（間伐等）が確実に行われている土地のみを対象地として

吸収・排出量を推定するのに対し、広義の解釈は一定の施策の対象となっている土地（森

林計画対象森林など）を全て対象とみなす方法で、個々の土地について 1990年以降に具体

的な活動が行われたか否か、考慮しない。  
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表 3.1 条約報告とＫＰ報告における算定・計上方法の違い 

 

 

3.1.2. ＣＰ１とＣＰ２における計上方法の違い 

ＫＰの下での計上手法は活動により異なるものが適用され、ＣＰ１においてはＡＲ、Ｄ、

ＦＭは約束期間中の毎年の排出・吸収量を全量計上するいわゆるグロスネット方式、他の

３活動については毎年の排出・吸収量から 1990年の排出・吸収量を差し引く、いわゆるネ

ットネット方式が採用された。また、ＣＰ１においてはＡＲ、Ｄ以外の４つの活動（ＫＰ

３条４項に規定する活動）については各国が任意に選択できることとされた。第２約束期

間からはＡＲ、Ｄに加えてそれまで選択制であったＦＭの計上が義務化されるとともに、

湿地の排水・再湛水が新たに活動として加わった。また、ＦＭの計上方法について参照レ

ベル方式が適用されることとなった。 
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表 3.2 ＣＰ１と第２約束期間における計上方法の違い 

 

 

3.1.3. 土地ベース 

 ＫＰ第２約束期間の土地利用分野の計上方法に関する国際交渉の中で、現行の計上方法

が特定の活動が行われた土地の吸収・排出量のみを計上する「活動ベース」方式であるの

に対し、条約の下での報告と同様、活動の有無にかかわらず全ての土地利用からの吸収・

排出量を計上する「土地ベース」方式を採用すべきとの提案が行われた経緯がある。 

「土地ベース」は、国際交渉において、活動ベースが先進国の「いいとこ取り」「排出逃

れ」であるとの批判があること、また、発展途上国におけるＲＥＤＤプラスの計上方法と

の整合性を図るべきとの議論を背景に提案された概念であり、明確な定義はない。しかし、

条約の下での算定方法を基本に、６つの土地利用区分からの吸排出量を全て義務的に算

定・計上対象とすることと解釈できる。 

 交渉の過程において、一部の途上国から土地ベースに対する強い反対意見が示されたこ

と、計上手法の大幅な変更につながる提案は交渉を長引かせるおそれがあることなどから、

最終的に第２約束期間においてはＣＰ１同様、活動ベース方式が採用されることとなった。

しかしながら、先進国・途上国ともに一部の国からは将来的には土地ベースを含む、より

包括的な計上方法に移行すべきと強く主張したことから、第２約束期間後の課題としてＳ

ＢＳＴＡにおいて、より包括的な計上方法への変更について検討することが合意された。 

なお、現在、条約において議論されているＲＥＤＤプラスは、森林減少からの排出の削

減、 森林劣化からの排出の削減、森林炭素蓄積の保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄

積の強化といった５活動の任意選択制であることから、基本的に活動ベースの考え方に沿

っている。このとき、先進国の森林減少活動と同様とは捉えられるが、先進国の森林減少

活動はグロスネット、ＲＥＤＤプラスは参照レベルによる算定計上方法であることに差異
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がある。 

 一方、途上国の参加も踏まえた方法論という視点からは、土地ベースが求めるような全

ての土地利用からの吸排出量を算定・計上は、途上国の能力を考えれば難しいと考えられ

る。 

 

3.1.4. 活動ベース 

活動ベースとは上述の通り、特定の人為活動が行われた土地の吸収・排出量のみを計上

する方法であり、森林においてはＡＲＤとＦＭを特定し、その吸収・排出量を計上するも

のと解釈できる。現状はＦＭについては参照レベルが採用されてあり、その中で我が国は

ＦＭの解釈として狭義の解釈（Narrow approach）を採用していることを背景に参照レベル

＝０を採用している。 

他の活動としては、ＡＲＤはグロスネット、ＣＭ、ＧＭ、ＲＶ、ＷＭは 1990年基準年ネ

ット・ネットで計上される。 

活動ベースは、活動別に算定計上方法を設定できることから、それぞれの土地利用に固

有の状況に対応しやすく、ＬＵＬＵＣＦ分野を算入するインセンティブが働きやすい。 一

方、自国に不利な活動を算入しないことによる「排出逃れ」が可能であるとの批判は根強

い。また、活動対象地間で土地利用が異動した場合、算定計上が複雑化する。特に活動間

で異なる算定方式を採用している場合、現実の炭素動態と算定の間に齟齬が生ずる。 

現在の議定書では、ＡＲ、Ｄ、ＦＭは義務、ＣＭ、ＧＭ、ＲＶ、ＷＭが選択となってい

る。それぞれの活動を各土地利用の活動と考え、それぞれに参照レベルを設定すれば、土

地ベースに近づく。現状では６土地利用区分とも必ずしも１対１になっていないが、土地

利用と活動が１対１に対応すれば包括的な活動ベースとも言える。これを包括的手法の一

つとして位置付けるのも一案である。 

また、同じ森林の中での算定計上の齟齬を回避するため、ＡＲとＦＭを統合するのも一

案である。その一方、Ｄについては途上国のＲＥＤＤプラスとの整合性がある程度求めら

れると考えられることから、現行のグロスネット方式から参照レベル方式への転換も考え

る必要がある。 

 

3.2. 包括的計上 

3.2.1. 背景 

ＫＰ交渉において、森林等の吸収源は、その算入を認めることによって議定書の発効を

実現したという側面の一方、その取り扱いについては、途上国や一部先進国、環境ＮＧＯ

から懐疑的見方をされ、また、削減目標が先に決まってからルールを議論した結果、吸収

源の算定ルールが複雑化した。このような経験をふまえ、将来の算定・計上方法について

は、その複雑さを回避するとともに、環境十全性を確保し恣意性を排除するためには、「よ

り包括的な計上ルール」を導入する必要があるという提案がなされている。このことにつ
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いてはＣＭＰの要請に基づきＳＢＳＴＡで「より包括的な計上」について検討中である。

このことは、事実上、2020 年以降の枠組の下のルールの基本的事項を議論していることを

意味する。 

 

3.2.2. ＣＭＰからの要請 

 ２／ＣＭＰ．７ 

包括的計上方法については、２／ＣＭＰ．７合意文書においては、以下のように記述さ

れている。 

Land use, land-use change and forestry 

5. Requests the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate 

a work programme to explore more comprehensive accounting of anthropogenic emissions 

by sources and removals by sinks from land use, land-use change and forestry, including 

through a more inclusive activity-based approach or a land-based approach, and to 

report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the 

Kyoto Protocol at its ninth session on the outcomes of this work programme; 

ここでは、より inclusiveな活動ベース、あるいは土地ベースを通して、より comprehensive

（包括的）な算定手法を探る、と記載された。しかしながら、何をもって comprehensive

とするのかなど、具体的な内容には触れられていない。 

 

 ＳＢＳＴＡ40 

また、ＳＢＳＴＡ40においては、以下のように記述され、2015年 6月のＳＢＳＴＡ42で

の議論の継続について合意されている。 

9. The SBSTA agreed to continue, at SBSTA 42 (June 2015), its consideration of issues 

relating to more comprehensive accounting of anthropogenic emissions by sources and 

removals by sinks from LULUCF, including through a more inclusive activity-based 

approach or a land-based approach, with a view to reporting on the outcomes to CMP 

11. 

ただし、ここでも具体的な内容については記述されておらず、現時点では包括的計上に

関するこれ以上の定義や解釈は示されていない。 

 

3.2.3. 我が国のスタンス 

我が国の包括的計上に関する考え方は、2013 年４月に提出された意見提出に表されてお

り、次のように要約される。 

 我が国の意見提出の概要吸収量を増大させ、排出削減が促進される活動への政策イン

センティブ効果を持たせる仕組みが必要。 

 ＫＰＣＰ１と 2020年以降ルールの一貫性を持たせるべき（ただし簡素で実行可能な方
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法）。 

 2020 年以降は全ての国が参加できるよう、先進国と途上国の双方の計上方法を認める

（若しくは包含する）ルールとするべき。 

 この意見からは、国内の政策インセンティブ効果と、ＫＰＣＰ１からのルールの一貫

性についての強調が我が国の特徴と言うことができる。 

 

3.3. 議論 

3.3.1. 現状議定書ルールの見直しの可能性 

 ＡＲとＦＭの統合の必要性 

現行のＫＰの下での算定手法では、森林についてはＡＲとＦＭのそれぞれの活動対象地

を別々に報告することが求められている。ＣＰ１についてはいずれも同様にグロスネット

方式が適用されていたが、第２約束期間については、ＦＭは参照レベル方式、ＡＲは引き

続きグロスネット方式が採用されたことから、参照レベルとして０以外の数値を設定して

いる国については算定・計上作業が複雑化するとともに、算定方法の整合性という観点か

ら問題が生じている。また、1990年から 20年以上経過し、短伐期施業の国においてはＡＲ

として計上された林分が主伐期を迎えることから、グロスネット方式の下で排出を計上す

ることが懸案となる。このことから、ＦＭとＡＲを統合し、同一の参照レベルの下で取り

扱うことも考えられるのではないか。 

 

 参照レベル=０以外の設定 

我が国は現在、ＣＰ１との一貫性の観点から、参照レベルとして０を採用しているが、

将来的に、現在の森林・林業基本計画のような全国レベルの政策目標・計画を基礎に０以

外の参照レベルを設定することも理論的には可能である。 

前章の海外主要国の森林吸収量算定・計上方法等の分析・整理から、基本的にはＢＡＵ

としつつ、将来の目標・計画等に基づいて伐採率を予測して参照レベルを、より排出側に

設定している例も見受けられた。我が国においても、森林吸収量はすでにピークを過ぎて

おり、今後人工林の多くが主伐期を迎えることから、森林・林業基本計画等の目標・計画

を背景に伐採量増加の政策シナリオを加味した参照レベルを設定することも検討の余地が

あると推察される。 

しかし、このような伐採増加を想定した参照レベルを設定する場合においても、森林吸

収量のみに着目した場合、伐採増加は吸収量減少として評価される上に、計画を達成する

こと、すなわち長期的な視点からの健全な森林の育成と森林吸収量の確保に対して短期的

には逆インセンティブが働く可能性があることに注意が必要である。したがって、参照レ

ベル設定にあたっては、伐採された木材の活用による代替効果、省エネ効果、木材による

炭素貯留効果なども総合的に考慮しつつ、長期的な視点から検討する必要があろう。 

 



56 

 

 

3.3.2. 算定手法の比較 

これまでの議論をふまえ、ＦＭの算定手法について、活動ベースアプローチと土地ベー

スアプローチのインセンティブ、人為性・追加性の切り分け、一貫性、途上国での実行可

能性といった視点から比較した。 

 

 持続可能な森林経営政策へのインセンティブ 

活動ベースは狭義の解釈を採用することにより、間伐などの森林経営活動を評価するこ

とができ、持続可能な森林経営の推進にインセンティブを与えることができる。一方、ブ

ロードアプローチは、参照レベルを設定することにより、森林減少・劣化の進む発展途上

国や持続可能性を越えた主伐による大きな排出増加が予想される国においては、過剰伐採

による排出抑制に対するインセンティブを与えることが可能であるが、我が国のように収

益性の観点から過剰伐採が想定しにくく、逆に主伐の推進により長期的な視点から健全な

森林の育成や木材利用の推進を振興していくことが求められる状況にある国においては、

持続可能な森林経営政策へのインセンティブに結びつけることが困難であると考えられる。 

 

 人為性・追加性の証明 

ＫＰの下での森林吸収源の計上方法に関する議論においては、人為的・追加的な活動に

よる吸収量であることの証明が求められるが、自然界の影響の中におかれている森林にお

いて、その吸収量の中から自然影響や過去の取組による影響を排除することは現在の科学

的な知見では非常に困難である。このため、ＫＰにおいては、活動による効果を評価する

活動ベースが採用されたが、中でも、1990 年以降に人為活動が行われた林分の吸収・排出

量のみを計上する狭義の解釈は人為性・追加性を明確に示すことができるという点で優れ

ている。土地ベースでも参照レベルを導入すれば評価は可能という意見もあるが、蓄積量

の変化について、自然影響によるものか、真に人為活動による効果なのかを区別せず、全

て追加的人為性によるものとして計上することになる。 

 

 一貫性 

森林等土地利用分野の吸収・排出量は、数百年、数千年という超長期的な視点で見れば

常に排出と吸収が均衡する。しかしながら、数十年から百年程度の視点で考える場合、吸

収・排出量は森林政策などの人為的な取り扱いにより大きく変動することから、吸収源分

野を気候変動緩和策として位置づけることには大きな意味がある。森林の育成には数十年

から数百年を要することから、その間、基本的には一貫した政策を採る必要がある。この

ため、吸収源分野について長期的な政策へのインセンティブを与えるとともに、算定され

た排出・吸収量の一貫性を担保するためには、長期的に一貫した手法で計上することが求

められる。我が国においては、活動ベースの下で参照レベル=０と狭義の解釈の組合せを継

続的に採用することが一貫性の観点から優れていると考えられる。各国においても、これ
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までの一貫性、継続性の観点から、各国において採用されているそれぞれの現状手法を認

め、それらを包含する手法とすべきである。 

 

 発展途上国の実行可能性 

2020 年以降の国際的な気候変動の枠組においては、これまでの先進国と途上国の二分法

によるのではなく、先進国、途上国を問わず気候変動枠組条約の全ての締約国が同じ法的

枠組の下に参加することが求められる。このため、現在は先進国のＬＵＬＵＣＦ分野、途

上国のＲＥＤＤプラスという形で別々に議論が進められている事項について、「土地セクタ

ー」という形で新たに先進国・途上国を包括するルールに合意することも想定される。 

しかしながら、途上国の現状において、「土地ベース」方式を適用し、全ての土地利用の

算定を求めることは、データ入手可能性やコストの面で困難であると考えられる。また、

ＲＥＤＤプラスは５活動の任意選択制であることから、活動ベースと認識すべきであり、

この点は多くの途上国にとって非常に重要な主張ポイントとなっている。途上国の実行可

能性とＲＥＤＤプラスの実態を考えれば、途上国において土地ベースを採用することは困

難であると考えられる。 

 

3.3.3. 算定手法の選択 

各国の排出削減量は、本来、排出削減活動による効果として評価（算定・計上）される

べきである。したがって、排出削減活動による効果をプラス方向に評価するためには、何

かを基準としてそこからの削減量を計上する必要がある。しかしながら、吸収源の場合、

そもそも排出に対してマイナス方向の数値として算定されることから、何らかの基準を設

けなくてもクレジットを計上しうる。このため、ＣＰ１についてはＦＭとＡＲＤ（Ｄにつ

いては排出源）については何らかの基準を設けず、約束期間中の吸収・排出量の全量を計

上するグロスネットを採用するとともに、過大な吸収量を計上することにより排出削減活

動を行う必要性が低下することを避けるため、ＦＭの吸収量については各国別に算入上限

値が設けられた。 

 ＬＵＬＵＣＦ分野においても、基準年や参照レベル、算入上限値を採用することを前提

とすれば、活動ベースの下で算定計上の問題点を解決する方法を検討することが妥当であ

る。 

   

3.3.4. 国際交渉に向けての提言 

 一貫性の強調 

現状の算定手法は長い交渉を経て得られた成果であり、また、我が国をはじめとして、

各国は既にその成果に基づき長期的な視点から国内政策に取り組んでいる。このため、ま

ずその一貫性、継続性を強調し、現状の方法が包含され、認められるべきことを主張すべ

きである。 
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また、活動ベースの複雑性は主にＡＲとＦＭ、その他３条４項活動の算定手法の違いに

起因していると考えられることから、全ての活動を義務化するとともに、ＡＲとＦＭは統

合することを検討すべきである。その際、各国において各活動の参照レベルの考え方は統

一すべき、ということになると我が国の場合、ＡＲとＦＭは同様に参照レベル＝０もしく

はグロスネット方式を採用しているため大きな変化はない。しかしその他３条４項活動に

ついては 1990年を基準年とするネット・ネット方を採用しており、森林側に合わせた場合

は新たな排出源が発生することになることから、その取り扱いには注意が必要である。 

我が国のＦＭの算定手法は参照レベル法に含まれていることから、現状手法を選択する

か、０以外の参照レベルを開発するかを検討することになる。 

  

 プレッジ・アンド・レビュー 

条約での全体の各国の排出削減の交渉では、ＫＰのような画一的な手法が各国の有利・

不利をもたらす恐れがあることから、画一的な手法は求めず、基準年・期間などを含めて

算定手法を提出しそれによるモニタリングを行い、国際的なレビューを受けるという、プ

レッジ・アンド・レビュー方式を取る方向性で動いている。 

ＬＵＬＵＣＦ分野の包括的計上の議論においても、もし対立構造が進み交渉が停滞する

ようなことになれば、基本的な手法の合意は必要ではあるが、画一的な方法を求めないプ

レッジ・アンド・レビュー方式を提案することも視野に入れるべきである。 

 

3.4. 算定手法の検討 

2020 年以降の枠組において、我が国の土地利用分野からの吸収・排出量に対する国際的

な信頼性を維持・向上してくためには、算定・計上方法と併せ、土地利用分野における排

出・吸収量のモニタリング手法開発の動向や精度・透明性等の要件に対する国際的なスタ

ンダード、将来的なデータ入手可能性を視野に入れ、算定・計上のベースとなる手法や基

礎データについても検討する必要がある。そのため、森林資源情報の実態やＲＥＤＤプラ

スを含む国際的なモニタリング手法開発の動向を考慮して、将来の森林吸収・排出量の算

定に適用する手法やデータについて予備的な検討を行った。 

その結果、これまで適用している森林簿に基づく方法、森林生態系多様性基礎調査を活

用するＮＦＩ法、リモートセンシング（ＲＳ）を用いる方法、これらを組み合わせた方法

などが想定された。また、これらと併せて、枯死木・リター・土壌の３プールを対象とし

た算定・計上手法や伐採木材（ＨＷＰ）についても検討が必要である。 

これらの算定手法について、その概要について検討するとともに、精度や不確実性評価、

コストの視点から見た長所、短所、実行可能性について分析した。 
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3.4.1. 森林簿法 

 概要 

現行の国家森林資源データベース（以下「国家ＤＢ」という。）、バイオマス拡大係数等

の各種係数および「森林経営」対象森林率調査（以下「ＦＭ調査」という。）によって得ら

れた森林経営対象森林率（以下「ＦＭ率」という。）によって、森林全体あるいは「森林経

営」対象森林の炭素ストック変化量を算定する方法である。 

 

 長所 

国家ＤＢは、民有林に関する各都道府県の森林簿と国有林に関する林野庁・森林管理局

の森林調査簿を統合したものであり、既存の森林資源統計や森林計画制度との親和性が高

いという長所をもつ。国家ＤＢは、５年ごとに更新される「森林資源現況」の集計にも利

用されるなど、吸収量算定以外の目的にも活用されており、費用対効果が高い。また国際

的に、あるいは国内政策面でも重要な吸収量算定に用いられることが、都道府県において

森林簿の正確性を維持する動機の一つになることが期待できる。 

 

 短所 

前述のように、国家ＤＢの民有林部分は都道府県が作成した森林簿を使用しており、樹

種、林種、林齢などの正確性は都道府県に依存している。新収穫表を作成したスギ、ヒノ

キ、およびカラマツ人工林以外の民有林蓄積は、都道府県森林簿によるもので、既存収穫

表の調製年代や精度は都道府県によりばらつきがある。また都道府県が収穫表の改訂をお

こなった場合、不連続に森林蓄積が変動し、結果として吸収量算定にも不規則な影響を及

ぼす恐れがあるため、毎年、都道府県から森林簿改訂情報等も森林簿データとあわせて収

集しているところであるが、必ずしも網羅的な報告とはなっていないという課題がある。 

 

 実行可能性 

現行通りの方法で当面は実行可能である。なお、ＦＭ率調査の調査規模については、林

齢等林分構成の変化への対応や地域区分の見直しなどの再検討の余地がある。また、現地

調査全般の問題として、森林所有者の高齢化や代替わりにより、調査実施の許諾を得るこ

とが困難となってきており、いずれ何らかの対応を検討すべきことにも留意が必要である。 

なお、現在の算定方法のオプションとして、新収穫表以外の広葉樹林、天然林、トドマ

ツ、エゾマツ、アカマツなどについても国家ＤＢ用の収穫表を整備することや長伐期化に

対応した算定方法についても検討の余地がある。 

 

3.4.2. ＮＦＩ法 

 概要 

５年で一巡する森林生態系多様性基礎調査の立木データからプロット蓄積を算出し、現
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行と同じバイオマス拡大係数等の係数を用いて炭素ストックに換算し、前回５年前との差

分から炭素ストック変化量を算定することが可能である。現在の林況や施業痕跡からＦＭ

／非ＦＭの判定を行う追加的作業により、ＦＭと判定されたプロットの炭素ストック変化

量から「森林経営」対象森林の吸収量を算定することも可能である。 

 

 長所 

国際的に主流な方法であり、統計的精度（不確実性）も明確である。多様性基礎調査事

業は、公共サービス改革基本方針のもとで平成 26年度から調査実施者が複数年契約となっ

ており、今後さらに QA/QC の向上が期待できる。施業痕跡の発生時期の特定など、現行の

調査項目に追加する必要があるにしても、独立した別の調査を行うよりはトータルで費用

が抑えられる可能性がある。また、プロットの５点に１点は、土壌炭素インベントリが実

施されており、土壌３プールのモデルに応用可能性がある。 

 

 短所 

森林簿の蓄積が林業利用可能な立木材積を想定しているのに対し、多様性基礎調査の立

木データは、目的樹種以外や下層木などを含む現存量全体を測定対象にしており、森林簿

法による炭素ストックとは結果に差異が生じる可能性が高い。クロスチェック用データは

別途検討する必要があり、現在とは逆に、森林簿をクロスチェックデータとすると、保守

的な算定とは主張できなくなるかもしれない。また北海道などは別として、都府県によっ

ては域内のプロット数が少なく、政策効果が検出しにくくなる可能性がある。なお、旧・

森林資源モニタリング調査として 1999 年にスタートした直後のデータは、QA/QC が発展途

上であったことから、慎重に集計する必要がある。 

 

 実行可能性 

現行の生物多様性基礎調査に、施業痕跡の発生時期の特定などの調査項目を追加し、調

査実施者に適切なトレーニングを実施することで実行可能である。ただし、前述の通り、

初期のデータについては QA/QC が十分でなかった可能性があるから、データの精査や補正

方法の開発が必要である。オプションとして、森林簿法のように林分レベルで拡大係数等

の係数を適用するのではなく、単木データから直接バイオマスに換算する方法もある。ま

た、プロット数が不足する部分の解消・補強方法を検討する必要がある。 

 

3.4.3. ＲＳ（リモートセンシング）法 

 概要 

従来の森林簿やＮＦＩを用いた算定手法は林分調査を基礎とするが、これに替わる方法

として、高分解能衛星画像やデジタル空中写真、航空機 LiDAR などのリモートセンシング

データから林分レベルでの高精細データを取得し、サンプリングにより吸排出量を算定す
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るものである。オプションとして、上空からの高精細センサによる観測に加え地上 LiDAR

との組合せ（サンプリング）や Landsat 衛星などの中分解能衛星データとの組合せ

（Wall-to-wall）により、リモートセンシング技術だけを用いた方法が考えられる。 

 

 長所 

高分解能衛星画像やデジタル空中写真、航空機 LiDAR などのリモートセンシングデータ

を用いて算定する場合にはＮＦＩ法と同様にサンプリングによる方法が考えられるが、Ｎ

ＦＩ法と比べて１サンプリング当たりの面積が広く、空間的資源分布が捉えられる。 

また、航空機 LiDAR による林分蓄積推定やデジタル空中写真による林相区分については

ある程度技術開発が進んでおり、林相ごとの蓄積推定、面積推定が可能である（図１）。 

高分解能衛星画像については、「森林吸収源インベントリ情報整備事業」で整備済みの画

像を利用することが可能であり、コストを抑えられる可能性がある。 

 

 

図 3.1 デジタル空中写真による林相区分の結果17 

 

 

                                                 
17 「平成 24年度デジタル森林空間情報利用技術開発事業のうち現地調査及びデータ解析・

プログラム開発事業報告書」

http://www.jafta.or.jp/morittai-files/morittai_report16_end6.pdf 
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 短所 

上空から捉えられる単木および林分情報と地上で得られる単木および林分情報が異なる

ことに留意する必要がある。例えば、航空機 LiDAR では正確な樹高計測が可能であるが、

胸高直径を計測することはできないため、胸高直径ではなく、樹高を変数とした材積式の

開発が必要となる。 

また、従来空中写真は５年に１度の間隔で撮影されてきたが、現在、都道府県によって

は空中写真の撮影が実施されていないところがある。このため、データ取得に追加的な費

用が必要となる。 

一方、航空機 LiDAR を用いる場合、データ処理も含めてデジタル空中写真より多くの費

用が必要となる。 

 

 実行可能性 

概要に述べたようにＲＳ法においては、サンプリングか Wall-to-wallかの設計選択が必

要となるが同時に、必要な費用によって選択手法が異なる。 

RS 法を用いるためには、算定において地上調査と同等の精度を確保するための設計が必

要となる。費用を抑制することにより十分な精度を確保できないと、これまでの算定結果

と比較ができなくなる。 

費用対効果をあげるための組合せ方法をさらに検討することで RS法が実行可能となるこ

とが期待される。 

 

3.4.4. ハイブリッド法 

 概要 

ＮＦＩによる全国の森林の統計量を、全国を網羅するリモートセンシングデータおよび

他の地理情報と組み合わせることにより、多段階サンプリングを構築して、吸収・排出量

を統計的に頑強にかつ空間明示的 (IPCC 2006 GPG Guidelines, V4Ch3、土地統計の表現法

のうち Approach 3) に示すものである。 

精度は高いが数が少ないＮＦＩサンプルと精度は低いが圧倒的に数の多いリモートセン

シングのサンプル(画素)を組み合わせて全体的な不確実性を減少させる (多段階サンプリ

ング)。不確実性が減少する度合いはそれぞれのデータのもともとの不確実性とデータ数お

よびそれらの統計的関係の不確実性によるので、ＮＦＩが既に実施されている場合には適

切なリモートセンシングデータと適切な統計解析の選択が鍵となる。 

ＦＭ率の推定や土壌３プール推定はＮＦＩ法に準ずる。ただし、地理情報システム上で

高精度リモートセンシングによるサンプリング(リモートセンシング法)や他の地理情報と

組み合わせることにより、ＦＭ分布や土壌プールの推定手法が検討可能性である。 
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 長所 

ＮＦＩとリモートセンシングデータを多段階サンプリングで組み合わせた推定により、

精度の評価を統計的に頑強に行うことができ、かつＮＦＩのみよりも精度の向上が見込め

る。 

土地利用の変化とそれに伴う吸収・排出量を空間明示的に示せる。特に、出現頻度が少

なくＮＦＩのみでは捉えにくい変化を効率よく捉え、その面積推定精度が向上することが

期待される。それにより、土壌プールの推定精度向上の可能性がある。 

リモートセンシング情報のみで推定する場合に比べてはるかに容易に調査体制を構築で

きるが、これはＮＦＩという全国規模の統計的に頑強な既存サンプルデータを参照するこ

とを前提としているからである。 

全国を均質に観測できるリモートセンシング情報源のいくつかはすでに社会基盤として

無料または低価格で整備されている。例えば PALSAR (JAXA), Landsat, MODIS(米国)などが

挙げられる。 

 

 短所 

リモートセンシング情報の解析の精度が悪い場合には、かえって全体の精度を低下させ

る恐れがある。特に、ＮＦＩの位置情報の精度が悪い場合には、リモートセンシング情報

の解析精度を著しく低下させ、全体の精度を低下させる恐れがある。 

現在、全国を均質に観測できるリモートセンシングデータによる間伐・択伐検知は困難

である。したがって、ＦＭ率はＮＦＩ法に準じた推定を行う必要がある。ただし、ＮＦＩ

によるＦＭ判定結果を用いリモートセンシングや他の地理情報(たとえば地形や林道から

の距離)との統計的関係から地上調査と異なるＦＭ率の推定方法を検討することが可能で

ある。また、間伐・択伐の検知が可能な高精度リモートセンシングによるサンプリング(リ

モートセンシング法)も併用する可能性もある。 

都道府県や市町村など、全国よりも狭い範囲で個別に推定を行うためにはＮＦＩによる

サンプル数が十分ではない。したがって地上計測や高精度リモートセンシング(リモートセ

ンシング法)によるサンプルの補充が必要となる可能性がある。なお、全国推定の一部とし

て切出すことはその精度の範囲内において可能である。 

全国を均質に観測できるリモートセンシング情報源は限られており、仮に観測を行うと

した場合も相当に費用が発生することに留意が必要である。加えて、それらを処理・解析

するために専門の知識とソフトウェアが必要となる。 

 

 実行可能性 

ＮＦＩと全国を均質に観測できるリモートセンシング情報源を用いる場合、技術的な問

題は少ない。諸外国では多くの実例があり、我が国でも研究レベルではいくつかの事例が

ある。したがって、我が国での実行可能性は比較的高いと思われるが、全国レベルでの実
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施に向けてはさらなる技術開発や精度検証が必要であり、費用についても課題が残る。 

 

 

図 3.2 ＮＦＩと Landsat画像を用いて図化した森林蓄積の分布 

内側の四角形は下図(b)の範囲 

 

 

(b) 大分市・佐伯市付近を部分拡大 

図 3.3 ＮＦＩとリモートセンシングを組み合わせて空間明示的に森林蓄積を推定 

黒点はＮＦＩプロット位置を示す (非森林の非計測地点を含む)18

                                                 
18 Tanaka et al. (2015)を改変 
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表 3.3 算定手法の検討のまとめ 

 

  概要 長所 短所 実現可能性・課題 

森林簿法 

・現行の国家 DB と FM 率調査

との組み合わせによる。 

・オプションとして、新収穫

表以外の広葉樹林、天然林、

トドマツ林、エゾマツ林な

ども新収穫表を整備する。 

・オプションとして、既存の

スギ、ヒノキ、カラマツに

ついても高齢級を重視した

新・新収穫表を整備する。 

・国家 DBは「森林資源現況」の編

集にも役立っている。 

・森林資源統計との親和性が高い。 

・吸収量算定が、都道府県森林簿

の正確性維持の動機の一つにな

る。 

・民有林については都道府県が作成した

森林簿を使用しており、樹種、林種、

林齢などの正確性は都道府県に依存し

ている。 

・新収穫表を作成したスギ、ヒノキ、カ

ラマツ人工林以外の民有林蓄積は、都

道府県森林簿によるもので、精度が不

明であり、また都道府県が収穫表の改

訂をおこなった場合に、不連続に蓄積

が変動する 

・1990 年以降で二度目以降の施業は、政

策インセンティブの効果が弱い 

・現行の方法で当面は実行可

能。 

・地域区分や現況の反映度合

によっては、FM率の調査規

模を再検討する余地がある 

6
5
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ＮＦＩ法 

・「森林生態系多様性基礎調

査」の立木データからプロ

ット蓄積を算出し、現行と

同じバイオマス拡大係数を

用いて炭素量に換算する。 

・現在の林況や施業痕跡から

FM／非 FMの判定を行い、吸

収量を算定する。 

・オプションとして、林分レ

ベルで拡大係数を用いるの

ではなく、単木データから

直接バイオマスに換算する

方法もある。 

・国際的に主流の方法であり、統

計的精度も明確。 

・公共サービス改革基本方針のも

とで、26 年度から調査実施者が

複数年契約となっており、今後

さらに QA/QCの向上が期待でき

る 

・施業痕跡の時期の特定など、調

査項目を追加する必要があるに

しても、独立した別の調査を行

うよりはトータルで費用が抑え

られる可能性。 

・5点に 1点は、土壌炭素インベン

トリが実施されており、土壌３

プールのモデルに応用可能性が

ある 

・クロスチェックは別途検討する必要。

現在とは逆に、森林簿をクロスチェッ

クデータとすると、保守的な算定とは

主張できなくなるかもしれない 

・都府県によってはプロット数が少なく、

FM率向上などの政策効果が検出しにく

い 

・旧・森林資源モニタリング調査の時か

ら調査方法が変わった項目もあり、デ

ータの精査や補正方法の開発が必要 

・現行の多様性基礎調査に調

査項目を追加し、調査実施

者に適切なトレーニングを

実施することで実行可能。 

RS（リモー

トセンシン

グ）法 

・高分解能衛星画像やデジタ

ル空中写真、航空機 LiDAR

などから林分レベルでの高

精細データを取得し、吸排

出量を算定する。 

・オプションとして、地上  

LiDAR との組合せによる多

段サンプリングを行う。 

・空間的資源分布が捉えられる。 

・航空機 LiDAR による林分蓄積推     

定やデジタル空中写真による林

相区分については、ある程度技

術開発が進んでおり、適用が可

能。 

・高分解能衛星画像については「森

林吸収源インベントリ情報整備

事業」で入手している画像を利

用することが可能。 

・上空から捉えられる情報と地上で得ら

れる情報が異なる。 

・現在、都道府県によっては空中写真の

撮影が実施されていない。 

・航空機 LiDAR を用いる場合、費用の確

保が問題。 

・デジタル空中写真、航空機 LiDAR から

樹高を得る場合、樹高を変数とした材

積式が必要。 

・ 多 段 サ ン プ リ ン グ か

Wall-to-wallかの設計選択

が必要。 

・地上調査と同等の精度を確

保するための設計が必要。 

・費用対効果をあげるための

組合せ方を検討することで

実現可能。 

6
6
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ハイブリッ

ド法 

・ＮＦＩによる全国の統計量

と RS による図化を組み合わ

せ、吸収・排出量を空間明示

的にかつ統計的に頑強に示

す。 

・土地利用変化、吸収・排出量を

空間明示。ＮＦＩのみでは捉え

にくい変化を効率よく捕捉。 

・頑強な精度評価。ＮＦＩのみよ

り精度向上を期待。 

・ＮＦＩ非実施年の変化を捕捉。 

・いくつかの RS情報源は低価格で

整備済み。PALSAR (JAXA), 

Landsat, MODIS(米国)など。 

・全国を均質に観測できる RS 情報源は限

られている。 

・RS情報の解析精度によっては、全体の

精度低下の恐れ。  

・ＮＦＩの位置情報の精度によっては全

体の精度低下の恐れ。 

・ＮＦＩに追加する技術的、

費用的問題は少ない。 

・諸外国では多くの実例、我

国でも研究事例あり。 

 

 

6
7
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3.4.5. 土壌等３プールの取り扱い 

 概要 

我が国の気候変動枠組条約及びＫＰの下での森林カテゴリーにおける土壌・リター・枯死

木からの排出・吸収量の算定については、現在アメリカ・コロラド州立大学が開発した

CENTURY モデルを日本の気候・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。この手法は生態系モデルによる推定のため、Tier3

に該当し、各県・各樹種（８樹種に集約）の林齢ごとの面積が必要である。将来的な算定手

法の継続性、一貫性、透明性、実行可能性等の観点から、現状モデル、代替モデル（Yasso07

またはその改変法、その他）、Tier2 への変更という現時点で考えられる主なオプションに

ついてその長所・短所を予備的に分析した結果を述べる。 

 

 現状モデル（CENTURY-jfos） 

＜長所＞ 現行モデルであり導入コストがかからない。ＣＰ１の実績があり、一貫性がある。 

＜短所＞ CENTURY-jfos は地上部バイオマスの成長シナリオに変化がある場合、新たにチ

ューニングという作業が必要であり柔軟に対応できない。地上部の算定方法が変わったとき

に追随できない可能性が高い。計算時間が長く、不確実性評価の検討が難しい。地上部バイ

オマスで各県・各樹種の林齢ごとの面積を用いなくなった場合でも、CENTURY-jfos 用に面

積表を用意する必要がある。 

 

 Yasso07 またはその改変法 

フィンランドが開発し、フィンランドとオーストリアが条約報告に使用している。 

＜長所＞ 技術会議のプロジェクトで類似モデルを検討中のため、比較的検証パラメータが

揃っている。地上部の算定手法の変化に柔軟に対応できる可能性が高い。計算時間が短く、

不確実性評価の検討がやりやすい。ヨーロッパで数カ国が採用するなど、実績が豊富である。

地上部バイオマスのデータ以外に用意する必要があるデータが少ない。 

＜短所＞ 我が国での導入実績がなく、正常な挙動を示すかの検討が事前に必要である。挙

動確認や、必要なデータ整備、算定用システムの構築などの導入コストがかかる。 

 

 その他のモデル 

RothC（農業セクターで使用予定、イギリスが開発）、CBM-CFS3（カナダが使用）や CENTURY

モデルの土壌部分だけを使用するなどのオプションも考えられる。但し、いずれのモデルも

我が国の森林土壌での挙動確認が必要である。 

 

 Tier2 への移行 

インベントリ調査によって得られた変化量を適用する方法である。ドイツが採用している。 

＜長所＞ 置いている仮定が明瞭で、科学的には最も透明性が高い。 
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＜短所＞ ドイツの関係者から、レビュアーからの評価が低いとの情報を得ている。特に

Tier3から Tier2への移行は、相応の理由が必要と考えられる。 

 

 可能性と課題 

地上部バイオマスの算定に各県・各樹種の林齢毎の面積が整備される予定であれば、

CENTURY-jfosの選択が可能である。 

地上部バイオマスの算定に上記の面積表が作成されないのであれば、CENTURY-jfos を採

用する長所は大きく減じ、地上部バイオマスとの親和性の問題から他のモデルを採用する選

択が有力になると考えられる。 

いずれにせよ、Tier3 モデルの使用に当たっては、他のモデルによる比較検討が推奨され

ており、今後 CENTURY-jfos以外のモデルの検討と算定試算は必要と思われる。モデルの挙

動確認や我が国の森林への適合性については年単位での時間が必要である。 

 

表 3.4 土壌等３プールの取り扱いのまとめ 

  概要 長所 短所 実現可能性・課題 

現状モデル 

・CENTURY-jfos

の継続使用 

・導入コスト低 

・実績あり 

・地上部算定変化

に追随難 

・不確実性評価に

難点 

・地上部算定方法が

変わるとメリット

減少 

代替モデル 

・Yasso07や

RothCなどの土壌

モデルの採用 

・地上部算定変化

に追随可 

・不確実性評価に

向く 

・実績あり 

・動作検証等に導

入コスト 

・年単位での検証作

業が必要 

Tier2への変更 

・インベントリ 

データを用いた

変化量の適用 

・透明性が高い ・評価が低い 

・相応の変更理由

が必要 

・非現実的選択か？ 

 

3.4.6. ＨＷＰ（伐採木材製品） 

 包括的計上におけるＨＷＰ 

ＫＰ第２約束期間においてＨＷＰは森林の活動と結び付けて計上・報告することとなって

いる。各国が 3条 3項、3条 4項に基づいて報告している森林に由来するＨＷＰを計上する

という大前提が 2/CMP.7に定められており、IPCC 2013 Revised Supplementary Methods and 

Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocolにおいてもこれに従ってＦＭ、

ＡＲ、Ｄのうちどの活動に由来するかによってＨＷＰの取り扱いが異なるという内容になっ

ている。 
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2020 年以降の「包括的計上」においてＬＵＬＵＣＦが土地ベース計上になった場合、例

えばＨＷＰを 6つの土地利用区分（森林、農地、草地、湿地、開発地、その他の土地）由来

別に扱う（あるＨＷＰがどの土地利用に由来しているかを判別する）ことは、現状の森林活

動への結び付けと同様か、それ以上に難しいと考えられる。ＨＷＰとは「伐採」という活動

に基づいて産出されるものであるという本質と、さらにプールに入ってからも人間の活動に

よって蓄積され、廃棄されるものであることを考慮すると、2020 年以降もＨＷＰは活動ベ

ースで検討すべきものであると思われる。そしてもし本報告書で述べられているようにＡＲ

がＦＭに統合されればＨＷＰの計上も技術的にかなり簡易化されるはずである。 

包括的計上においてＨＷＰに関連して検討すべきである点として、ＨＷＰの定義に関する

問題が挙げられる。第２約束期間には 2/CMP.7における定義に基づきＨＷＰとして製材、木

質パネル、紙の 3製品のみを計上することになっているが、これでは全木材製品のうちの一

部（といっても大部分ではある）をカバーしているにすぎない。丸太に近い形状で使用され

るもの、例えば土壌改良のための地中杭、電柱などは議定書の計上に含まれていないという

点は、前述の IPCC 2013 Supplement 作成時にも話題となったところである。さらに現状で

はリサイクル材の取り扱いについては特段の考慮がなされておらず、結果としてリサイクル

材はバージン材と変わらない取り扱いをすることとなっているが、このことが生産法の下で

問題となるケースがある。輸出国が自国の輸出材についてデフォルト法（一次減衰関数と製

品固有の半減期を使用）を適用して算定を行い、輸入国が輸入材をリサイクルして活用して

いる場合、その材の二サイクル目以降（固有の半減期にしたがいその材が計算上ＨＷＰプー

ルから出て行った以降）は輸入国、輸出国ともに計上していないことになる。しかしリサイ

クルは社会的なシステム構築や技術的課題に対する努力を相当に投入し、結果的に当該材に

よる排出を遅らせるという人為的行動である。以上のような観点から包括的計上という意味

で全木材製品とそれに関する活動を可能な限り漏れなく計上できるようＨＷＰの定義を見

直すことは必要であろう。 

 

 ＨＷＰ計上のアプローチ 

前述のように京都議定書第二約束期間において新たに加えられることになった HWP の炭

素プールの取り扱いについては、途上国の意見も反映しつつ各国が合意可能なものとする必

要があった。即ち、長年議論されてきた輸出入木材の取り扱いに起因する計上方法の利害の

対立を避け、国内の FM、ARDという森林活動に直接結び付く HWPを対象とすることとしたた

め、結果として 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories に示さ

れたHWP計上に関する4アプローチのうち生産法に近いアプローチがとられることとなった。

しかしながら、生産法は、木材の全体使用量から国産材を分離して推計しなければならない

ため、他のアプローチに比べて精度を確保することが難しく、2020 年以降，先進国、途上

国が一体となった取り組みを行うことなどを踏まえると、必ずしも生産法が継続されるとは

限らないように思われる。 
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4アプローチの違いは国境を越えて貿易される HWPの取り扱いの違いである（表 1）。 

これらのアプローチは科学的にはどれも正しいとされ、全球での合計はどれも等しくなる。

しかし、大気フロー法では輸入材が国境を入ってきたときに吸収とみなさない点で、木材の

炭素貯蔵効果を半分認めていないようなアプローチであるように感じる。さらに、日本のよ

うな輸入国にとって輸入材は吸収の効果がなく排出のみが計上されることになり、HWPによ

る収支が大きな排出になる傾向がある。その他の各アプローチにおける技術的な必要事項と

インセンティブについては表 2を参照されたい。我が国は COP17/CMP7における決定がなさ

れるまでどのアプローチが採用されても対応できるよう準備をしており、第二約束期間のル

ールにもある程度スムーズに対応できたという経験がある。2020 年以降に向けても引き続

き行政と研究が連携して準備を進めることが重要である。 

 

表 3.5 IPCC 2006年ガイドラインに示された 4アプローチ 

アプローチ（手法） 計上の対象 

暫定法 森林伐採は即排出とみなす 

蓄積変化法 国境内に存在する木材の増加/減少分を吸収/排出量とする 

生産法 国内の森林から生産された木材の増加/減少分を吸収/排出量とする 

大気フロー法 国境上空の大気とのやり取りをカウントする 

 

 炭素蓄積効果と代替効果 

前述のアプローチに加えて、どの Tierを選択するかによって算定結果が異なる。更に木

材利用に対するインセンティブも Tierの選択によって異なってくる。 

次表にアプローチと Tier選択の組み合わせによる技術的必要事項とインセンティブにつ

いてまとめた。 

 

表 3.6 アプローチと Tier選択の組み合わせによる技術的必要事項とインセンティブ19 

方
法 

手
法 

デフォルト法* 

（一次減衰関数

＋デフォルト半

減期） 

国独自法(1) 

（一時減衰関数＋パ

ラメータの変更） 

国独自法(2) 

（独自モデル使用（最

終用途モデルと仮

定）） 

インセンティブ・課題 

蓄

積

変

化

法 

○（計算可能） • 半減期・変換係数

（比重） 

• 最終用途別 HWP投

入量 

• 最終用途別半減

期・変換係数（比

重） 

• ストック方式 

• 木材利用振興 

• 独自法では長寿

命化（約束期間内

の排出を避ける） 

• 政策反映可 

                                                   
19 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories・2013 Revised 

Supplementary Methods and Good Practice Guidance Arising from the Kyoto Protocol に

よる 
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生

産

法 

△（計算可能だが

リサイクル材が

考慮されていな

いため国産材率

が過小になる） 

• 国内利用投入 HWP

の国産材率 

• 国内利用国産材，

輸出国産材別半

減期・変換係数

（比重） 

• 最 終 用 途 別 国

産・輸入別 HWP投

入量 

• 最 終 用 途 別 国

産・輸入別半減

期・変換係数（比

重） 

• ストック方式 

• 国産材利用振興 

• 輸出振興（国内需

要が増えない場

合） 

• 独自法では長寿

命化 

• 計算が最も難し

い 

• 輸出材には政策

反映不可能 

大

気

 

フ

ロ

｜

法 

○（計算可能， 

排出量が大きく

なる） 

• 半減期・変換係数

（比重） 

• HWP 輸入量・輸出

量 

• 最終用途別 HWP投

入量 

• 最終用途別半減

期・変換係数（比

重） 

• HWP 輸入量・輸出

量 

• 輸入に逆インセ

ンティブ→間接

的に国産材利用

振興 

• 輸出振興 

• 独自法では長寿

命化 

 

 問題点と今後の展望 

前述のように 2020年以降に向けて、現状では 3つのアプローチのどれにでも対応できる

ような準備を行うことが必要である。また実際選択するかどうかは別として Tier選択につ

いてもより高次の Tierを使用できる可能性は残しておいた方が良いと考えられる。そのた

めに必要な若しくは望ましい統計や調査の例は表 3.6に一部まとめたが、より詳細には次の

ようなものが考えられる。 

 建築物ストック面積（国交省が最近始めた統計情報があり、継続的な実施が望まれ

る。） 

 家具生産量（金額ベースのものしかないので物量ベースのものがあるとよい）及び

そのストック量（難しいが、これがあると独自法使用の可能性を確保できる。） 

 用途別ＨＷＰ出荷量（他の木製品に比較して合板は使用量が多いことに比して用途

別出荷量が不明である。また各種木製品の家具向けが分かっていない（「家具・建具」

という統計区分になっているが、家具と建具とで半減期が異なる可能性がある）。） 

ＨＷＰの炭素蓄積効果は、蓄積変化法、生産法のどちらにしても常にプール中のＨＷＰの

蓄積量を増やし続けないと吸収とならないため、今後の人口減とそれに伴う建築着工量減を

考慮すると今後クレジットが際限なく増えるとは考えにくい。他材料の代替、用途拡大を通

して木材使用量を増加させるとともに、省エネ効果、化石燃料代替効果もあわせて最適化す

ることが必要である。 

  




