
 

 

 
 
 

平成２3 年度 
 

森林吸収源インベントリ情報整備事業  
（次期約束期間に向けた体制整備等調査） 

実施報告書  
 
 

 

 

 

 

平成 24 年 3 月 
 

 

林 野 庁  
 



 i
 
 

平成２３年度森林吸収源インベントリ情報整備事業 
（次期約束期間に向けた体制整備等調査）実施報告書 

 

目   次 

 

１. 趣旨・目的 ················································································· 1 

 

２. 実施体制 ···················································································· 1 

 
３. 自然攪乱に伴う GHG 取扱いに関する国際的議論の動向の情報収集・分析 

 ······························ 3 
１）趣旨 ····························································································· 3 

２）結果 ····························································································· 3 
（１）AWG-KP の交渉文書でみる計上除外ルールに関する議論の動向の分析 ··  

 ································ 3 

（２）AWG-KP への参加による計上除外ルールに関する議論の動向の分析 ····· 9 

３）まとめ ·························································································· 10 

 

４. 自然攪乱に伴うGHG排出量の計上除外ルール適用に向けた他国の体制につ

いての情報収集・分析 ·································································· 12 

１）趣旨 ····························································································· 12 

２）情報の収集・分析の方法 ·································································· 12 

３）カナダにおける計上除外ルール適用に向けた体制 ································· 12 

４）オーストラリアにおける計上除外ルール適用に向けた体制 ····················· 19 

５）ロシアにおける計上除外ルール適用に向けた体制 ································· 30 

６）フランスにおける計上除外ルール適用に向けた体制 ······························ 37 

 

５．自然撹乱に伴うGHG排出量の計上除外に必要なデータの入手体制の検討

 ····························· 41 

１）はじめに ······················································································· 41 

２）計上除外ルール適用のために必要な UNFCCC 報告事項の特定とその整理 

 ································ 41 

３）我が国における現行の計上除外ルール適用のための入手可能性の現状 ······ 42 



 ii
 
 

４）計上除外ルール適用のためのデータ入手の仕組み検討にあたって ··  ········· 43 

５）我が国における［森林被害調査報告］の整理 ······································· 44 

６）計上除外ルール適用に必要なUNFCCC報告事項への対応方針の実現可能性を把

握するための各県へのアンケート調査 ······················································ 46 

７）アンケート調査結果を踏まえた計上除外ルール適用にむけた仕組みの案 ········ 59 

別添１ アンケート質問票 ····································································· 72 

別添２ アンケート回答票 ····································································· 84 

 

６. 各国の森林吸収量の算定・報告手法の把握･分析 

１）趣旨 ····························································································· 88 

２）結果・考察 ···················································································· 88 

Ⅰ. イギリスの京都議定書第１約束期間の状況について ····································· 89 

Ⅱ. イタリアの京都議定書第１約束期間の状況について ··································· 104 

Ⅲ. オーストリアの京都議定書第１約束期間の状況について ····························· 119 

Ⅳ. スイスの京都議定書第１約束期間の状況について ······································ 138 

Ⅴ. スウェーデンの京都議定書第１約束期間の状況について ····························· 155 

Ⅵ. スペインの京都議定書第１約束期間の状況について ··································· 170 

Ⅶ. ドイツの京都議定書第１約束期間の状況について ······································ 187 

Ⅷ. ノルウェーの京都議定書第１約束期間の状況について ································· 209 

Ⅸ. フィンランドの京都議定書第１約束期間の状況について ····························· 221 

Ⅹ. フランスの京都議定書第１約束期間の状況について ··································· 244 

ⅩⅠ. ロシアの京都議定書第１約束期間の状況について ··································· 257 

ⅩⅡ. アメリカの京都議定書第１約束期間の状況について ································ 272 

ⅩⅢ. カナダの京都議定書第１約束期間の状況について ··································· 279 

ⅩⅣ. オーストラリアの京都議定書第１約束期間の状況について ······················· 303 

ⅩⅤ. ニュージーランドの京都議定書第１約束期間の状況について ···················· 317 

 

 



 

１. 趣旨・目的 

2013年以降の国際的な気候変動対策の枠組については、2007年12月にインドネシアで開

催された気候変動枠組条約締約国会合(COP)及び同条約京都議定書締約国会議(CMP)での

決定を踏まえ、2009年12月にデンマーク、2010年11月～12月にメキシコで開催されたCOP 

及びCMP での「コペンハーゲン合意」、「カンクン合意」を経て、2011年11月～12月に

南アフリカで開催されたCOP17・CMP7において、「ダーバン合意」が採択され、京都議

定書第二約束期間の設定と併せて、将来の枠組みを定める新議定書の2020年発効を目指し

た作業開始が合意された。 

このような中、地球上の炭素循環の中で重要な役割を果たしている森林についても、京

都議定書第１約束期間の経験を踏まえた議論続けられた。この中では，第１約束期間には

なかった，自然撹乱に伴う温室効果ガス排出量の計上除外ルールの導入が決定したほか、

森林経営による排出吸収量の算定には、参照レベル方式が採用されることとなった。 

こうした状況の中にあって、本事業では、次期枠組みにおける自然撹乱に伴う温室効果

ガス排出量の計上除外ルールに柔軟に適用できるような我が国の体制整備に向けて、昨年

度実施した基礎情報の把握・分析等を踏まえて同ルールに必要なデータ収集のためのガイ

ドライン（案）の作成と、主要国の自然撹乱に関する体制や国際的な議論の動向について

情報収集・分析を行った。また、森林の取扱いを巡る国際的な議論の動向や各国の森林吸

収源等の現状及びスタンスを把握し、今後の森林吸収源交渉方針策定の基礎情報を収集・

分析した。 

これらの情報の把握分析を通じて、自然攪乱に伴う温室効果ガスの排出計上除外ルール

への適切な対応、我が国森林･林業施策と整合性のとれた内容となるような森林吸収源に係

る国際ルールの制定等に努めていくことが必要である。 

なお、本事業は、林野庁の森林吸収源インベントリ情報整備事業の一事業として、財団

法人国際緑化推進センターが受託し、平成 23 年 10 月から平成 24 年 3 月にかけて実施した

ものである。 

  

２．実施体制 

 本事業では、検討項目に対してより効率的に専門的な議論がなされるよう、各種森林

被害等自然攪乱に精通する専門家からなる自然攪乱検討委員会と、気候変動枠組条約及び

森林吸収源に関する国際交渉に精通する専門家からなる次期枠組み検討委員会の 2 つの委

員会を設置する。 

 

自然攪乱検討委員会 

氏 名 所 属 

天野 正博 早稲田大学大学院 人間科学学術院 教授 

落合 博貴 森林総合研究所 研究コーディネータ 国土保全・水資源研究担当 
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金子 真司 森林総合研究所 立地環境研究領域長 

長沼 隆 岐阜県林政課技術総括監 

松本 光朗 森林総合研究所 研究コーディネータ 温暖化影響研究担当 

           

次期枠組み検討委員会 

氏 名 所 属 

天野 正博 早稲田大学大学院 人間科学学術院 教授 

亀山 康子 国立環境研究所 地球環境研究センター 温暖化対策評価研究室  

主任研究員 

佐藤 淳 三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社副主任研究員 

外崎 真理雄 森林総合研究所 木材特性研究領域長 

広嶋 卓也 東京大学大学院農学生命科学研究科付属演習林 千葉演習林 講師 

松本 光朗 森林総合研究所 研究コーディネータ 温暖化影響研究担当 
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3．自然攪乱に伴う GHG 取扱いに関する国際的議論の動向の情報収集・分析 

 

1） 趣旨 

京都議定書第一約束期間の枠組みの中では，3条3項（新規植林・再植林・森林減少）及

び4項（森林経営活動）の対象になった森林は，その吸収源によるGHG吸収量（以降，吸収

量と呼ぶ）を自国の排出削減目標達成に利用することが認められている。そのためには，

吸収量と排出量の両方の計上が義務付けられている。 

このような中，次期約束期間についての交渉では，第一約束期間にはなかった，自然攪

乱 (Natural disturbance) に伴う GHG 排出量（以降，排出量と呼ぶ）の計上除外といった，

新たな条項（以降，計上除外ルール）を盛り込む議論が行われている。これは，自然攪乱

（森林火災，病虫害，気象害等）が京都議定書の対象地において大規模な排出をもたらし

た場合，その目標が達成できなくなる恐れが出てくるという一部の国の主張を受けてのこ

とである。 

こうした議論は，「京都議定書の下での附属書 I 国の更なる約束に関する特別作業部会」

（以下，AWG-KP と呼ぶ）においてなされている。どの程度の規模の自然攪乱を対象とす

るのか，自然攪乱による排出のうち何を計上除外の対象とするのか，などの基本的な点も

含め，議論を進めたい災害多発国と慎重な途上国とで対立がある中で，我が国としては議

論の動向を見極め適切な対応を図っていく必要がある。 

そこで，AWG-KP の交渉文書及び第 17 回気候変動枠組条約締約国会議（COP17，ダー

バン会合）への参加により，当該議論の動向について情報収集を行い，整理・分析を行っ

た。COP17 へは，国際緑化推進センターの柴崎研究員を，11 月 26 日～12 月 9 日まで派遣

した。 

 

2）結果 

（1）AWG-KP の交渉文書でみる計上除外ルールに関する議論の動向の分析 

2011 年度に発行された以下の 3 つの交渉文書を対象に，計上除外ルールに関する議論の

動向を項目毎に分析した。 

 バンコク・ボンでの AWG-KP16 後の交渉文書1（以降，バンコク・ボン交渉文書と呼

ぶ） 

 パナマでの AWG-KP16 後の交渉文書2（以降，パナマ交渉文書よ呼ぶ） 

 ダーバンでの AWG-KP16 後の交渉文書3（以降，ダーバン交渉文書と呼ぶ） 

＜自然撹乱の定義について＞ 

 バンコク・ボン交渉文書 

A. Definition¶1 (b)  
                                                  
1 FCCC/KP/AWG/2011/CRP.1（2011 年 7 月 17 日発行） 
2 FCCC/KP/AWG/2011/CRP.2/Rev.1（2011 年 10 月 7 日発行，第 7 章 検討委員会資料 1）にて添付） 
3 ダーバン合意文書（Advance unedited version，第 7 章 検討委員会資料 2）にて添付） 
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[“Force majeure” means, for the purposes of this decision, [an] extraordinary 

,  

   
 defined as     

   
 beyond the control of, and 

not materially influenced by, a Party [and whose associated [total annual] greenhouse 

gas emissions by sources and removals by sinks are a minimum of X  

Y  
Z  

  
  of the 

total national emissions included in the base year].] 

脚注 16（¶1 の occurrences に付記） 

A  

      
 wildfire[s], insect and disease infestations, extreme 

weather event[s] and/or geological disturbance[s].   

バンコク・ボン交渉文書では，不可抗力という用語の定義し，それに該当する事象や状況

を判断するために，基準年の排出量の x%以上という形で閾値が設けられている。 

 

 パナマ交渉文書 

脚注 17 (18) 

Disturbances include wildfires, insect and disease infestations, extreme weather events and/or 

geological disturbances but exclude harvesting. 

A. Definition には，バンコク・ボン文書にあった不可抗力の定義が記載されおらず，不

可抗力 (force majeure) の代わりに攪乱 (disturbances) という用語が使用されている。脚

注 17，18 に攪乱の事例が記載されている。 

 

 ダーバン交渉文書 

A. Definition¶1 (a) に以下のような文書が記載されている 

  Natural Disturbances  are non-anthropogenic events or non-anthropogenic circumstances. For the 

purposes of this decision, these events or circumstances are those that cause significant emissions in 

forests and are beyond the control of, and not materially influenced by, a Party. These may include 

wildfires, insect and disease infestations, extreme weather events and/or geological disturbances, 

beyond the control of, and not materially influenced by, a Party. These exclude harvesting and 

prescribed burning;  

パナマ交渉文書で使用していた攪乱の代わりに，自然攪乱という用語を用いて，それに

該当する事例付きで定義を示している。 

 

＜計上除外ルール適用の判断基準について＞ 

 バンコク・ボン交渉文書 

¶29 
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[[Each Party shall, for the purposes of applying the definition of force majeure, select a single 

minimum value in the range of [Y to [5] [Z] per cent]. The selection made by the Party shall be fixed 

for the duration of the commitment period. The Party shall explain why and how the value was 

chosen;] 

基準年の総排出量の何%のものを不可抗力としてみなすのか，各国でその%を設定し，な

ぜその数値にしたのか根拠も説明するとある。 

 

 パナマ交渉文書 

脚注 22 

[Background level can be defined as the average of the time series of emissions associated with 

disturbances after application of an iterative process to remove outliers, based on twice the standard 

deviation around the mean until no outliers can be identified. Alternatively, Parties may apply a 

transparent [and comparable] country specific approach. All approaches should avoid the 

expectation of net-credits or net-debits during the commitment period.] 

攪乱による年間排出量がバックグランドレベルを超えた場合，計上除外ルールが適用さ

れるとあるが，そのバックグランドレベルは，統計的アプローチ4と加盟国独自のアプロー

チのどちらかで設定されるものとある。 

 

 ダーバン交渉文書 

脚注 7 

Background level can be defined as the average of a consistent and initially complete 

time series containing 1990-2009 emissions associated with natural disturbances after 

application of an iterative process to remove outliers, based on twice the standard 

deviation around the mean until no outliers can be identified. Alternatively, Parties may 

apply a transparent and comparable country-specific approach using consistent and 

initially complete time series of data including for the period containing 1990–2009. 

パナマ交渉文書と内容に大きな変更はないが，バックグランドレベルを設定する際の参

考とするべき過去の排出量の年度が追記された。 

 

＜計上除外の対象について＞ 

 バンコク・ボン交渉文書 

¶30 

Where force majeure has occurred on lands subject to activities under Article 3, paragraph 3, and 

Article 3, paragraph 4, and provided that the requirements of paragraphs 31 and 32 below are met, 

                                                  
4 統計的アプローチの場合，バックグランドレベルは，撹乱による過去の年間排出量のうち，標準偏差の 2
倍以上の排出量を記録した年度がすべて取り除かれた後の平均値として設定される。 
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Parties may exclude from the accounting, annually or at the end of the commitment period, annual 

emissions [above the threshold] due to the force majeure minus any removals until the end of the 

second commitment period on the lands affected. 

計上除外の対象は，不可抗力による年間排出量［のうち閾値を越えた分］から，計上除

外ルール適用地で第二約束期間末まで発生するいかなる吸収量を控除したものとある。  

 

 パナマ交渉文書 

¶29 (b)  

[With respect to forest management under Article 3, paragraph 4, and provided that requirements of 

paragraph 30 below are met, a Party may exclude from the accounting, either annually or at the end 

of the second commitment period, emissions from disturbances that in any single year exceed the 

background level in pagragraph 29 (a), [in years where those emissions are above the background 

level plus the margin needed to avoid the expectation of net-credits or net-debits from inclusion of 

the backgound level of disturbances23], and any subsequent removals on the lands affected;] 

計上除外の対象は，攪乱による年間排出量がバックグランドレベル［＋マージン］を超

えた年におけるそれによる年間排出量と攪乱が起きた場所の攪乱後の吸収量。計上除外の

対象は，攪乱による年間排出量すべてなのか，バックグランドレベルを超えた分だけなの

かはこの文書だけでは判断できない。 

 

 ダーバン交渉文書 

¶33 (a) 

When accounting for forest management under Article 3, paragraph 4, and provided that 

requirements of paragraph 34 below are met, a Party may exclude from the accounting, either 

annually or at the end of the second commitment period, emissions from natural disturbances that in 

any single year exceed the forest management background level. Any subsequent removals during 

the commitment period on the lands affected shall also be excluded from the accounting. Parties 

may only exclude emissions from disturbances in years where those emissions are above the 

background level plus the margin, where a margin is needed;  

計上除外の対象は，自然攪乱による年間排出量がバックグランドレベル（必要な場合は＋

マージン）を超えた年におけるそれによる年間排出量と，自然攪乱が起きた場所の攪乱後

の吸収量。計上除外の対象は，攪乱による年間排出量すべてなのか，バックグランドレベ

ルを超えた分だけなのかはこの文書だけでは判断できない。 

 

＜計上除外の対象外について＞ 

 バンコク・ボン交渉文書 

¶30 
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Emissions associated with salvage logging shall be accounted for in the commitment period during 

which the salvage logging has occurred. 

約束期間内のサルベージロギングがあった場合は，それに伴う排出は計上しなければい

けないとある。 

¶30 

In the case of land-use change following force majeure, Parties shall not exclude emissions; 

Salvage logging に伴う排出や不可抗力が起きた後に，土地利用変化があった場合は，そ

の排出は計上しなければいけないとある。 

 

 パナマ交渉文書 

¶29 (d)  

Parties shall account for emissions associated with salvage logging in the commitment period during 

which the salvage logging has occurred; 

特にバンコク・ボン文書からの変更点はない 

¶29 (e) 

Parties shall not exclude from accounting emissions from disturbances on those lands that are subject 

to land-use change following the disturbance. 

特にバンコク・ボン文書からの変更点はない 

 

 ダーバン交渉文書 

¶33 (c)  

Parties shall account for emissions associated with salvage logging; 

ダーバン交渉文書には，パナマ交渉文書にあった“in the commitment period during which the 

salvage logging has occurred”という内容が記載されていない。これにより，約束期間以降も

サルベージロギングが発生した場合は，計上しなければいけないということが読み取れる。 

¶33 (d) 

Parties shall not exclude from accounting emissions from disturbances on those lands that are subject 

to land-use change following the disturbance. 

特にバンコク・ボン交渉文書からの変更点はない。 

 

＜計上除外ルール適用に伴う参照レベルの取り扱いについて＞ 

 バンコク・ボン交渉文書 

脚注17 

The forest management reference levels also took into account the need for consistency with the 

inclusion of carbon pools [and the provisions for addressing force majeure contained in paragraphs 

29 to 32 below] [by excluding emissions by sources and removals by sinks due to force majeure.] 
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ブラケット付きだが，参照レベルと計上で一貫性のある方法を用いるための策として，

不可抗力による排出量やその後の吸収量を参照レベルへ反映させないことが，挙げられて

いる。 

 

 パナマ交渉文書 

脚注 16 

The forest management reference levels also took into account the need for consistency with the 

inclusion of carbon pools [and the provisions for addressing force majeure contained in paragraphs 

29 to 32 below] [by excluding emissions by sources and removals by sinks due to disturbances.] 

ブラケット付きだが，参照レベルと計上で一貫性のある方法を用いるための策として，

攪乱による排出量やその後の吸収量を参照レベルへ反映させないことが，挙げられている。

ここでいう攪乱とは，バックグランドレベルを超えるようなものを想定しているのかどう

かは明記されていない。 

¶29 (b) 

[in years where those emissions are above the background level plus the margin needed to avoid the 

expectation of net-credits or net-debits from inclusion of the backgound level of disturbances23], 

and any subsequent removals on the lands affected;] 

マージンの説明に，攪乱のバックグランドレベルを（参照レベルへ）反映させることに

より，予期せぬネットクレジット又はネットデビットが発生するのを防ぐためのものとあ

る。つまり，バックグランドレベルが参照レベルへ反映されていることが前提となってい

る。 

また，我が国のように参照レベル=0 と設定している場合の，バックグランドレベルやマ

ージンの取り扱いについては，言及されていない。 

 

 ダーバン交渉文書 

脚注 7 

If a Party forest management reference level does not include a background level of 

emissions, for the application of background level as referred to in paragraph 33 (a), a 

value for the background level would be estimated by applying the first approach 

mentioned above.   

前述のバンコク・ボン交渉文書の脚注 17 やパナマ交渉文書の脚注 16 の下線部に示した

内容は記載されていない。また，パナマ交渉文書の¶29 (b) の下線部に示した内容も明記

されていない。 

その代わりに，ダーバン交渉文書の脚注 7 には，バックグランドレベルが参照レベルに

反映されていない加盟国の対処方法が説明されており，すべての加盟国がバックグランド

レベルを参照レベルへ反映されていることを前提としていいない。 
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脚注 8 

In the case that the background level is defined using a country-specific approach or the 

Party’s reference level is zero, the Party must describe how a margin is established, 

where a margin is needed. All approaches shall avoid the expectation of net credits 

during the commitment period. 

参照レベル=0 と設定している場合についても言及されている。 

 

（2）AWG-KP への参加による計上除外ルールに関する議論の動向の分析 

COP17/CMP7 では，計上除外ルールに関する議論は，主に事務（交渉官）レベルでの

AWG-KP LULUCF スピンオフグループ会合（以下，スピンオフと呼ぶ）にて行われた。

スピンオフでは，10 月の AWG-KP16（パナマ）会合で発行された［パナマ交渉文書（前述）］

を基に，同交渉文書に既存したままである，ブラケットやオプション付きで記載されてい

る部分をできるだけ減らし，ハイレベル（大臣）会合において，政治的な判断に委ねられ

るだけの［ファシリテーターによる草案 (non-paper by co-facilitator) ］作成を目標として

進められた。スピンオフでの議論と同時並行で，有志国非公式会合（附属書Ⅰ国と G77+ブ

ラジル，PNG が出席）も開かれ，そこでの議論結果が，スピンオフでの議論の基となり，

［ファシリテーターによる草案］にも反映される形となった。スピンオフ最終日の 12 月 9

日に作成された［ファシリテーターによる草案（最終版）］には，ブラケットとオプション

が併存されたままであり，スピンオフでは完全には合意に至らなかった。その後，［ファシ

リテーターによる草案（最終版）］は，ハイレベル（大臣）会合を経て，すべてのブラケッ

トとオプションは削除された［議場国による草案］として，12 月 10 日に AWG-KP 総会に

提出された。AWG-KP 議長は，［議場国による草案］を［CMP 決定議長案5］として CMP7

総会に報告し，ほぼそのままの形で［ダーバン交渉文書（前述）］にそれは反映（記載）さ

れる形となった。 

「計上除外ルール」に関しては，2010 年に提案され以降，このスピンオフで，度々議論

されたテーマであったが，今回のスピンオフでは，「森林の定義」と「森林経営の算定ルー

ル」に多くの時間が費やされてしまったために，「計上除外ルール」についてそれ程議論は

されなかった。［ダーバン交渉文書］内でのそれに関する記載は，［バンコク・ボン交渉文

書］から変更された部分がいくつかある（上記）。これらは，スピンオフの場ではなく，有

志国の非公式会合で議論された結果だと予想される。スピンオフでは，計上免除ルール適

用の対象となる自然攪乱をどのように判断するか，自然攪乱による排出をどのように算定

するか，算定の対象プールを限定するのか，自然攪乱による被害木のうち搬出された材に

由来する排出はどのように算定するか等，具体的な算定ルールについては議論されず，「基

礎交渉文書」には記載されていなかった自然攪乱の定義を中心に以下の議論がなされた。 

 

                                                  
5 FCCC/KP/AWG/2011/L.3/Add.2 
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「ダーバン交渉文書」での自然攪乱の定義 

自然攪乱とは，森林からの大規模な排出をもたらし，かつ加盟国による制御不能で物質的

に影響されないような非人為的な事象や状況のこと。ここで言う自然攪乱には，火災・病

虫害・異常気象・地理的攪乱が含まれ，伐採や火入れはこれに該当しない 

上記の定義に至った議論の背景は以下の通り 

 ［パナマ交渉文書］の脚注にある攪乱の事例を削除するべき（ツバル） 

→［ダーバン交渉文書］では，自然攪乱の定義に事例が明記されており，削除されず 

 非人為のみを計上免除すべきとの観点から，［パナマ交渉文書］で使用している「攪乱 

(disturbance) 」を「自然攪乱 (natural disturbance) 」に変更するべき（南アフリカ）。 

→「攪乱」から「自然攪乱」への変更は問題無（カナダ） 

→「攪乱」から「自然攪乱」への変更だけでは，「人為」か「非人為」を科学的に切り

分けることは困難（EU，PNG，ブラジル） 

→合意に向けた対応を望む（「人為」と｢非人為｣の切り分けはある程度目をつぶるべき）

（ブラジル） 

→［ダーバン交渉文書］では，「自然攪乱」に変更。また，自然攪乱の定義に「非人為」

を言及し，かつ事例をあげることで，より非人為による排出のみが計上免除のルール

適用の対象となることを強調。 

 自然・天候の条件などから「制御不能 (beyond control) 」のものが計上免除ルール適

用の対象となる自然攪乱するべき（オーストラリア） 

→［ダーバン交渉文書］に反映 

 不可抗力 (force majeur) についても言及するべき（ツバル） 

→［ダーバン交渉文書］では，言及されず 

 

3）まとめ 

（1）のとおり，AWG-KP16（パナマ）にて，自然攪乱に伴う温室効果ガスの取扱いに関す

る交渉は，大きく進展した。筆者が参加した AWG-KP（ダーバン）では，パナマ交渉文書

から大きな変更がなされることはなく，ダーバン合意（ダーバン交渉文書）に至った。合

意内容については，第 7 章の検討委員会資料 2) の参考資料 1 を参照されたい。 

しかし，以下にあげる事例については，まだ議論の余地があると考えられる。 

 計上除外の対象は，攪乱による年間排出量すべてなのか，バックグランドレベルを超

えた分だけなのか。 

 計上除外ルールの対象となる排出とはバイオマスプールからのすべての炭素蓄積の

変化から算出されたもののことを指すのか。枯死木・リター・土壌の 3 プールへの移

動はどのように取り扱うのか。 

 バックグランドレベルは，攪乱の種類ごとに設定するのか 

 バックグランドレベルの対象となるプールは選択性にするのか 
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 攪乱による排出量やその後の吸収量をストックチェンジで推定する一方，サルベージ

ロギングによる排出量をゲインロス法で推定した際に，整合性を担保する方法 

 

上記について，今後は，AWG-KP ではなく，IPCC や SBSTA（科学上及び技術上の助言

に関する補助機関）にて，議論される見込みであり，引き続きその議論についての情報を

収集・分析する必要がある。 
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４．自然撹乱に伴う GHG 排出量の計上除外ルール適用に向けた他国の体制につ

いての情報収集・分析 

 

1）趣旨 

3 章で述べたように，京都議定書第 2 約束期間から新たに適用されることになった，自然

攪乱による GHG 排出量（以降，GHG 省略）の計上除外ルールは，自然撹乱による被害が

大規模で，それによる排出が，京都議定書にある削減目標に対してコンプライアンスリス

クとなり得る国から提案されたものである。本章では，我が国の計上除外ルールにむけた

体制整備の検討に資するべく，自然撹乱による排出が大規模なカナダ，オーストラリア，

ロシア，フランスの自然撹乱による被害やそれに伴う排出の状況及び自然撹乱による排出

量把握のための体制についての情報を収集・分析した。 

 

2）情報の収集・分析の方法 

 自然攪乱に伴う排出量の計上除外ルール適用に向けた他国の体制についての情報収集・

分析をするにあたり，主に，以下のような各加盟国が UNFCCC 事務局に提出している資料

を基にした。 

 Annex ⅠParty GHG Inventory Submission 2011 

 National Inventory Report 2011（以降，NIR と 呼ぶ） 

 Common Reporting Format 2011（以降，CRF と 呼ぶ） 

 Supplementary information under the KP 2011（以降，KP LULUCF と 呼ぶ） 

 Inventory Review Report 2010（以降，IRR と呼ぶ） 

 Forest Management Reference Level Submission 2011（以降，FMRL Sub と 呼ぶ） 

 Report of the Technical Assessment of FMRL Submission 2011（以降，RTA FMRL 

Sub と呼ぶ） 

 Informal Data Submission on LULUCF 2009 （以降，IDS LULUCF と呼ぶ） 

UNFCCC 関連の文書の他にも，文献や各国の森林被害に関するホームページを参考にし

た。 

 

3）カナダにおける計上除外ルール適用に向けた体制 

（1）自然攪乱及びそれに伴う被害状況の把握 

過去の山火事面積の履歴は，Canadian Large Fire Database から抽出することができる。

データベースは，1990-2003 年の各地方データと 2004-2009 年の Canadian Wild land Fire 

Information System’s National Burn Area Composite (NBAC) データから補完されてい

る。NBAC は，カナダ各地の資源管理局から集められた低・中解像度のリモートセンシン

グデータから成り，これにより，山火事の完全な地図が作製されている。中解像度データ

が整備できない部分のみ低解像度のデータが使用される。 
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虫害は，航空測量によりモニタリングされている（Table A3-34 参照）。Table A3-34 で示

されているとおり，被害状況のデータは，各地方の機関から集められている。年間総面積

は，実際の影響面積に変換される。ただし，この面積には，樹木の生えていない面積と宿

主樹木のない面積は含まれていない。実際の影響面積は，昆虫の種によって分析ユニット

ごとに割り当てられており，さらに影響の強度により 3 つから 4 つのレベルに再分化され

る。この再分化は，致死率と成長の減少により異なるものである (Kull et al., 2006)1。 

 
（以上，NIR より） 

 

1990-2009 年の火災総面積は，1.29

億ヘクタールで，同じ期間に虫害を受

けた総面積は，5.5 億ヘクタールであ

った (RTA FMRL Sub)。 

左図の出所 

http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/en_CA/re

port/graphs 

 

 

 

（2）自然攪乱に対する体制 

カナダ国家森林炭素モニタリング・算定・報告システムには，CBM-CFS3 モデルが含ま

れており，森林インベントリと森林経営の空間参照活動データ付きの収穫曲線と自然攪乱

（火災，昆虫の蔓延）の統合により，プール間の炭素移動や木製品・大気への移動をシミ

ュレーションしている。このモデルのシミュレーション動作概要は，次の Box 1 に示す。 

                                                  
1 Kurz WA, Dymond CC, White TM, Stinson G, Shaw CH, Rampley GJ, Sm yth C, Simpson BN, 

Neilson ET, Trofymow JA, Metsaranta J, Apps MJ. 2009. CBM-CFS3: A model of carbon-dynamics in 

forestry and land-use change implementing IPCC standards. Ecological Modelling 220:480–504.  
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Box1: CBM-CFS3 モデルの一連の動作概要  
（A） シミュレーションに先立つステップ 
（１） 入力データの QC チェック実行 
（２） MS アクセスから実行ファイルへの入力データの読み込み 
（３） 商業用材積収穫表を，林齢により各バイオマスプールの C 増加量を出す C 増加表へ変換 

（B） シミュレーション初期設定のステップ 
（４） 分類事項と林齢の入った各インベントリ記録と，バイオマスおよび DOM C ストックの追加投入

（a） 林齢 0 の空 C プールから始める 
（b） n 年のバイオマスと DOM 変化を計算する（n 年がその地域の平均自然攪乱の回復間隔の場合）

（ⅰ）各年の時間ステップに 
 適切な AGB 増加量を調べ，現在の地上バイオマスプールに加える 
 地下バイオマス C を地上バイオマスの関数として計算する 
 バイオマス回転率を計算し，この C を適切な DOM プールに加える。もし，バイオマスの正味

増加量がマイナスとなったら，この値を回転率に加える。 
 分解率を計算する（変更因子を基本分解率に適用する） 
 DOM プール間と大気中に放出された移動量を計算する 

（c） 山火事で阻害する（または他の林分更新攪乱） 
（d） 初期設定サイクルの 後に，時間のかかる C の総数を決定する 
（e） 前サイクル 後の値と時間のかかる C の総数を比較する 
（f） 時間のかかる DOM プールがまだ安定化していない場合（>1%）は，サイクルの 後まで値を

保ち，林齢を 0 にリセットして（b）に戻る 
（５） 時間のかかるプールの排出が安定し， 小で１０の反復が実行し終えたら，DOM の値をサイク

ルの 後まで保ち，指定された林分を初期化させる攪乱タイプで阻害し，記録をインベントリ

の林齢まで拡大させる。バイオマスと DOM C プールを，結果の値と一緒に追加投入する。 
（C） シミュレーションのステップ 
（６） 各年に攪乱を適用 
（a） 各自然攪乱に 
（ⅰ）攪乱抑制を適用 

 攪乱に見合う記録を選択 
（ⅱ）土地利用区分変化を適用（当てはまる場合） 
（ⅲ）特定の攪乱マトリックスを使ってプール間で炭素を移動する 
（ⅳ）攪乱の結果出された将来の成長量乗数を付け足す（当てはまる場合） 
（ⅴ）攪乱タイプに合わせて林齢を調整する 
（ⅵ）移動規則を適用する（当てはまる場合） 

（７） 各年とインベントリ記録に，バイオマスと DOM 変化を適用 
（a） AR2または D 林分で，もともとの攪乱から 20 年経過した土地の土地利用区分変化を適用する

（b） 適切な地上バイオマス増加量をステップ 3 から探し，現在の地上バイオマスプールに加える。

（c） 地下バイオマス C を地上バイオマスの関数として計算する 
（d） バイオマス回転率を計算し，リター回転率を使ってこの C を適切な DOM プールに加える。も

し正味増加量がマイナスだった場合は，この値を回転率に加える 
（e） 分解率を計算する（基本分解率に変更因子を適用する） 
（f） DOM プール間と大気中への放出の移動を計算する 

（８） シミュレーションの内部 QC チェックを実行 
（D） シミュレーション後のステップ 
（９） 出力をユーザーフレンドリー様式で提供する 
（a） フラックスと蓄積を時間ステップ，攪乱タイプ，土地利用区分と区分因子により要約する。 
（b） 出力を MS アクセスデータベースに読み込む 
（c） ユーザーがあらかじめ設定された，グラフや表を通して結果を見られるようにする。 

(以上，Kurz et al., (2009) より) 

 

                                                  
2 京都議定書第 3 条 3 項の活動対象地（非選択性）。AR：新規植林／再植林活動 D：森林減少活動 
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（3）被害後の土地利用状況とその証明方法 

CBM-CFS3 は，森林インベントリで特定された非空間的な林分の特徴（e.g.樹種，林齢，

各プールの炭素量，林分経緯）から攪乱のあった林分のリストを選択できるのだが，例え

ば，サルベージロギング，攪乱タイプでは，この林分が 5 年以内に火災を被ったという基

準を設定できるのである。同様に，数年にわたる昆虫の大発生は，同じ昆虫による軽度の

蔓延を過去数年に経験した林分にのみ，さらに厳しい衝撃があった場合にシミュレートさ

れる。ひとたび該当林分リストが構築されると，CBM-CFS3 が林分データを記憶し，13

個ある記憶アルゴリズムの中から，例えばランダムもしくは 大量の商用幹材が適用され

る。 

（以上，Kull et al., (2006)3 より） 

 

分類できたら，CBM-CFS3 は攪乱標的をリストにある 初の林分に適用する。毎年の攪

乱は 3 つのいずれかの方法で特定される：面積，商用炭素量，または前該当林分量。 

（以上，Kurz et al., (2009)より） 

 

（4）自然攪乱からの排出量の算定方法 

CBM-CFS3 モデルを使い算定する。まず，それぞれの空間ユニットの年間の攪乱量を出

し，該当攪乱を特定する。そして，「攪乱マトリックス」により別のプールに移動した生体

バイオマスや DOM のプール量を特定する。 

（以上，Kurz et al., (2006)より） 

 

CBM-CFS3 とともに提供されるデフォルト攪乱マトリックスは，234 種類あり，これら

のパラメータは，モデルの攪乱マトリックスエディタのインターフェースで見ることがで

きる。マトリックスのカスタマイズは，モデルユーザーによって行われる。例えば虫害は，

航空測量による樹冠損失率から出た被害クラスを変換し，そこから枯死した宿主針葉樹バ

イオマスの割合を出すことでパラメータ化される。 

火災または虫害後のサルベージロギングは，FM 活動における攪乱マトリックスの一つとし

て，モデルでパラメータ化されている。 プール間の炭素移動とは別に，モデルでは攪乱に

よる林分の成長阻害も考慮しており，年間の減少成長量をシミュレーションするために，

モデルでは成長量に１未満の比率を乗じている。 

（以上，Kurz et al., (2009)より） 

カナダは，継続的なバックグラウンドレベルの山火事による自然攪乱は，参照レベルに

                                                  
3 Kurz WA, Apps MJ. 2006. Developing Canada’s National Forest Carbon Monitoring, Accounting and 

Reporting System to Meet The Reporting Requirements of the Kyoto Protocol. Mitigation and 

Adaptation Strategies for Global Change 11:33–43. 
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含めているが，この影響は参照レベルと将来の報告を比較する際に相殺されるものである。

さらに，カナダは FMRL Sub の中で，2010-2020 の期間において昆虫の蔓延被害がないと

いう推測をしている。 

火災と昆虫蔓延は，死滅したバイオマスの腐食の結果として排出が遅れて起こったり，

攪乱からの回復期間に吸収が減少したりする。過去の火災と虫害の攪乱による 2013-2020

年の排出と吸収の遅延は，参照レベルに組み込まれている。遅れて起こる排出は，数十年

にわたり攪乱を受けたカナダの林分で起こり，徐々に減少していくことが予測されている。 

不可抗力による攪乱は参照レベルでは考慮されているが，不可抗力の定義がまだ合意さ

れていないという理由から FMRL Sub には言及されていない。これは，不可抗力の閾値が

合意されておらず，不可抗力排出を含んだ参照レベルが提供できないことと，不可抗力を

含んだ参照レベルが不相応な結果をもたらしかねないという理由からである。 

（以上，RTA FMRL Sub より） 

 

成長量は毎年のプロセスとしてシミュレートされている。523 の分析ユニットごとに森林

インベントリ記録があり，収穫予想表は各州で違う分類指標のセット（州，エコロジカル

階層，主要樹種，地位クラス等）にもとづく。各州のこの予想表の信頼性はサンプルプロ

ットや森林インベントリ情報による。地上バイオマスのバイオマス係数は，カナダ国家森

林インベントリのために開発された。地下のバイオマスプールの推計は回帰方程式による。 

（以上，NIR より） 

 

すべての DOM プールの分解は，パラメータ由来の年間分解率を使ってモデル化されて

いる。モデルでは，腐食により大気中に放出される炭素量（Patm）または，より安定的な

時間のかかる DOM プール（Pt）への移動を，割合を使って決定している（Table 4 参照）。

時間のかかる DOM プールでは，分解された炭素はすべて大気中へ放出される。分解の変

化は，一年ごとにシミュレーションされている。上記 Box 1 で示されているように，モデ

ルでは，分解物から大気中に放出された炭素量（Patm）や，より時間のかかる DOM プー

ルに移動した炭素量（Pt）を決定するのに割合を使っている（Table 4 参照）。時間のかか

る DOM プールは，分解物すべてが大気中に放出されるものである。分解変化は，各年の

時間ステップでシミュレーションされる（上記の Box 1 (7) 参照）。 
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（以上，Kurz et al., (2009) より） 

 

林齢：参照レベルの制度は，現在の林齢構造とその推定された将来の経営活動を反映し

ている。管理された経営森林の林齢分布は，CBM-CFS3 に利用される森林インベントリデ

ータと年間変化情報（収穫，火災，虫害による）により捉えられる。管理された森林は，

比較的高齢林から成っており，その半分以上が 2009 年時点で 80 年生かそれ以上の林齢と

なっている。この林齢構造が，過去の自然攪乱と森林経営を反映している。 

（以上，FMRL Sub より） 

 

（5）自然攪乱後の吸収量の算定方法 

新たな成長曲線と収穫曲線を使うことにより，壊滅的な被害から，部分的な（5 から 95％

まで）林分の致死率までをモデルで推定している (Kurz et al., 2006)。 

 

バイオマスの変化は，林分代替性（林齢ゼロへ初期化）の攪乱か，部分的被害（林齢変

化なし）かにより影響される。林分代替性の攪乱では，すべての商用樹木が死滅するため，

モデルでは林齢がゼロにセットされ，ユーザーからのさらなる指示がなければ，林分は同

じ成長軌道で再生されるよう予測される。一方，部分的被害では，林齢とそれに伴う成長

量は変化しない。移行規則では，更新の遅延，植林または樹種変更をシミュレーションす

る機会が提供される。これは概算であり，現地調査データによる定量化できる攪乱後成長

変化をもとに発展させる必要がある。 

（以上，Kurz et al., (2009) より） 

 

（6）自然攪乱があった森林の枯死木・リター・土壌プールの取り扱い方法 

カナダ森林炭素モニタリングシステム (NFCMARS) では，森林インベントリデータと空

間参照した森林管理および自然攪乱（火災，害虫の蔓延）データの動きに関する収穫曲線

をまとめており，枯死木・リター・土壌を含む森林の炭素ストック変化量を推定している。 

DOM の増加傾向は，過去の昆虫大発生が長期的な生長阻害を残したことを反映している。 
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過去 3 年間で，管理されている森林における昆虫の大発生は，総積算面積にして 18Mha

におよび，内 84%が Montane Cordillera 報告ゾーンでの Montane Pine Beatle の大発生

に由来する。しかし，森林管理に要する排出・吸収量の年間変動のほとんどは，火災の発

生と強度が条件となる。1991-2009 の期間に，年間の山火事における排出量は，11 から

260Mt の間で大きく変動した。 

火災による枯死有機物の消費は，直接排出の 76%にのぼるが，多くの生体バイオマスは

死滅有機物プールへと移行しても即燃焼するわけではないため，大量の実際燃料量が，枯

死木，林床のリターから成っている。 

火災からの CO2 に相当する直接排出の平均 8%が，CH4 からで CO という形で７％，N2O

という形で 4%ある。 

カナダ森林炭素モニタリングシステム (NFCMARS) にて，枯死木・リター・土壌を含む

森林炭素ストック変化量が推定されている。 

1991-2009 の期間に，山火事の年間排出量は，11 から 260Mt の間で大きく変動した。火

災による DOM の消費は，直接排出の 76%にのぼるが，生体バイオマスから DOM プール

へ移行した炭素も即燃焼するわけではないため，火災により大量の燃料が，枯死木，林床

のリターから生まれる。 

DOM プールを増加させる病虫害の被害面積は，過去 3 年で 18Mha にのぼるが，FM4対

象森林における自然攪乱予算は火災の面積と強度ばかりが条件とされる。なお，森林の排

出・吸収量の経年変化は，炭素プール別では報告されていなかった。 

（以上，NIR より） 

 

モデルでの DOM の攪乱後変化は，攪乱による蓄積量の変化と，DOM パラメータにより

決定された攪乱後パターンを反映している。異なる攪乱タイプによる DOM プールへの炭

素インプットへのインパクトは，攪乱後数十年にわたって DOM 炭素ストックと移動に影

響を与える。 

（以上，Kurz et al., (2009)より） 

 

毎年のエコシステムプロセスでは，炭素がカーボンプールに入り，また一部は枯死有機

物 (DOM) プールに移動する。このプールの構造や腐朽割合などの詳しい情報は Kurz et 

al., (2009) にある。各カーボンプールの炭素移動速度は，プール特有の回転率や腐朽率に

よる。回転率は広葉樹の葉では高く（95％），木の幹では低い（１％より低い）。 

（以上，NIR より） 

                                                  
4 京都議定書 3 条 4 項の活動対象地（選択性） FM：森林経営活動 
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4）オーストラリアにおける計上除外ルール適用に向けた体制 

（1）自然攪乱及びそれに伴う被害状況の把握 

1990 年以降起こった火災被害面積は下記のとおりだが，被害材積は報告されていない。

1990‐2009 年の山火事による年間平均消失面積は，831,000 ha であった。この 20 年間の，

小消失面積は 132,000ha で， 大消失面積が 4.6 M ha であり，合計は 16.6 M ha を超え

る。火災は，様々な保有地や森林タイプで起こり，多くはオーストラリアの FM の定義に

捉えられていない。オーストラリアの山火事は，様々な頻度・強度・季節にわたって発生

する。オーストラリアでは，森林火災が毎年発生するが，猛烈な火災シーズンというもの

があり，数々の要素，特に気象的要因の全盛期となっている。このような状況下で発生す

る火災は，人間の介在できる限度を超えており，従来型の消火方法は不十分で，消化隊も

能力以上に作業を強いられることになる。 

（以上，FMRL Sub より） 

 

オーストラリアの NIR の火災データでは，森林タイプ別または森林保有地別の消失面積

は，報告されていない。 

火災による排出は，消失面積・燃焼効率・局所気象条件（e.g. 風，現地の気温，地形）に

より影響を受ける。火災後の回復（一掃）率は，気象・生態系タイプ・過去の火災歴・立

地条件により多様である。火災は通常，細かい堆積物と生体バイオマスの葉のみを焼却す

るため，回復はかなりすばやく起こりうるものである。その他の天然林における，森林火

災の CO2 排出と森林回復による CO2 吸収の推定は，火災面積（Figure 7.E6 参照）と，

森林の非 CO2 排出の推定のために開発されたパラメータおよび入力データに基づいている。

堆積物の質量は，通常焼け焦げた葉と樹皮によって 5 年以内に回復する。 

 
（以上，NIR より） 
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（2）自然攪乱に対する体制 

<モニタリングシステム> 

国レベルでは，オーストラリアは国際的なモントリオールプロセス基準および指標を，

FM のモニタリングと測定の枠組の基礎として使用している (FMRL Sub)。 

 

AR と D の面積は，人為的活動としてそのような面積が確実に出てきた時点でのみ，推定

値に追加される。新しいデータが時系列の中で追加されたときに，AR と D の発生に関する

確実性が高まる。これは，毎年の細かい再計算（<4%）の結果として生じ，毎年の継続的な

リモートセンシングデータを通じてモニタリングされる。 

（以上，NIR より） 

 

<被害後の土地利用状況とその証明方法>  

土地被覆変化プログラム (Furby, 2002)5 の技術的明細事項の一つに，火災面積の判別が

含まれており，ここで火災に関連した変化を機械的な皆伐による変化と区別することで，

火災跡として特定することができる。 

火災と森林減少による森林被覆率の損失を区別するために，火災の影響を受けた地域の

地図（火災跡地図）が森林変化に上乗せされる。これにより，直接的な人為的森林減少の

影響下にある面積だけが計上されることを確実にする。森林被覆に影響を与える，長期旱

魃といった他のタイプの攪乱は，帰属プロセスからは除外されている。二つのプロセスが

使われることで，森林の収穫が AR と D における排出・吸収量の推定から除外され，森林

面積が一時的に蓄積から分離されることを確実にしている。： 

1. 森林の収穫が行われたことがわかっている保有地（州有林）を特定するマスクの適

用。ここには，在来種および非固有種植林地の両方が含まれる。； 

2. 土地利用変化の発生を確実に捉えるための詳細な帰属プロセスで，時系列データか

ら森林の収穫であると特定された土地被服変化の面積を除外したもの。 

このようなプロセスは，すべての 3 条 3 項活動を通じて定期的に適用される。 

特定された複合的な気象状態（e.g. 旱魃），放牧，火災，自然立ち枯れ，森林再生は，特

定の土地面積とリンクされ，プロセス中の地域差が，時間とともに森林被覆の変動性を引

き起こす。このような地域における森林被覆の典型的な変動は，森林の定義における所定

の樹幹被覆（オーストラリアでは 20％）に近い被覆率を持つ植生地で発生しており，これ

は条約下のその他の天然林カテゴリーで計上される。これらは，AR にも D にも勘定されな

いものである。 

（以上，NIR より） 

                                                  
5 Furby, S. 2002. Land Cover Change: Specification for Remote Sensing Analysis. National Carbon 

Accounting System Technical Report No. 9. Australian Greenhouse Office: Canberra, Australia. 
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（3）自然攪乱からの排出量の算定方法 

自然攪乱からの排出は，その他の天然林カテゴリーで推定されるものである。 

<山火事による CO2 と非 CO2 の排出の方法論> 

排出と吸収の推定は，いくつかのサブモデルによって成り立っている。排出と吸収を推

定する 5 つの構成要素は： 

1. 葉面積の変化による森林被覆の一時的かつ断続的変化（i.e. 森林と非森林の推移）； 

2. 連続的な森林被覆における葉面積の変化（i.e. 森林というくくりには変わりなし）； 

3. 立ち枯れや森林回復による森林被覆の単独変化（i.e. 森林と非森林の推移）； 

4. 木質肥大； 

5. 山火事と火入れによるCO2の排出と吸収。 

その他の天然林カテゴリーには，火入れと山火事の両方からの CO2 排出が含まれている。

火入れには，その他の天然林内の堆積物減少を目的とした管理された火入れが含まれてお

り，これは典型的に低火力で森林の細かいリターを除去するだけのものある。山火事は，

制御されてない火災であり，細かいリターを除去するだけの低火力から，ほとんどの堆積

物とともに葉群や細い枝まで消失させる高火力の山火事まで当てはまりうる。オーストラ

リアの天然システムでは，火災が「立木の一掃」は，仮に起こったとしても稀であるが，

生体バイオマスの炭素は，通常は粗大木質堆積物へと移動する。高レベル燃焼は，一般的

には草・葉・小枝といった「細かいもの」の範囲にとどめられる。もっとも高火力の火災

であっても，ほとんどの樹幹は燃え残る。 

火災による排出は，消失面積・燃焼効率・局所気象条件（e.g. 風，現地の気温，地形）

により影響を受ける。火災後の回復（一掃）率は，気象・生態系タイプ・過去の火災歴・

立地条件により多様である。火災はよく細かい堆積物と生体バイオマスの葉のみを除去す

るため，回復はかなりすばやく起こりうるものである。その他の天然林における，森林火

災の CO2 排出と森林回復による CO2 吸収の推定は，火災面積（Figure 7.E6 参照）と，

後述の森林の非 CO2 排出の推定のために開発されたパラメータおよび入力データに基づい

ている。堆積物の質量は，通常焼け焦げた葉と樹皮によって 5 年以内に回復する。 

 

森林火災における消失燃料の総量は，以下のようにして計算される： 
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年間 CO２排出量は，以下のように計算される： 

 
年間 CO2 吸収量は以下のように計算される： 

 

 
（以上，NIR より） 

 

<森林の非 CO2 排出の推定のために開発されたパラメータおよび入力データ> 

CH 4，CO，NMVOCs の年間総排出量はこのように計算される： 
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NO x と N2O の年間排出量は以下のように計算される： 

 

 

 

 

 

 

 
（以上，NIRより） 
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<残渣 (debris) の焼却> 

収穫のあった天然林における残渣焼却に由来する CO2 排出は，国家炭素量管理システム

(NCAS） によって推定され NIR にて報告される。年間の消失した炭素の質量 (FCjk) は，

国家炭素量管理システムから直接得られ，残渣からの非 CO2 ガス排出の推定に使われる。 

オーストラリアでは，残渣焼却による微量ガスの排出を直接測定する方法はない。しか

しながら，このような燃焼にも高火力の火入れや山火事と同様の特徴が生まれることが考

えられている。 

CH 4，CO，非メタン揮発有機複合物（NMVOC）の年間総排出量のアルゴリズムは以下

のとおりである： 

 

年間総排出量は次のとおりである。 

 

（以上，NIR より） 

 

オーストラリアの森林管理参照レベル構築に考慮されている異なる要素の定量的寄与

（2013-2020 年で予測された推定の平均値） 
森林管理参照レベルの要素（FMRL） Mt CO2 eq

(A) サブカテゴリー多目的利用林 -9.9 
(B) サブカテゴリー私有収穫天然林 8.9 
(C) サブカテゴリー1990年以前の植林地 0.3 
(D) 消費燃材 1.3 
(E) 収穫材製品（HWP）（1990年より）a -4.7 
(F) 火入れ 0.2 

合計（（A）+（B）+（C）+（D）+（E）+（F）） -4.0 
(G) 攪乱（山火事）  
(G1) 火災排出（自然現象からのすべての排出を除く＞1%） 1.2 
(G2) 火災排出（自然現象からのすべての排出を除く＞1%閾値超） 4.3 
(G3) 合計火災排出 8.7 
(H) 不可抗力からの「過去の吸収量」 3.8 

不可抗力を加味した合計FMRL：  
- 自然現象からのすべての排出を除く＞0%（HWP+H込みの合計） -0.2 
- 自然現象からのすべての排出を除く＞1%（HWP+G1+H込みの合計) 1.0 
- 閾値を超える自然現象からのすべての排出を除く＞1%（HWP+（G2）+
（H）込みの合計） 4.1 

不可抗力のないFMRL（HWP+（(G3)+（H）込みの合計） 8.5 
a は，1900 年から換算した HWP，推定値は 4.6 Mt CO2 eq。 

（以上，RTA FMRL Sub より） 
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3 条 3 項の活動との比較時における，Table 12 に示す計画期間の，FM 活動の相対的重要性 

 
（以上，FMRL Sub より） 

 

（4）自然攪乱後の吸収量の算定方法 

火災の参照レベルへの影響を推定するために，1990－2009 年の南東オーストラリアにお

ける多目的利用林に影響を及ぼした山火事履歴は，州政府情報 (Raison and Squire, 2008)6 

と州政府年間報告書から集められた。FM 対象森林地で発生すると思われる該当の火災面積

と排出の推定を提供するために使われた。 

（以上，NIR より） 

 

不可抗力という状況での火災処置には，二つの要素がある。火災からの排出と，火災に

よる炭素損失量が回復するまでの消失面積の除外である。参照レベルを設定するに当たり，

火災の排出とそれに続く吸収は，排出量と吸収量の除外を同量にした推定でなければなら

ない。オーストラリアは，不可抗力の規定に基づいて火災を被った土地の排出と吸収が除

外されることで起こりうる吸収量の予想損失を推定した。つまり，不可抗力を被った単位

面積の，火災の影響がなかった場合に単位面積で発生していた吸収が，参照レベルから除

外されるということである。 

（以上，FMRL より） 

                                                  
6  Raison, R.J. and Squire, R. 2008, ‘Forest Management in Australia: Implications for Carbon 

Budgets’. National Carbon Accounting System Technical Report No 32, Australian Greenhouse Office, 

Canberra, Australia. 
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オーストラリアの参照レベルシナリオのための過去の吸収推定に使われた手法（過去の吸

収に関する懸案中の決定事項） 
シナリオ 閾値 過去に起こった吸収の計算手法 
不可抗力を

伴うすべて

の森林経営

－閾値未満

の排出は問

わない 

0% 過去に吸収が発生していた土地面積は，1990-2009年の多目的利用林の平均火災

面積を使って推定された（189, 453 ha）。 
成長率には，高・中密度のユーカリ林成長率を加重した面積を使って推定された

（4.43 t CO2 ha-1 year-1）。 
4.43 に 189,453 を乗じると，年間 0.84 Mt CO2 となる。これは，約束期間終

了までの各年に火災面積で除外されていた吸収を数値かするために，36を乗じら

れたものである。これにより，8年間の総量にして30.24 Mt CO2 ，もしくは，年

間平均3.78 Mt CO2となる。 
不可抗力を

伴うすべて

の森林経営

－閾値未満

の排出は問

わない 

1% 過去に吸収が発生していた土地面積は，1990-2009年の多目的利用林で，排出が

1%の閾値に達した平均火災面積を使って推定された（158,422 ha）。 
成長率は，高・中密度のユーカリ林の成長率を加重した面積を使って推定された

（4.43 t CO2 ha-1 year-1）。 
. 4.43 に 158,422 を乗じると，年間 0.70 Mt CO2 となる。これは，火災面積

で約束期間終了までの各年に除外されていた吸収を数値化するために，36を乗じ

られる。これにより，8年間の総量にして25.29 Mt CO2 ，もしくは，年間平均3.16 
Mt CO2となる。 

不可抗力を

伴うすべて

の森林経営

－閾値未満

の排出を問

う 

0% 過去に吸収が発生していた土地面積は，1990-2009年の多目的利用林の平均火災

面積を使って推定された（189, 453 ha）。 
成長率には，高・中密度のユーカリ林成長率を加重した面積を使って推定された

（4.43 t CO2 ha-1 year-1）。 
これにより，約束期間終了までの各年に除外されていた火災面積の吸収を数値か

するため36が乗じられたものが，年間 0.84 Mt CO2 となる。 
これにより，8年間の総量にして30.24 Mt CO2 ，もしくは，年間平均3.78 Mt CO2

となる。 
不可抗力を

伴うすべて

の森林経営

－閾値未満

の排出を問

う 

1% 過去に吸収が発生していた土地面積は，不可抗力のあった年の火災排出が1%の閾

値を超えた面積を使って推定された。 
これは，火災のあった面積に閾値１％を越える排出量を乗じて計算された。 
成長率は，高・中密度のユーカリ林の成長率を加重した面積を使って推定された

（4.43 t CO2 ha-1 year-1）。 
これにより，約束期間終了までの各年に除外されていた火災面積の吸収を数値化

するため36が乗じられたものが，年間0.41 Mt CO2となる。これにより，8年間の

総量にして14.87 Mt CO2，もしくは，年間平均1.86 Mt CO2となる。 
不可抗力の

ないすべて

の森林経営 

該当

なし 
本シナリオには，過去の吸収は含まれていない。 

（以上，RTA FMRL Sub より） 

 

森林の火災とその後の森林回復に由来する CO2 排出と吸収は，LULUCF セクター5.A.1

カテゴリーの，その他の天然林で報告されている。森林の火災とその後の森林回復に由来

する CO2 排出と吸収の推定に使われた方法は，Table 7. D6 に記載されており，非 CO2 排

出の推定にもこれと同じデータが使われている。 
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Table 7. D6：管理活動・管理活動を象徴するための FullCAM イベント・FullCAM イベン

トのパラメータ化により利用可能な選択肢  出所）Waterworth and Richards (2008)7    

管理活動 FullCAM イベ
ントタイプ モデルの効果 標準イベントオプショ

ン 

機械的雑草
抑制 

天地返し（農
業） 

草本植物炭素を堆積物・マルチ・土壌に移行さ
せる。 

局所（Spot） 
帯状（Srip） 
散布（Broadcast） 

科学的雑草
抑制 

除草剤イベン
ト（農業） 草本植物を枯らし，堆積物に移行させる。 

局所適用 
帯状適用 
散布適用 

粉砕機 粉砕機（林業） 枯死木堆積物をより早く腐食させる「Chopped 
wood」プールに移行させる。 粉砕機 

管理火入れ 森林火災（林
業） 

樹木の炭素を堆積物と大気中に移行させ，堆積
物から大気中または土壌プールへ移行させる。

火入れ 
散布火入れ 
風，火入れ 

山火事１ 森林火災（林
業） 

樹木の炭素を堆積物と大気中に移行させ，堆積
物から大気中または土壌プールへ移行させる。

樹木の枯死 
樹木の生存 

放牧 放牧（農業） 地上草本植物を除去し，根系を変化させる。 標準 
多い 

造林 造林（林業） 樹木を現地に定着させる 蓄積により初期量が異
なる 

耕作 天地返し（農
業） 

草本植物炭素を堆積物・マルチ・土壌に移行さ
せる。 

局所適用 
帯状適用 
散布適用 

間伐・収
穫・枝打ち 間伐（林業） 樹木の要素を，製品または堆積物に，または，

堆積物バイオ燃料に移行させる。 
時間，樹種，地域によっ
て変化する 

施肥２ タイプ１また
は２（林業） 

タイプと施肥強度による樹木の生長により変
化する（Snowdon 2002 を参照）。 

標準窒素肥料 
樹木成長かかわるどん
な処置にも適用される。

施肥３ 施肥（林業と農
業） 無機窒素プールに窒素を加える 異なる窒素レベルの添

加（kg ha-1） 
１．管理方法ではないが，山火事は将来の炭素蓄積に対するその影響の空間モデル作製を可能にする。さらなる議論を

参照されたし。 
２．窒素循環モデル容量を使う際，FullCAM には，ヘクタールあたりの窒素量（kg）のみが必要となる。 
３．窒素循環モデル容量を使うのときにだけ適用される。 

（以上，NIR より） 

 

（5）サルベージロギングに伴う排出量を区別する方法 

山火事からの，あるいは森林回復による CO2 の持ち直しは，推定されていない。という

のも，このような火災が起これば，持ち出し伐採そして復旧へとつながることが推測され

るためである。したがって，CO2 吸収は，既に炭素蓄積変化に含まれている。 

（以上，NIR より） 

 

1994 年の火災を例にとると，サルベージロギングと残渣焼却が 1996 年に行われた。こ

れにより火災による炭素蓄積の損失は，1997 年まで回復し始めることはなかった。伐採と

残渣焼却は，人為的活動であるため，これらによる排出は，計上可能な排出に含まれる。 

Table 5 と Figure 4 は，二重計上にならないよう，この例における，計上可能な排出量

                                                  
7 Waterworth, R.M. and Richards, G.P. 2008 ‘Implementing Australian forest management practices 

into a full carbon accounting model’. Forest Ecology and Management 255: 2434-2443. 
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と実際の排出量で均整の取れた除外に基づいた排出傾向の時系列的処置を示している。 

 

 

 

（以上，IDS LULUCF より） 

 

（6）自然攪乱があった森林の枯死木・リター・土壌プールの取り扱い方法 

地上および地下バイオマス・リター・枯死木は，3 つの森林経営サブカテゴリーすべてに

含まれている。鉱質土壌は，他のサブカテゴリーの土壌炭素とつりあっているという推定

のもと，1990 年以降の植林地にのみ含まれている。オーストラリアでは，すべての FM 対

象森林における鉱質土壌のより高度な Tier モデルを組み込むために，参照レベルの技術的

審査対策を使おうとすることを FMRL Sub で特定した。有機土壌は発生しないものとする。
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その他の参照レベルに含まれる排出源は，バイオマス燃焼からの CO2・メタン・亜酸化窒

素である。1990 年以降に生産された木製品（HWP）は，参照レベルに含まれている。参照

レベルに関するテクニカルアセスメントに対しては，1990 年以降の HWP 推定を，参考と

して提供した。 

（以上，RTA FMRL Sub より） 

 

上記のプールとガスを参照レベルに含めたことは，2011 NIR の内容と一致している。 

自然攪乱の影響を受けた森林の CO2 収支は，枯死有機物に含まれて計上されている。 

（以上，NIR より） 
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5）ロシアにおける計上除外ルール適用に向けた体制 

（1）算定の対象となる森林 

ロシアの森林は，まず，森林フォンドと非森林フォンドに大別される。森林フォンドと

は，天然資源省，農業経済省，教育相の管轄下にある林地と非森林地の総体を意味する。

2009年時における林地面積897.3百万haのうち，その96%が森林フォンドに区分されている。

森林フォンドは，さらに，保護林（22％），開発林（55%），予備林（23%）に区分され

る。保護林と開発林は火災保護の対象林である。気候変動枠組条約下での報告の対象とな

る「管理された森林」とは，森林フォンドにある保護林と開発林のうち林地に区分される

ところや，非森林フォンドにある国立公園に指定されているところを指す。「管理された

森林」は，2009年時点で664万haに及び，林地全体の74%に相当する。京都議定書の3条3

項及び4項の対象となる森林は，「管理された森林」のうち灌木林が生える林地を除いた「管

理された森林－灌木林」である。 

森林フォンド
(1,173百万ha,2003時点）

非森林フォンド
（5百万ha，2003時点）

林地（89７百万m3，2009時点） UNFCCC下での算定対象となる
「管理された森林」

（林地の74％，2009年時点）

保護林
（22%）

開発林
（55%）

予備林
（23％）

国立公園

林地のうち森林植生に覆われている土地

京都議定書下での算定
対象となる「管理され
た森林－灌木林」  

図 1 ロシアの森林区分と算定対象となる森林 

（以上，NIR より） 

 

（2）算定のためのデータ入手元 

森林フォンドと非森林フォンドを対象として森林簿 (GLR) 調査が，各連邦自治体により，

全国的に統一的に実施される。森林簿は，毎年更新され，LULUCF分野の算定の基礎デー

タとなっている。森林フォンドの森林（保護林，開発林）については，面積，被覆状況，
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主要樹種，林齢別の植林地面積と蓄積のデータが，別途記載されている。それに加え，森

林フォンドでは，10～15年に一度，フィールド調査と航空写真による定期森林調査が実施

される。定期森林調査では，林分（天然・人工），階層，林分の樹種の比率，平均樹高，

幹の平均直径，樹齢，森林の等級，蓄積，森林のタイプ，若木と下草の保有量等が調べら

れる。定期森林調査の合間に生じる森林の変化（道路建設パイプラインなどのインフラ整

備，伐採，自然災害による森林の消失，自然な森林植生の回復など）は，各営林署や林業

運営委員会からの情報によって把握する。 終的に得られたデータは国家森林情報局

(Roslesinforg) が管理するデータバンクに蓄積される。 

（以上，NIRより） 

 

（3）過去の火災面積の推移 

IIASA (2007)8 によると，「管理された森林」のうち森林フォンドに区分される森林にお

ける火災面積の推移は，図2のようになる。この面積のデータ元は，連邦森林局所管の公式

統計であるが，面積がどのように報告されているかは記載されていない。また， 

IDS LULUCF には，同じデータ基から作成されたと考えられる，「管理された森林」のう

ち森林フォンドに区分される森林における火災面積の推移が報告されている（データ元は

不記載）。両報告書とも，「管理された森林」のうち非森林フォンドに区分される森林に

おける火災面積は報告されていない。FMRL Sub にも，同じデータ基から作成したと考

えられる火災面積のグラフが報告されているが，どの森林を対象にしているかは記載され

ておらず，「管理された森林」のうち非森林フォンドに区分される森林における火災面積

が含まれているかどうかは不明である。しかし，森林フォンドと非森林フォンドの面積比

を考慮すれば，「管理された森林」のうち非森林フォンドにおける火災面積は，LULUCF

分野の排出・吸収量算定にそれ程大きく影響を及ぼす可能性は少ないことが予想される。 

気候変動枠組条約下では，森林植生地及び非森林植生地における火災によるストック変

化が排出源として算定される。京都議定書下では，森林植生地及び非森林植生地にある灌

木林を除いた土地における火災のみが算定の対象となる（図1参照）。 

                                                  
8 Russian Forest & Forestry：Data & Analysis. Home Page. 2007. International Institute for Applied 
Systems Analysis. 5 Mar. 2012
〈http://www.iiasa.ac.at/Research/FOR/forest_cdrom/english/for_dist_en.html〉 
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図 2 「管理された森林」のうち森林フォンドに区分される森林における火災面積の推移 

出所）IIASA (2007) 

 

Roslesinforg (2008)9 が報告する林野火災の面積は図3のようになる。対象は，森林フォ

ンドのうち，連邦森林局（Rosleshoz）の所轄する林地とすべての非森林植生地である。図

2と面積の増減の傾向は酷似しているが，1998年のみ，図2では4,269千ha，図3では2,277ha

と大きく異なっている。 

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

1988 1993 1998 2003

(1,000ha)

(年)
 

図 3 森林フォンドのうち，連邦森林局の所轄する林地とすべての非森林植生地における

火災面積の推移 

出所）Roslesinforg (2008) 

                                                  
9 Roslesinforg（国家森林情報局）, 2008, The basic parameters of forestry activity for 1988, 
1992-2007 years, Moscow (the data base is not published) （FAO, 2010, Global forest 
resources assessment 2010 : Country report Russian federation, P31 から再引用 ） 
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（4）火災の種類と原因 

ロシアの林野火災の種類は，林床火災，樹幹火災，土壌燃焼の3つに大別される。林野火

災による排出量のうち，土壌燃焼による排出量は少なく，そのほとんどが，林床火災又は

樹幹火災である。 

国家森林インベントリによると，2005～2007年において，平均して「管理された森林」

における火災件数の80%が人為的な原因によるものであると報告している。しかし，一般的

に，非人為的な火災のほうがその被害面積は多い。 

（以上，IDS LULUCFより） 

 

（5）病虫害による被害面積の推移 

Roslesinforg（2008）が報告した病虫害による被害面積の推移は，図4のようになってい

る。対象の森林は明記されていない。 

0 

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

1988 1993 1998 2003 2008

(1,000ha)

(年)
 

図 4 病虫害による被害面積の推移（対象の森林は不明） 

＊：1989～1991 年の被害面積は報告されていない 

出所）Roslesinforg (2008) 

 

（6）炭素蓄積の推移 

NIR (2011) によると，「管理された森林」における，大規模火災及びその他の原因（病

虫害等）によるCO2の排出量は図5のようになる。 
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図 5 「管理された森林」における火災及びその他の原因(病虫害等)による CO2 の排出量 

出所）NIR 

 

（6）UNFCCC下での算定の対象となる森林における林野火災による排出量の算定方法 

UNFCCC下の算定対象となる森林（転用のない森林）における吸収・排出量はゲインロ

ス法で推定されている。皆伐，大規模火災，立木を死に至らしめるその他の原因等の破壊

的な攪乱による炭素蓄積の変化は，ロスとしてみなし，木質バイオマスと枯死木にある炭

素は即排出，リターと土壌有機物にある炭素は部分的に減少するという前提で取扱われる。 

（以上，NIRより） 

 

従って，このアプローチでは，発火後の林地にあった有機残渣の分解に伴う排出量も算

定の中に含まれることになる火災発生前からそこにあった有機残渣の発火後の分解に伴う

排出もそれに含まれることになる(FMRL Submission)。 

 

国家森林簿（GLR）は，年毎の火災面積の情報を保持してはいない。かわりに，地域毎

の森林火災の焼け跡が草地になるまでの期間で割ることにより年単位の火災面積を計算し。

これを活動データとしている。草地になるまでの期間は，統計データを照らし合わせなが

ら地域毎に3～17年の間で設定している。 

（以上，NIRより） 

 

炭素プール毎の炭素蓄積係数は，炭素プール毎に蓄積変化係数の平均値が考慮された地

域のすべてタイプの森林に対して，同じ値が用いられる（RL submission）。 
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＜年間の森林火災面積＞ 

ASF=SB／TRB （式7.15） 

ここで， 

ASF：年間の森林火災面積（計算値） ha／年 

SB：森林火災の面積（GLR，GULFの資料より） ha 

TRB：森林火災の焼け跡が草地になるまでの時間 年 

 

＜バイオマスの損失量＞ 

LsPH=ASF･CPa／Sa （式7.18） 

ここで， 

LsPH：森林火災時の計算対象森林のバイオマスプールの年間炭素損失 т С 年 

ASF：火災によって破壊された森林の年間面積 ha 年 

CPa：管理された森林でのバイオマス炭素蓄積量の総和т С 

Sa：管理された森林の総面積（GLRあるいはGULFの資料による）ha 

 

＜枯死木＞ 

LsDF=ASF･CDa／Sa （式7.21） 

ここで， 

LsDF：火災の際の計算対象森林の枯死木プールの年間炭素損失 т С 年 

ASF：森林火災によって破壊された年間面積 ha 年 

CDa：管理された森林の枯死木の炭素蓄積量の総和 т С 

Sa：管理された森林の総面積（GLRあるいはGULFの資料より）ha 

 

＜リター＞ 

リターは火災により一部破壊的な炭素蓄積の損失をもたらすと考えられ，火災後のリター

は樹種・地域毎に設定される樹齢0の値に下がったとみなす（樹種・地域毎に設定される樹

齢0の値は，NIRの表7.16に示されているが，ロシア語のため割愛）。 

LsLF=ASF(CLa／Sa－MCL0a) （式7.22） 

ここで， 

LsLF：計算対象森林の森林火災によるリタープールの年間炭素損失 т С 年 

ASF：火災の年間面積 ha 年 

CLa：計算対象森林のリターの炭素蓄積量の総和 т С 

MCL0a：覆われた森林の主要樹種の面積の関係を考慮して計算された，ゼロ樹齢層（一時

的にむき出しの森林）のためのリターの炭素蓄積量の総和 т С ha 

Sa：計算対象森林の総面積（GLRあるいはGULFの資料より）ha 
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＜土壌＞ 

LsSF=ASF(CSa／Sa－MCS0a) 

LsSF ：破壊的な森林火災の際の計算対象である覆われた森林の土壌プールの年間炭素損失 

т С 年 

ASF：全面伐採の年間面積 ha 年 

CSa：計算対象の覆われた森林の土壌の炭素蓄積量の総和 т С 

MCS0a：覆われた森林の主要樹種の面積の関係を考慮して計算された，ゼロ樹齢層（一時

的にむき出しの森林）のための土壌の炭素蓄積量の総和 т С ha 

Sa：計算対象の覆われた森林の総面積（GLRあるいはGULFの資料より）ha 

（以上，NIRより） 

 

（7）京都議定書下での3条4項の対象となる森林おける林野火災による排出量の算定方法 

ロシアは，自然な要因による排出・吸収を算定の対象としていない。一方で，FM対象森

林における炭素収支の算定は，UNFCCC下の算定対象となる森林（転用のない森林）と同

様の方法で行われるとあるので，火災による排出量は計上していることになる。 

（以上，NIRより） 
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6）フランスにおける計上除外ルール適用に向けた体制 

（1）UNFCCCの下での管理された森林における火災面積の年次的推移 

CRFでは，転用のない森林における火災 (wildfire) 面積が報告されている（図6参照）。

これは，地中海地方はPROMETHEE10から，温帯地方は，農業省11から，報告されたもの

である (NIR）。他の土地から転用された森林における火災については，CRFにてNO (not 

occurring) とみなしており，その面積は報告されていない。 
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図 6 転用のない森林における火災面積の推移 

出所）CRF 

 

（2）森林火災の排出係数 

植生のタイプと密度の違いを考慮するため，地中海地方と温帯地方用にそれぞれ排出係数

がある。地中海地方は，12t／ha，温帯地方は，50t／ha である（EMNP／CORINAIR ガ

イドブックから引用）。 

（以上，NIR より） 

 

（3）森林火災による排出量 

NIRによると，算定上のプール毎の森林火災 (wildfire) による炭素蓄積変化の有無は表1

の通りである。表1から，フランスが報告する森林火災による排出量は，転用のない森林の

バイオマスプールの炭素蓄積変化のみから推定されていることが分かる。つまり，森林火

災によるバイオマスの損失分は，即排出としてみなされることになる。 

 
                                                  
10 PROMETHEE－Base de données sur les incendies en zone méditerranéenne sur 
www.promethee.com （地中海地方で起きた火災に関するデータベース） 
11  Ministère de l’Agriculture, Dossier de presse 《 Prévention de incendies de forêt 》

www.agriculture.gouv.fr,  
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表 1 算定上のプール毎の森林火災による炭素蓄積変化の有無 

 転用のない森林 他の土地利用から転用された森林 

バイオマス あり なし 

枯死木 なし なし 

リター なし なし 

土壌 なし なし 

 

フランスの地中海地方は温帯地方よりも火災は発生しやすく，バイオマス蓄積は低い。

そのため，火災による排出は，地中海地方と温帯地方で分けて算定される。推定された排

出量は，図2のようになる。 
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図 7 フランス本土における森林火災による排出量（Gg CO2eg） 

出所）CRF 

（以上，CRFより） 

 

現行の NIR システムでは，火災による炭素蓄積変化はフランス本土のみしか把握しきれ

ていない（海外領は含まれていない）。また，人為的な林野火災は制御されておらず，その

排出の推定は正確ではない。また，林野火災は，場所と時期によって様々な排出をもたら

すので，その不確実性は高い。 

（以上，NIR より） 
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（4）UNFCCCの下での管理された森林における台風による被害材積の年次的推移 

European Forest Institute (2010) 12によると，フランスにおける台風による被害材積

(Primary damage13) は，図8のようになる。ただし，European Forest Institute (2010) に

は，被害材積の情報源を明記していないために，フランスのNIRが，European Forest 

Institute (2010)にて報告された被害材積を用いて，台風による排出量を算定・報告してい

るかどうかは定かではない。1999年のロタール・マーティン台風による被害材積（176Mm3

（丸太））は，国家森林インベントリから引用したものであると明記されていた。一方，

NIRには，同台風にある被害材積は，国家森林インベントリによると175Mm3であると報

告している。 
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図 8 データベースにあるすべての台風の被害材積 

出所）European Forest Institute (2010) 

 

（5）台風による排出量 

算定上のプール毎の台風による炭素蓄積変化の有無は表1の通りである。表1から，フラ

ンスが報告する台風による排出量は，転用のない森林のバイオマスプールと枯死木の炭素

蓄積変化から推定されていることが分かる。また，1999年に発生したロタール・マーティ

ン台風の場合は，未曾有遇の災害であったために，被害を受けた森林から利用目的でサル

ベージされた木材は，実際すべて大気中に排出されるわけではなく，排出をより正確に把

握し，排出の大きな変動を避けるために，応急措置として特別にHWPプールというものが

考慮された。これにより，サルベージされた木材は，台風後5年間に分割し計上され，通常

通りの安定した伐採量（レベル）を保たれた。サルベージされない風倒木は，林内に残り，

                                                  
12 Gardiner et al. 2010. Destructive Storms in European Forests: Past and Forthcoming 
Impacts. European Forest Institute.  
13 台風直後の被害材を表している。それに対して，Secondary damage は，台風後の病虫

害等による被害材を表す。丸太の被害材積なのか，立木の被害材積なのかは不明。 
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やがて枯死木になる。枯死木は時間の経過とともに分解され，平衡状態になるまでCO2と

して大気中に放出される。台風による枯死木の分解は，台風発生直後から10年で半分が分

解されるとし，それ以降は，一次反応速度式に従うとされ，分解に伴う排出量が算定され

ている。 

表 2 算定上のプール毎の台風による炭素蓄積変化の有無 

 転用のない森林 他の土地利用から転用され

た森林 

バイオマス あり なし 

枯死木 あり なし 

リター なし なし 

土壌 なし なし 

HWP あり（1999年のみ） なし 

（以上，NIRより） 

 

フランスは，転用のない森林のバイオマス，枯死木の2プールの炭素蓄積の変化から，台風

による排出量を計上はしているが，別途報告はしておらず，どのように台風による排出量

を算定しているかは不明である。 

 

（6）京都議定書の下での森林火災及び風水害による排出量の取り扱い 

フランスは，条約の下での算定対象となる「管理された森林」をほぼそのまま京都議定

書の下での算定対象となる森林としている。そして，火災による排出は気候変動枠組条約

の下でのみ推定している。 

（以上，NIR より） 

 

つまり，京都議定書の各活動の対象地における火災による排出は，UNFCCC 下で把握し

た排出量を発生した場所で振り分けて算定・報告していることになる。条約下で算定した

台風による排出を京都議定書の下で，そのように報告・算定するかは不明である。 
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5．自然攪乱に伴う GHG 排出量の計上除外に必要なデータの入手体制の検討 

 

1）はじめに 

京都議定書第1約束期間においては，3条3項（新規植林・再植林・森林減少）の活動対象

地（以降，ARD対象森林と呼ぶ）におけるGHG吸収量・排出量をすべて計上するとともに，

3条4項活動として森林経営を選択した国については，その活動対象地（以降，FM対象森林

と呼ぶ）について吸収量及び排出量を計上することになっている。京都議定書次期約束期

間におけるLULUCF分野の新たなルールの取り決めについての交渉が行われている

AWG-KPの場では，第2約束期間においては，AR対象森林及びFM対象森林で発生した自然

攪乱によるGHG排出量を計上除外するべきとの提案が加盟国からなされ，それについての

議論が続けられてきた。COP17/CMP7（ダーバン会合）では，京都議定書第2約束期間に

おいて，「ある一定の要件を満たした場合，大規模な火災・台風・病虫害等の自然攪乱に

よる排出量を計上から除外できる」というルール（以降，計上除外ルールと呼ぶ）が採択

された（3章参照）。ダーバン合意文書（Advance unedited version）（Annex Iのパラ1(a)）

にある自然攪乱の定義は以下の通りである。 

自然攪乱とは，森林からの大規模な排出をもたらし，かつ加盟国は，制御ができず，

物理的に影響を与えることができされないような非人為的な事象や状況のこと。ここで

いう自然攪乱には，火災・病虫害・異常気象・地質学的攪乱が含まれ，伐採や火入れは

これに該当しない。 

この定義に“状況（circumstances）”という用語が含まれることで，１つの事象（an event）

だけでなく，ある1年間に発生したいくつかの自然攪乱による排出量の合計も計上除外の対

象として認められることになった。 

ダーバン合意（Annex Iのパラ33）で定められた自然攪乱の計上除外のルールの概要は，

次のとおりである。 

・締約国は，3条4項のFM，3条3項のARそれぞれについて，自然攪乱に関するルール

を適用するかどうかを，2015年のインベントリ報告において示さなくてはならない。 

・毎年または第2約束期間の終わりにおいて，その年の自然攪乱による排出量がバック

グランドレベルを超えた分だけ，計上除外できる。 

・自然攪乱による排出量の計上除外ができるのは，自然攪乱による排出量がバックグ

ランドレベル＋マージンを超えた年についてのみである。 

・計上除外ルール適用森林となった場所における吸収量は，ルール適用から当該約束

期間終了まで計上除外しなくてはならない。 

・サルベージロギングに係る排出量は計上しなくてはならない。 

・自然攪乱の後に土地利用変化を受けた土地においては、自然攪乱からの排出量は計

上除外してはならない。 
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昨年度の本事業により，我が国でも，上記の定義に当てはまる，京都議定書約束遵守に

影響を及ぼすような大規模な年間排出量を伴う自然攪乱（風水害）が，過去に10年に1度の

程度の確率で発生していることが判明した。そこで，本章では，我が国で計上除外ルール

適用のためのデータ入手の仕組みを検討した。 

 

2）計上除外ルール適用のために必要な UNFCCC 報告事項の特定とその整理 

ダーバン合意文書（Annex I のパラ 33 及びパラ 34）によると，計上除外ルール適用のた

めには，以下の（A）定性的及び（B）定量的な報告事項が必要とされている（（B）につ

いては、ダーバン合意文書の記述から当然必要と思われる事項も含めて整理した。）。 

（A）定性的な UNFCCC 報告事項 

A1：当該国の制御を超えていることを説明（パラ 34(d)の前半部） 

A2：自然攪乱の発生年とタイプが特定されていることを説明（パラ 34(a)） 

A3：炭素蓄積回復のための取り組みを説明（パラ 34(e)） 

A4：計上除外ルール適用森林における将来の土地利用変化を特定する方法･基準を説明

（パラ 34(c)） 

A5：自然攪乱に対する予防・管理・制御の取り組みを説明（パラ 34(d)の後半部） 

（B）定量的な UNFCCC 報告事項 

B1：バックグランドレベル1の設定の根拠・方法の説明（パラ 33） 

B2：計上除外ルール適用森林の位置情報が特定されていることを説明（パラ 34(a)の

geo-referenced location） 

B3：計上除外ルール適用森林における自然攪乱による排出量（EN）（パラ 34(b)）→

計上除外* 

B4：計上除外ルール適用森林におけるサルベージロギング2に伴う排出量 (ES)（パラ

34(f)） →計上 

B5：計上除外ルール適用森林のうち攪乱後土地利用変化（森林→その他の土地利用）

があった場所からの自然攪乱による排出量（EC）（パラ 34(c)）→計上 

B6：計上除外ルール適用森林における自然攪乱後の吸収量（RN）（パラ 33）→計上

除外 

＊：計上除外の対象となる排出量は，EN から ES と EC を控除した分である。 

 

3）我が国における計上除外ルール適用のためのデータ入手可能性の現状 

 現行の FM 対象森林における吸収量・排出量の算定においては，自然攪乱や伐採に由来

                                                  
1 バックグランドレベルは，交渉において基本的に「通常起こる自然攪乱に伴う年間排出量」と理解され

ている。自然撹乱による排出量がバックグランドレベル（＋マージン）を超えたとき，初めて計上除外ル

ールが適用される。マージンについては後述。 
2 （Canada National Inventory Report, 2010）によると，サルベージロギングとは，攪乱後に商用材と

して利用できる材を林内から取り除くことである。また AWG-KP の交渉の場では，商用材だけでなく，燃

料利用のための伐採もサルベージロギングに含めるという提案がされている。 
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する排出は，森林簿を基にした国家森林資源データベース（以下，国家 DB と呼ぶ）上の

当該樹種・林齢の面積の減少と収穫表（林齢ごとの ha あたりの炭素ストック）を基に計上

されている。自然攪乱によるストックの変化は，森林簿の更新時に伐採等によるストック

変化とまとめて資源状況に反映される（この反映は，5 年毎にまとめて行われる場合が多

い）。よって，現行の算定方式では，計上除外ルール適用森林における自然攪乱による排

出量のみを切り分けて把握することはできない。 

バイオマスプールにおける自然攪乱による排出量3を切り分けて算定する方法としては，

自然攪乱による被害材積により算定する方法（ゲインロス法）と，自然攪乱の前後の炭素

ストック量の差で算定する方法（ストックチェンジ法）が挙げられる。以下に 2 つの算定

方法を説明する。 

 

＜被害材積により自然攪乱による排出量を算定＞ 

 算定方法： 

1. 自然攪乱による被害材積を樹種毎に把握 

2. 被害材積に樹種毎のバイオマス拡大係数（BEF），密度，炭素含有量比を乗じて，自

然攪乱によるストック損失量を把握 

 留意事項： 

 自然攪乱による林齢の変化が森林簿に反映されているのに，被害材積に関するデ

ータが入手できないような自然攪乱由来の排出量は，計上除外の対象にできない

ことになる。 

 林齢の変化が森林簿に反映されないような自然攪乱について，被害材積から推定

した排出量を計上除外の対象とすると，過大に排出計上除外することになる。 

 

＜自然攪乱直前と直後の炭素ストック差で自然攪乱による排出量を算定＞ 

 算定方法： 

1. 自然攪乱発生地に関し，自然攪乱前の直近のストック量（C1）を把握 

2. C1 に被害率（被害木本数／被害前立木数）を乗じて，自然攪乱直後のストック量（C2）

を把握 

3. C1－C2 より自然攪乱によるストック変化（排出）量を算定 

 留意事項： 

 自然攪乱発生地の位置情報が必要である。 
 被害率を把握する必要がある。 

 

このように自然攪乱による排出量を算定するためには，そのために必要なデータを入手

                                                  
3 本章で議論する自然攪乱による排出量は，バイオマスプールにおける炭素ストックの減少分がすべて大

気中に放出されたとみなして推定されたものであり，枯死木・リター・土壌の 3 プールへの移動は考慮さ

れていない。3 プールへの移動を考慮するか否かは，ダーバン合意文書では触れられていない。 
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できる調査報告（以降，［森林被害調査報告］と呼ぶ）が必要となる。 

また，ダーバン合意文書によると，計上除外ルール適用森林においては，自然攪乱後，

自然攪乱前の水準までバイオマス蓄積量が回復するまでの間の吸収量も，当該約束期間内

は計上除外の対象としなくてはならないが，それを自然撹乱後，複数年にわたって算定し

ていくためには，国家 DB 上，計上除外ルール適用森林を被害小班として，自然攪乱が発

生していない小班とは区別する必要がある。 

4）計上除外ルール適用のためのデータ入手の仕組みの検討にあたって 

計上除外ルール適用のためのデータ入手の仕組みを検討するにあたり，昨年度の本事業

の以下の 2 つの結果を参考にした。 

 計上除外ルールが適用されるような大規模な自然攪乱は 10 年に 1 度起きる程度であ

り，その発生頻度はそれほど高くない。 

 計上除外ルールが適用されるような大規模な自然攪乱の種類としては，気象災（風水

害）が予想される。 

まず，１点目の結果から，計上除外ルール適用のためには，まったく新たな［森林被害

調査報告］を求めるのではなく，既存の［森林被害調査報告］にて報告されているデータ

を基本とし，必要に応じて追加項目の報告を求めることを検討することにした。 

また，2 点目の結果から，我が国では，自然攪乱の中でも気象災を想定して，計上除外ル

ールの適用を検討することにした。これは，今後も大規模な排出をもたらす自然攪乱は気

象災であろうということと，気象災の場合，被害木が林内に散乱する形で残ることになり，

火災や病虫害の場合よりも被害調査が難しいため，大規模な気象災を想定して計上除外ル

ール適用にむけた体制を検討しておけば，大規模な火災や病虫害が発生した場合にも対応

することができると想定されることによる。  

5）我が国における［森林被害調査報告］の整理 

気象災が対象に含まれる全国一律の既存の［森林被害調査報告］としては，民有林では，

都道府県（以降，都道府は省略）が主体となってまとめている「森林被害報告年報4」，「森

林国営保険損害発生報告5」，「激甚災害に係る被害報告6」がある。また，国有林においては，

森林管理局が主体となってまとめている「国有林野立木被害報告7」や「国有林森林災害復

旧造林事業に係る被害報告8」がある。これらの［森林被害調査報告］の概要を，それらの

                                                  
4 ［森林被害報告年報］」とは，53 林野保第 235 号「森林被害報告について」（11 林野管第 25 号により改

正）に基づく森林被害調査報告を指す 
5 ［森林国営保険損害発生報告］とは，52 林野保第 392 号「森林国営保険損害てん補要領の改正について」

（21 林整研第 681 号により改正）に基づく森林被害調査報告を指す。 
6 ［激甚災害に係る被害報告］とは，56 林野造第 52 号「激甚災害に係る森林災害復旧事業事務取扱要綱」

（13 林整整第 813 号により改正）に基づく被害調査報告を指す。 
7 ［国有林野立木被害報告］とは，国有林野管理規程第 69 条第 4 項及び 36 林野政第 712 号「国有林野の

管理及び処理の取扱について」の第 10 号様式に基づく森林被害調査報告を指す。 
8 ［国有林復旧事業に係る被害報告］とは，4 林野業一第 2 号「国有林森林災害復旧造林事業実施要領」の

第５に基づく森林被害調査報告を指す。 
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要領・要綱等を参考に，以下の表 1～3 に示す。 

表 1 各［森林被害調査報告］の対象となり得る森林 

［森林被害調査報告］ 民・国有林 天・人工林 対象となり得る森林 

［森林被害報告年報］ 

民有林 

天・人工林 すべての民有林が対象となり得る 

［森林国営保険損害

発生報告］ 
人工林 

森林国営保険加入済みの民有人工林

と育成天然林。ただし，復旧が可能な

場合はその対象外 

［激甚災害に係る被

害報告］ 
人工林 

・

・

 

・

民有人工林のうち制限林 

民有人工林のうち，森林施業計画

の対象となっている森林 

県有人工林（県造林地を含む）で

あって森林施業に関する計画の対

象となっている森林 

［国有林野立木被害

報告］ 
国有林 

天・人工林
林野庁所管の国有林が対象となり得

る 

［国有林復旧事業に

係る被害報告］ 
人工林 

林野庁所管の国有人工林が対象とな

り得る 

表 2 各［森林被害調査報告］の対象となり得る気象災 

［森林被害調査報告］ 対象となり得る気象災の規模 

［森林被害報告年報］ 原則的にすべての気象災が対象となり得る 

［森林国営保険損害

発生報告］ 

・ 

・ 

 

立木が枯死し又は再生不能となる損害 

上に挙げた損害以外で，立木の経済的価値が現在及び将来に

渡って著しく滅殺されることがあきらかなもの 

［激甚災害に係る被

害報告］ 

1 

2 

 

3 

激甚災害指定を受け，被害本数率 30%以上の気象災 

市町村内で要復旧面積 90ha，被害額 1,500 万円以上（暴風

雨の場合 40ha,4,500 万以上） 

被害木等の整理・跡地造林の施行地における被害本数率 30%

以上 

1～3 すべて満たすような規模の気象災 

［国有林野立木被害

報告］ 
林野庁所管の国有林が対象となり得る 

［国有林復旧事業に

係る被害報告］ 

1 

2 

激甚災害指定を受けた気象災 

被害木等の整理・跡地造林の施行地における被害本数率 50%

以上 

1～2 をすべて満たすような規模の気象災 
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表 3 各［森林被害調査報告］の調査項目 

［森林被害調査報告］ 

調査項目 

被害区

域面積*

被害

率 

被害木

の樹種

被害木

の林齢

被害 

材積** 

被害

額 

利用見込

材積9 

［森林被害報告年報］ ○ ○ ○ × 21 ○ ○ 

［森林国営保険損害発生報告］ ○ ○ ○ ○ 壮 ○ ○ 

［激甚災害に係る被害報告］ ○ ○ × × × ○ ○ 

［国有林野立木被害報告］ ○ × × × ○ ○ ○ 

［国有林復旧事業に係る被害

報告］ 
○ ○ × × × ○ ○ 

＊：各［森林被害調査報告］によって，呼び名は異なるが，林分毎に被害木の外縁を結ん

だ線内の面積のこと。 

＊＊：対象林齢が何年生以上と定められている場合は，対象林齢を記入。 

 

6）計上除外ルール適用に必要な UNFCCC 報告事項への対応方針の実現可能性を把握するた

めの各県へのアンケート調査 

（1）アンケート調査の目的 

計上除外ルール適用に必要なデータ入手の仕組みを検討するにあたり，その実現可能性

の参考とするため，アンケート調査を実施した。 

 

（2）アンケート調査の形式 

民有林を対象とする［森林被害報告年報］，［森林国営保険損害発生報告］，［激甚災

害に係る被害報告］の 3 つの［森林被害調査報告］の実施主体である県を対象に，大規模

な気象災（風害・雪害・雪害）が発生した場合の各［森林被害調査報告］の現状や，今後，

計上除外ルール適用のために調査方法や項目が変更になった場合に対応可能かどうかにつ

いて，アンケート調査を実施した。このアンケート調査の結果から，計上除外ルール適用

のための各 UNFCCC 報告事項に対応するデータが，どの［森林被害調査報告］から得られ

るか，また，どの［森林被害調査報告］にどのような項目を追加的に提出してもらうのが

最も実現可能性が高いのかについて，検討した。今後の調査項目の追加可能性に関しては，

現行の仕組みを前提に，対応可能な範囲を想定した回答を依頼した。 

 

（3）アンケート調査への回答状況 

回答率：約 81%（38 都道府県が回答） 
                                                  
9 利用見込材積とは，被害木のうち利用見込みのある材積。実損額は，被害額から利用見込額を控除する

ことで算出される。この利用見込額を算定する際に，以下の式の通り利用見込材積が必要。 
 利用見込額＝立木単価×（被害木の売却見込額／立木単価）×利用見込材積 
国有林の場合，利用見込額は残存価格と呼ばれ，同様にそれを算出するために利用見込材積は把握される。 

46



（4）アンケート調査の結果 

 以下，各アンケートの各問に対する県の回答状況を示す。なお，実際に各県へ送付した

アンケート質問票と回答票は，別添を参照されたい。 

＜3 種の被害調査の相互関係＞ 

Q1：大規模な気象災が発生した場合，現行の［森林被害報告年報］，［森林国営保険損害

発生報告］，［激甚災害に係る被害報告］の相互関係は次のうちどれか？ 

（→質問票の【2】） 

a; すべての民有林を［森林被害報告年報］にて別途調査を実施  

b; ［森林国営保険損害発生報告］又は［激甚災害に係る被害報告］の対象外の場合は［森

林被害報告年報］にて別途調査を実施  

c; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［森林国営保険損害発生報告］

と［激甚災害に係る被害報告］のための調査結果を利用  

d; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［激甚災害に係る被害報告］の

ための調査結果を利用  

e; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［森林国営保険損害発生報告］

のための調査結果を利用 

 

Q2：今後，大規模な気象災が発生した場合に，対応可能なものは次のうちどれか？ 

（→質問票の【3】） 

a; すべての民有林を［森林被害報告年報］にて別途調査を実施することも可能  

b; ［森林国営保険損害発生報告］又は［激甚災害に係る被害報告］の対象外の場合は［森

林被害報告年報］にて別途調査を実施することも可能 

c; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［森林国営保険損害発生報告］

と［激甚災害に係る被害報告］のための調査結果を利用することしかできない  

d; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［激甚災害に係る被害報告］の

ための調査結果を利用することしかできない  

e; ［森林被害報告年報］のための別途調査は実施せず，［森林国営保険損害発生報告］

のための調査結果を利用することしかできない 
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図 1 Q1 及び Q2 に対する回答結果 

 

 今後，［森林被害報告年報］のために別途調査が可能（a+b）な県は，約 47%に留まり，

［森林被害報告年報］から得られるデータを用いて，計上除外ルール適用のための

UNFCCC 報告事項へ対応していくことには課題があると考えられる。 

 

＜被害区域面積の把握方法＞ 

Q3：大規模な気象災による被害区域面積の現行の把握方法は次のうちどれか？（複数回答

可）（→質問票の【5】，【25】，【40】） 

a; 被害木の外縁を結ぶ線を空中写真又は衛星画像で結び把握 

b; 被害木の外縁を結ぶ線を GPS で結び把握 

c; 被害木の外縁を結ぶ線をコンパス測量で結び把握 

d; 被害木の外縁を結ぶ線を目測で結び把握 

 

Q4：今後，大規模な気象災による被害区域面積の把握方法の変更が必要となった場合，対

応可能なものは次のうちどれか？（複数回答可）（→質問票の【6】，【26】，【41】）

a; 被害木の外縁を結ぶ線を空中写真又は衛星画像で結び把握することも可能  

b; 被害木の外縁を結ぶ線を GPS で結び把握することも可能  

c; 被害木の外縁を結ぶ線をコンパス測量で結び把握することも可能  

d; 被害木の外縁を結ぶ線を目測で把握することしかできない 

a; 6

b; 11
c; 11

d; 2

e; 8 a; 7

b; 11c; 11

d; 2

e; 7

県／38県 県／38県

今後現行
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図 2 Q3 に対する回答結果（複数回答可） 

 

現行の［森林被害報告年報］においては，同調査を実施している全ての県が，目測で被

害区域面積を把握していた（d）。［森林国営保険損害発生報告］においては，約 84%の県

が，コンパス測量によって，被害区域面積を把握していた（c）。［激甚災害に係る被害報

告］では，約 86%の県が，目測によって被害区域面積を把握していた（d）。 

 

図 3 Q4 に対する回答結果（複数回答可） 

 ［森林国営保険損害発生報告］及び［激甚災害に係る被害報告］においては，50%以上の

県が，今後，目測以外でも被害区域の面積を把握することができる（a+b+c）と回答した。 
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＜被害区域の位置情報＞ 

Q5：大規模な気象災による被害区域の位置情報の現行の把握方法は次のうちどれか？（複

数回答可）（→質問票の【7】，【27】）  

a; GPS 又は空中・衛星画像により被害区域の周囲の経度・緯度を把握  

b; 被害区域の外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことにより把握  

c; 被害区域の地名（町・村・地番）により把握  

 

Q6：今後，大規模な気象災による被害区域の位置情報の把握方法の変更が必要となった場

合，対応可能なものは次のうちどれか？（複数回答可） 

（→質問票の【8】，【28】，【42】） 

a; 被害区域の外縁の経度・緯度を GPS 又は空中・衛星画像により把握することも可能

b; 被害区域の外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことにより把握することも可能 

c; 今後も，地名（町・村・地番）により把握することしかできない  

 

 

図 4 Q5 に対する回答結果（複数回答可） 

＊：点線は，県からの回答結果ではないが，［激甚災害に係る被害報告］の要綱にて 5000

分の 1 の森林基本図に落とし込むことが定められている。 

 

 現行の［森林国営保険損害発生報告］及び［激甚災害に係る被害報告］では，50％以上

の県が，a もしくは b により位置情報を把握し，被害区域を図示ことができると回答した。 
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図 5 Q6 に対する回答結果（複数回答可） 

＊：点線は，県からの回答結果ではないが，［激甚災害に係る被害報告］の要綱にて 5000

分の 1 の森林基本図に落とし込むことが定められている。 

 

3 つの［森林被害調査報告］において，今後，経度・緯度まで把握すること可能（a）と回

答した県は 30%以下であった。よって，経度・緯度までは把握することは難しいが，［森

林国営保険損害発生報告］や［激甚災害に係る被害報告］であれば，多くの県において，

被害区域の外縁を 5000 分の 1 の森林基本図等の図面に落とし込む手法により，その位置情

報を図示することが可能（b）であるといえる。 

 

＜被害区域の森林簿への反映＞ 

Q7：大規模な災害による被害区域の現行の森林簿への反映状況は次のうちどれか？ 

（→質問票の【9】，【29】，【43】）  

a; 調査される全ての被害区域を被害小班として区分けし，森林簿へ反映  

b; 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし，森林簿へ反映  

c; 被害区域を被害小班として分けていないので，森林簿への反映はしていない  

d; ［森林被害報告年報］のために別途調査すること自体していない 

 

Q8：今後，被害区域の森林簿への反映が必要になった場合，対応可能なものは次のうちど

れか？（→質問票の【10】，【30】，【44】）  

a; 調査される全ての被害区域を被害小班として区分けし，森林簿へ反映することも可能

b; 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし，森林簿へ反映することも可能  

c; 被害区域を被害小班として分けていないので，森林簿へ反映することはできない 

d; ［森林被害報告年報］のために別途調査を実施すること自体できない  
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図 6 Q7 に対する回答結果 

 

 現行の 3 つの［森林被害調査報告］において，すべての被害小班を森林簿へ反映してい

る（a）県はほぼ 0%であった。一部の被害小班を森林簿へ反映している（b）県は，30%程

度である。 

 

図 7 Q8 に対する回答結果 

 

 ［森林国営保険損害発生報告］及び［激甚災害に係る被害報告］においては，今後，被

害小班の全てもしくは一部であれば森林簿へ反映することが可能である（a+b）と回答した

県が，50%程度であった。 

 

＜被害区域における標準地調査の抽出率＞ 

Q9：被害率，被害材積，利用見込材積等を把握するための現行の標準地調査の抽出率は次

のうちどれか？（→質問票の【11】，【31】，【45】） 

a; 15％  

b; 3～10％  

c; 1％  

d; 率は定めていない  

e; 0％  

f; ［森林被害報告年報］のための別途調査を実施していない 

a; 0

b; 8

c; 9
d; 21

［森林被害
報告年報］
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Q10：今後，抽出率の変更が必要になった場合，対応可能な標準地調査の抽出率は次のうち

どれか？（→質問票の【11】，【31】，【45】） 

a; 15％  

b; 3～10％  

c; 1％  

d; 率は定めずに標準地調査を実施  

e; 0％  

f; ［森林被害報告年報］のための別途調査を実施すること自体できない 

 

 

図 8 Q9 に対する回答結果 

 

 現行の［森林被害報告年報］では，標準地調査自体があまり実施されていなかった（e）。

［森林国営保険損害発生報告］では，3%以上の抽出率で標準地調査を実施している（a+b）

県は約 86%，［激甚災害に係る被害報告］では，約 29%であった。 

 

 
図 9 Q10 に対する回答結果 

 

 ［激甚災害に係る被害報告］においては，今後，率を定めずに標準地調査を実施（d）を

含めて，標準地調査を 1%以上で実施することができる（a+b+c+d）と回答した県は約 75％

であった。 
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＜被害材積の把握対象＞ 

Q11：現行では，［森林被害報告年報］は 21 年生以上，［森林国営保険損害発生報告］で

は，壮齢林以上の被害木について被害材積を把握することになっている。今後，把握

対象の変更が必要となった場合，被害材積は何年生以上から把握することが可能か？

（→質問票の【18】，【36】） 

a; 1～5 年生以上 

b; 11 年生以上 

c; 21 年生以上 

d; 40 年生以上 

e; 林齢を定めることはできない 

f; ［森林被害報告年報］のための別途調査を実施すること自体できない 

 

 
図 10 Q11 に対する回答結果 

 

 ［森林被害報告年報］及び［森林国営保険損害発生報告］においては，今後，被害材積

の把握対象を若齢林まで含めることができる（a+b）と回答した県は少なく，現行のままと

いう回答が多かった。よって，被害材積から，自然攪乱による排出量を把握することは難

しいと思われる。［激甚災害に係る被害報告］では，もともと被害材積は報告項目に挙げら

れておらず（表 3 参照），本アンケート調査の質問項目には挙げなかった。 

 

＜サルベージロギングとしての利用見込材積の把握対象＞ 

Q12：現行の［森林国営保険損害発生報告］では，壮齢林以上の被害木についてのみ，利用

見込材積を把握することになっている。今後，把握対象の変更が必要となった場合，

利用見込材積は何年生以上から把握することが可能か？（→質問票の【22】，【37】）

a; 1～5 年生以上  
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d; 40～65 年生以上  

e; 定められない  

f; 把握不可能  

g; ［森林被害報告年報］のための別途調査を実施すること自体できない  

 

 
図 11 Q12 に対する回答結果 

 

 ［森林被害報告年報］及び［森林国営保険損害発生報告］においては，今後，利用見込

材積の把握対象を若齢林まで含めることができる（a+b）と回答した県は少なく，現行のま

まという回答が多かった。よって，若齢林の利用見込材積までを把握することは難しいと

思われる。 

［激甚災害に係る被害報告］では，利用見込材積は調査項目に挙げられているが，本ア

ンケート調査では質問項目に挙げなかった。激甚災害の被害態様からすると，［激甚災害に

係る被害報告］においても，利用見込材積の把握対象の拡大は難しいと予想される。 

 

＜サルベージロギングとしての利用見込材積の把握方法＞ 

Q13：［森林国営保険損害発生報告］では，その要領によると，利用見込材積は，標準地調

査により被害木を胸高直径毎に，3/4 以上利用可能，元材 4m 以上が利用可能，元材

4m 以下が利用可能，全損，の 4 つに分け把握する，とある。現行の［激甚災害に係

る被害報告］における大規模な気象災による被害材のうち利用見込材積の現行の把握

方法は次のうちどれか？（複数回答可）（→質問票の【49】） 

a; 空中写真又は衛星画像によって把握 

b; 森林簿によって把握  

c; 標準地調査を実施し，［森林国営保険損害発生報告］と同様に 4 つにカテゴリ分けし

て把握  

d; 標準地調査を実施し，目測により把握  

e; 標準地調査を実施せず，目測により把握  
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Q14：今後，利用見込材積の把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものは次のう

ちどれか？（複数回答可）（→質問票の【50】） 

a; 空中写真又は衛星画像によって把握することも可能 

b; 森林簿によって把握することも可能  

c; 標準地調査を実施し，［森林国営保険損害発生報告］と同様に 4 つにカテゴリ分けし

て把握することも可能  

d; 標準地調査を実施し，目測により把握することも可能  

e; 標準地調査を実施せず，目測により把握することしかできない 

 

 
図 12 Q13 に対する回答結果（複数回答可） 

 

 現行の［激甚災害に係る被害報告］においては，利用見込材積を森林簿によって把握す

る（b）と回答した県は約 51%であった。 

 
図 13 Q14 に対する回答（複数回答可） 
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 ［激甚災害に係る被害報告］においては，今後，標準地調査を実施せずに目測で把握す

ることしかできない（e）と回答した県は約 33%であった。つまり残りの約 66%の県は，a，

b，c，d のいずれかの方法で利用見込材積を把握することが可能であることになる。 

 

＜サルベージロギングとしての被害木の搬出率＞ 

Q15：［激甚災害に係る被害報告］の場合，県によっては土場から市場への搬出率を調査し，

それに係る補助金を請求する場合がある 気象災による被害木の搬出率の調査方法

は次のうちどれか？（複数回答可） （→質問票の【51】） 

a; 空中写真又は衛星画像により調査  

b; 森林簿により調査  

c; 標準地調査を実施し，利用見込材積を把握する際に調査  

d; 標準地調査を実施し，目測により把握  

e; 調査されていない  

 

Q16：今後，搬出率の調査方法の変更が必要となった場合，対応可能なものを次のうちどれ

か？（複数回答可）（→質問票の【52】） 

a; 空中写真又は衛星画像により調査することも可能  

b; 森林簿により調査することも可能  

c; 標準地調査を実施し，利用見込材積を把握する際に調査することも可能  

d; 標準地調査を実施し，目測により把握することも可能  

e; 調査すること自体できない 

 

図 14 Q15 に対する回答結果（複数回答可） 

 

 現行の［激甚災害に係る被害報告］においては，搬出率はほとんど調査されていない（e）

ことが判明した。 
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図 15 Q16 に対する回答結果（複数回答可） 

 

 ［激甚災害に係る被害報告］においては，今後，搬出率を調査できない（e）と回答した

県は，約 78%であり，搬出率を用いてサルベージロギングの量を把握することは難しいと

考えられる。 
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＜アンケート調査結果のまとめ＞ 

表 4 各［森林被害調査報告］の今後の対応の実現可能性 

 
[森林被害報告年報] 

[森林国営保険損害

発生報告] 
[激甚災害係る被害報告] 

森林被害のう

ち報告の対象

となりえる森

林 

［森林被害報告年報］

のために別途調査が可

能な県は約 47％  

（図 1 参照） 

保険加入している民

有人工林 

（表 1 参照） 

民有人工林ほぼ全域 

（表 1 参照）  

被害区域面積

の把握 

目測以外で把握が可能

な県は約 39% 

（図 3 参照） 

目測以外で把握が可

能な県は約 92％ 

（図 3 参照） 

目測以外で把握が可能な県

は約 66％ 

（図 3 参照） 

被害区域の位

置情報の把握 

図示が可能な県は約

37% 

（図 5 参照）  

図示が可能な県は約

66% 

（図 5 参照）  

図示が可能な県は 100%（制

度上，図 5 参照） 

被害区域の森

林簿への反映 

一部又はすべての反映

が可能な県は約 26％ 

（図 7 参照） 

一部又はすべての反

映が可能な県は約

50％ 

（図 7 参照） 

一部又はすべての反映が可

能な県は約 44％ 

（図 7 参照） 

被害率や利用

見込材積把握

のための標準

地調査 

3%以上の抽出率で標

準地調査が可能な県は

0% 

（図 9 参照） 

3%以上の抽出率で

標準地調査が可能な

県は約 87% 

（図 9 参照） 

3%以上の抽出率で標準地調

査が可能な県は約 28% 

（図 9 参照） 

被害材積把握

対象 

1～5 年生以上の被害

木を把握が可能な県は

0%  

（図 10 参照） 

1～5 年生以上の被

害木を把握が可能な

県は約 11% 

（図 10 参照）  

調査項目にあげられていな

い 

利用見込材積

把握対象 

1～5 年生以上の利用

見込材積を把握が可能

な県は 0%  

（図 11 参照） 

1～5 年生以上の利

用見込材積を把握が

可能な県は約 3%  

（図 11 参照） 

1～5 年生以上の利用見込材

積を把握の可能性は，［森林

国営保険損害発生報告］と同

等又はそれ以下と想定 

（アンケート調査未実施） 

利用見込材積

把握方法 

森林簿又は 4 つのラン

クに分け把握が可能な

県は約 16％ 

（結果の掲載は省略）

4 つのランクに分け

て把握が可能な県は

100% 

（制度上）  

標準地調査＋目測，森林簿，

4 つのランクに開けて，又は

画像で把握が可能な県は約

66% 

（図 13 参照） 
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7）アンケート調査結果を踏まえた計上除外ルール適用にむけた仕組みの案 

 アンケート調査結果（表4参照）から，［激甚災害に係る被害報告］が，ほぼ全域の民有

人工林をカバーし，かつ計上除外ルールを適用するためのデータを入手できる可能性が高

いことが判明した。これを踏まえ，［激甚災害に係る被害報告］にて報告されているデー

タを基本として，計上除外ルール適用のための各UNFCCC報告事項への対応方針を（2）

にて検討した。また，この方針に従って［激甚災害に係る被害報告］からデータを入手す

るにあたり，新たにどのような仕組みが必要なのかを（3）で検討し，（4）にて自然攪乱

発生から計上除外ルール適用申請までの各アクターの時系列的動きを図21に示した。 

 

（1）［激甚災害に係る被害報告］の概要 

 まず，［激甚災害に係る被害報告］の概要を以下に説明する。 

＜［激甚災害に係る被害報告］の対象＞ 

 ［激甚災害に係る被害報告］は，表 2 にあるように，［森林被害報告年報］や［森林国

営保険損害発生報告］のように対象地で発生したすべての自然攪乱による被害を調査・報

告するのではなく，激甚災害指定（市町村内で要復旧面積 90ha，被害額 1,500 万円以上（暴

風雨の場合 40ha,4,500 万以上），被害木等の整理・跡地造林の施行地における被害本数率

30%以上）を受けた自然攪乱による被害のみ調査・報告される。よって，計上除外ルール適

用の条件を満たすような大規模な自然攪乱であっても，激甚災害指定をうけなかった場合

は，［激甚災害に係る被害報告］にて調査報告されない可能性がある。しかし，過去（1980

－2010 年）の［激甚災害に係る被害報告］で報告された被害面積（図 16）と，昨年度の本

事業で被害材積10から推定した過去（1980－2003 年）の自然攪乱による排出量（図 17）を

比較すると，計上除外ルールが適用されるようなバックグランドレベル＋マージン（後述）

を超えるような大規模な自然攪乱は，ほぼすべて激甚災害指定を受け，［激甚災害に係る

被害報告］にて調査報告されていることが分かる。よって，我が国では，激甚災害指定に

なるような自然攪乱が発生した時のみ，［激甚災害に係る被害報告］によって調査報告さ

れるデータを用いて，計上除外ルールの適用を図ればよいと思われる。 

ちなみに，過去 30 年間（1980－2010 年）で，［激甚災害に係る被害報告］によって調

査報告された（激甚災害指定を受けた）自然攪乱は 18 件であり，その頻度は約 0.6 件／年

である。 

                                                  
10 「日本における森林気象害及び林野火災の発生状況（1954 年度～2003 年度）（鈴木ほか（2009））」に

て報告されている被害材積。同被害材積は，［森林被害報告年報］及び［国有林野立木被害報告］にて報告

される被害材積を，両被害報告のデータ収集方法の相違や欠損データをデータ間の関係から様々に補正あ

るいは推定することによって統合的にまとめたものである。 
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図 16 過去の［激甚災害に係る被害報告］で調査報告された被害面積（1980－2010 年） 

出典）林野庁 (2010) 民有林森林整備施策のあらまし 

 

 
図 17 過去*の自然攪乱による被害材積とそれから推定した排出量（1980－2003 年） 

出典）鈴木ほか（2009）11 

注：鈴木ほか（2009）には，2004－2010 年の被害材積は，報告されていない。 

 

＜［激甚災害に係る被害報告］の流れと調査報告項目＞ 

 「激甚災害に係る森林災害復旧事業事務取扱要綱」によると，［激甚災害に係る被害報

告］は，図 18 のような流れで実施され，その調査報告は，自然撹乱終息後 1 ヶ月以内に知

事から県に報告される「被害確定報告書」によって行われる。「被害確定報告書」は，表 5

                                                  
11 鈴木覚・吉武孝・後藤義明 (2009) 日本における森林気象害及び林野火災の発生状況（1954 年度～2003
年度）, 森林総合研究所研究報告, 8, 1(410), 71-100. 
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のような形式で作成される。調査報告は，小班又は同一施業が可能な区域を単位として行

われことになっているが，「被害確定報告書」では，小班毎には記載する形にはなってい

ない。査定の際に用いられる「森林災害復旧事業査定表」は，表 6 のように，小班毎に記

載するようになっている。 

また，どちらの報告形式においても利用見込材積の記載項目は設けられていないが，利

用見込材積は，被害額を算出する際に調査されることになっている。 

 

 

図 18 ［激甚災害に係る被害報告］の流れ 

 

表 5 ［激甚災害に係る被害報告］の被害確定書の形式 

市

町

村 

森林被害面積等 

概

要

折損被害 倒伏被害 ・・・ 市町村計 

被害

区域

面積 

要復

旧面

積 

被

害

額 

被害

区域

面積 

要復

旧面

積 

被

害

額 

被害

区域

面積

要復

旧面

積 

被

害

額 

被害

区域

面積 

要復

旧面

積 

被

害

額 

 ha ha 
千

円 
ha ha

千

円
ha ha

千

円
ha ha 

千

円 

 

計                          

激甚災害に相当すると見込
まれる自然攪乱発生

電話等により被害概要報告
（知事→林野庁）

「被害概況報告書」
（知事→林野庁）

自然攪乱後直ちに

自然攪乱後随時

自然攪乱終息後
1ヶ月以内

「被害確定報告書」
（知事→林野庁）

激甚災害法に係る森林災害
復旧事業の指定政令公布

自然攪乱発
生後50~60日

農林水産大臣が激甚指定の

対象となる市町村告示

告示30日以内

森林災害復旧事業（補助）

計画概要書の提出

復旧事業の竣工

「査定（表）」
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表 6 ［激甚災害に係る被害報告］の「森林災害復旧事業査定表」の形式 

（市町村名：    ）

位置 
査定方

法 

(実地机

上の別) 

事

業

区

分 

類

型

区

分

林

班

小

班

等

申請 査定 

備考
地区 

施行

団地 

被害

区域

面積

被害

率 

実面

積 

被害

区域

面積

被害

率 

実面

積 

            ha % 
ha･

m 
ha % 

ha･

m 
  

                        
 

計             

 

（2）計上除外ルール適用のための各 UNFCCC 報告事項への対応方針の検討 

［激甚災害に係る被害報告］にて調査報告されるデータを基にした，計上除外ルール適

用のために必要な各 UNFCCC 報告事項への対応方針を以下に示す。 

 

＜A1：当該国の制御を超えていることの説明＞ 

 ［激甚災害に係る被害報告］の対象となる自然攪乱は，ほとんどすべて激甚災害指定さ

れているという旨を説明することで対応する。 

 

＜A2：自然攪乱の発生年，タイプの特定＞ 

［激甚災害に係る被害報告］の「被害確定報告書」にて報告される発生年月と自然攪乱

の種類で対応する。 

 

＜A3：炭素蓄積回復のための取組を説明＞ 

 ［激甚災害に係る被害報告］は，そもそも復旧造林に係る費用を算定するための調査報

告であるので，復旧造林を炭素蓄積回復のための取組とみなすことで対応する。 

 

＜A4：将来の土地利用変化を特定する方法・基準を説明＞ 

［激甚災害に係る被害報告］において図示によって調査報告される被害区域のうち，自

然攪乱による林齢の変化を反映させた小班を計上除外ルール適用森林とみなせば（詳細は

後述（B2）），計上除外ルールが適用された各小班は特定できるため，これらの小班のう

ち，その後の森林簿更新時に計画対象森林から除外される小班をもって，将来の土地利用

変化が起きた小班として特定することができる。 
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＜A5：自然攪乱に対する予防･管理･制御の取組を説明＞ 

 自然攪乱に対する予防・管理・制御の取組をどの程度まで説明すればよいかは定められ

ていないが，現在，我が国が取り組んでいる自然攪乱防止のための取組（政策・治山・地

滑り防止等）等を説明することにより対応する。 

＜B1：バックグランドレベルの設定の根拠・方法の説明＞ 

 ダーバン合意文書（Annex I のパラ 33 の脚注 7）によると，バックグランドレベル（過

去の自然攪乱による排出量の時系列的平均）は以下の 2 つのアプローチのどちらかで設定

することになっている。 

アプローチ① ：過去（1990－2009 年）の自然攪乱による排出量の時系列平均 

アプローチ② ：透明性のある加盟国独自の方法 

 我が国は，森林経営の参照レベルを 0 と設定しており，通常起こり得るような自然攪乱

による年間排出量が参照レベルに反映されていない。そのような国では，アプローチ①を

とるのが望ましいとされている。アプローチ①によるバックグランドレベルとは，自然攪

乱による過去（1990-2009 年）の年間排出量のうち，標準偏差の 2 倍以上の排出量もつ年

度（外れ値）がすべて取り除かれた後の平均値。つまり外れ値がなくなるまで，同プロセ

スを繰り返した後の値である。また，その際のバックグランドレベルの標準偏差の 2 倍を

マージンとするとされている。 

 アプローチ①によって設定されたバックグランドレベルは，被害材積等によって推定す

ることが可能である。表 1 によると，我が国では，民有林では［森林被害報告年報］，国有

林では［国有林野立木被害報告］が，自然攪乱による被害材積を全国的に網羅しているこ

ととなっている。前述の鈴木ほか（2009）では，［森林被害報告年報］及び［国有林野立木

被害報告］にて調査された被害材積を 1980－2003 年について年毎にまとめて報告している。

これを基に，アプローチ①によって過去（1980－2003 年）のバックグランドレベル及びマ

ージンを算出すると以下のようになる（図 17 に図示済）。 

バックグランドレベル ：127.25 万 t‐CO2 （1980－2003 年） 

マージン  ：146.54 万 t‐CO2 （1980－2003 年） 

しかし，［森林被害報告年報］は，被害材積の調査対象林齢が 21 年生以上であることや，

他の［森林被害調査報告］の調査結果をそのまま利用している県も多いこと，林齢変化が

森林簿に反映されなかった小班由来の被害材積が報告される可能性があること等から，こ

のようにして得たバックグランドレベルには，過小・過大評価があることも考えられる。 

同様のことは，［国有林野立木被害報告］でも想定される。さらに，過去の排出量を把

握するためのデータを遡って入手することは，相当に困難と思われる。 

よって，バックグランドレベルの設定の根拠・方法の説明（B1）については，他の締約

国の対応を見ながら，既存の被害材積等のデータに補正値をかける等の対応が必要となる

可能性もある。 
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＜B2：計上除外ルール適用森林の位置情報＞ 

 計上除外ルール適用森林における自然撹乱後の吸収量を，少なくとも第 2 約束期間終

了まで複数年にわたって算定していくためには，計上除外ルール適用森林を適用森林以外

の森林と区別する必要がある。そのためには，［激甚災害に係る被害報告］にて被害区域

の図面と共に報告される小班を国家 DB 上でリストアップし，リストアップされた小班の

うち，自然攪乱による林齢の変化が森林簿に反映された小班を，計上除外ルール適用森林

とみなせばよい。自然攪乱による林齢変化の反映方法は，以下の 2 つが考えられる。 

 林齢変化の反映方法①： 

自然攪乱があった箇所を被害小班として分割し，林齢の変化を反映 

 林齢変化の反映方法②： 

自然攪乱を受けた小班全体を新たに育成複層林として扱い，樹種の混合歩合，面積

歩合によって，林齢の変化を反映 

林齢変化の反映方法①よりも②のほうが，計上除外ルール適用森林を大きく設定すること

になる。どちらの方法にしても，計上除外ルール適用森林の位置情報は，国家 DB 上にて

特定することができる。 

 

 
図 19 林齢変化の反映方法①によって設定した計上除外ルール適用森林 

 
図 20 林齢変化の反映方法②によって設定した計上除外ルール適用森林 
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＜B3：自然攪乱による排出量＞ 

 ［激甚災害に係る被害報告］では，被害材積は調査報告項目となっていない。このため，

国家 DB において，以下のような手順で，自然攪乱前後の炭素ストック差により自然攪乱

による排出量を算定することで対応する。 

1. 計上除外ルール適用（候補12）森林の自然攪乱前のストック量（C1）に，被害率を小

班毎に乗じることにより，自然攪乱直後のストック量（C2）を把握。 

2. 自然攪乱前のストック量（C1）と自然攪乱直後のストック量（C2）の差を取ることで，

計上除外ルール適用（候補）森林における自然攪乱による排出量（ストック変化量）

を把握 

EN ΔC 44／12 

EN ：計上除外ルール適用（候補）森林における自然攪乱による排出量 

ΔC ：計上除外ルール適用（候補）森林における自然攪乱によるストック変化量 

 

ΔC C1 C2 

ΔC ：計上除外ルール適用（候補）森林における自然攪乱によるストック変化量 

C1 ：自然攪乱前のストック量 

C2 ：自然攪乱直後のストック量 

 

C1 C1
ｓ

 

C1 ：自然攪乱前の計上除外ルール適用（候補）森林におけるストック量 

s ：小班 

 

C2 C1
ｓ

P  

C2 ：自然攪乱直後の計上除外ルール適用（候補）森林におけるストック量 

C1 ：自然攪乱前の計上除外ルール適用（候補）森林におけるストック量（既述） 

P ：自然攪乱による被害率 

s ：小班 

 

＜B4：サルベージロギングに伴う排出量＞ 

 計上除外の対象から外すべきサルベージロギングの対象は，被害木のうち伐採利用され

た分である。［激甚災害に係る被害報告］では，サルベージロギングに相当する材積の把

握に利用できると考えられる被害木の搬出率を任意で調査することになっているが，アン

                                                  
12 自然攪乱による排出量がバックグランドレベルを超えた時に初めて，計上除外ルール適用森林となるた

め，排出量が分からない時点では，計上除外ルール適用（候補）森林とした。 
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ケート調査の結果（図 14）から，この搬出率はほとんど調査されていないことが判明した。

そこで，［激甚災害に係る被害報告］にて被害額を算出する際に調査される利用見込材積

（被害木のうち利用見込の材積）をサルベージロギングの材積とすれば，それに伴う排出

量は以下の通りに把握することは可能である。 

 

ES  （（V，

，

D BEF ） 1＋R CF） 44／12 

ES ：サルベージロギングに伴う排出量 

V ：利用見込材積 

D ：容積密度 

BEF ：バイオマス拡大係数 

R ：地上部に対する地下部の割合 

CF ：炭素含有率 

s ：小班 

j ：樹種 

 

なお，無損傷木のうち自然攪乱後の復旧事業のために整理伐採された分は，元々計上除

外の対象となり得る排出量（EN）に含まれておらず，自然攪乱後の森林簿更新時に排出と

して計上される。よって，自然攪乱後の復旧事業のために整理伐採に伴う排出量について

は，区別して算出する必要はない。 

 

＜B5：土地利用変化があった場所からの排出量＞ 

計上除外ルール適用森林のうち，自然攪乱後に土地利用変化があった場所からの自然攪

乱による排出量は，その後の森林簿更新の際に，計画対象森林から除外される小班を土地

利用変化があった小班として特定すれば，自然攪乱による排出量は小班毎に把握できるの

で，対応可能である。 

EC ΔC
 

44／12 

EC ：計上除外ルール適用森林のうち土地利用変化があった小班における自然攪

乱による排出量 

ΔCsc ：計上除外ルール適用森林のうち土地利用変化があった小班における自然攪

乱直後のストック変化量 

sc ：計上除外ルール適用森林のうち土地利用変化があった小班 

 

＜B6：自然攪乱後の吸収量＞ 

 以上の検討では，森林簿上で自然攪乱による林齢の変化が特定されている小班を計上除
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外ルール適用森林としているため（B2），自然攪乱後の吸収量は，国家 DB において，該

当する小班におけるストック変化量から推定することが可能である。 

RN ΔCR 44／12 

RN ：計上除外ルール適用森林における自然攪乱後の吸収量 

ΔCR ：計上除外ルール適用森林における自然攪乱後のストック変化量 

 

＜計上除外の対象となる排出量＞ 

  UNFCCC 報告事項にはないが，計上除外の対象となる排出量は以下の式によって算出

される。 

EE EN ES EC 

EE ：計上除外の対象となる排出量 

EN ：計上除外ルール適用森林における自然攪乱による排出量（既述） 

ES ：被害木の搬出に伴う排出量（既述） 

EC ：計上除外ルール適用森林のうち土地利用変化があった小班における自然

攪乱による排出量（既述） 

 

（3）計上除外ルール適用のためのデータ収集の仕組み作り 

 （2）にある計上除外ルール適用のための各 UNFCCC 報告事項への対応方針に沿って，

［激甚災害に係る被害報告］からデータを収集するにあたっての今後の課題を以下に示す。 

 

＜民有天然林におけるデータ収集＞ 

表 1 にある通り，［激甚災害に係る被害報告］は，民有人工林を対象としており，民有

天然林は対象としていない。天然林の被害率のほうが人工林のそれよりも小さいという事

例報告（北海道森林管理局，2006；兵庫県，2009）もあるが，天然林でも大規模な自然攪

乱が発生する可能性はある。そこで，天然林についても［激甚災害に係る被害報告］と同

様のデータを入手する仕組みか，それに代わる方法が求められる。 

 

＜国有林におけるデータ収集＞ 

 今回，国有林における［森林被害調査報告］の実施主体である森林管理局に対してはア

ンケート調査を実施していないが，国有林においては，［国有林森林災害復旧造林事業に係

る被害報告］が，［激甚災害に係る被害報告］と同じ趣旨で調査報告されており（表 1），対

象となる森林や自然攪乱の規模（表 2），その調査項目（表 3）もほぼ一緒である。よって，

［国有林森林災害復旧造林事業に係る被害報告］を基に計上除外ルール適用のために必要

なデータを入手することは可能と思われる。［国有林森林災害復旧造林事業に係る被害報

告］から得られるデータのみでは不十分の場合は，［国有林野立木被害報告］等の他の報

告から得られるデータで補完するなどして対応していくことが求められる。 
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 ただし，［国有林森林災害復旧造林事業に係る被害報告］の対象は，［激甚災害に係る被

害報告］と同じく人工林のみなので，天然林についても同様のデータを入手できる仕組み

か，それに代わる方法を，既存の［国有林野立木被害報告］等から得られるデータを利用

して模索することが求められる。 

 

＜激甚災害指定の自然撹乱による林齢の変化の森林簿への反映＞ 

以上の検討では，計上除外ルールの適用森林は，激甚災害指定の自然攪乱による林齢の

変化を森林簿へ反映した小班としている。アンケート調査結果（図 7）によると，今後，［激

甚災害に係る被害報告］にて調査される全ての被害区域について自然攪乱による林齢の変

化を森林簿へ反映することができると回答した県は約 6%，被害区域の一部であれば森林簿

へ反映できると回答した県は約 39%であった。森林簿へ反映されないような自然攪乱によ

る排出量は，現行の算定方法では FM 対象森林における排出としては計上されないので，

自然攪乱による林齢の変化が反映されずに計上除外ルール適用森林にならなかった小班の

排出量は，京都議定書約束遵守に大きく影響を及ぼすことはない。しかし，自然攪乱によ

る排出量がバックグランドレベル＋マージンを超えるという計上除外ルール適用の第一条

件をクリアするという観点からは，激甚災害指定の自然攪乱が発生した小班は，県や森林

管理局において，自然攪乱による林齢の変化として森林簿更新時に反映されたほうがよい。 

また，激甚災害指定の自然攪乱による林齢変化の森林簿への反映方法は，反映方法①（自

然攪乱があった箇所を被害小班として分割）と，反映方法②（自然攪乱を受けた小班全体

を育成複層林として扱い，樹種の混合歩合，面積歩合によって，林齢の変化を反映）があ

るが，反映方法②を採用すると，図 20 にあるように，計上除外ルール適用森林が［激甚災

害に係る被害報告］で報告される被害区域よりも大きく設定されることになる。「計上除

外ルール適用森林からの自然攪乱後の吸収量もその後，計上除外しなくてはいけないこと

を考えると，計上除外ルール適用森林はなるべく小さく設定したほうがよい」という観点

からは，自然攪乱があった箇所は，県や森林管理局において，被害小班として分割された

ほうがよい（ただし，他の締約国の対応を見つつ，計上除外ルール適用森林からの自然攪

乱後の吸収量も，樹種の混合歩合や面積歩合に応じて切り分けることも考えられる。）。 

森林資源の適切な把握には，実際の森林の状況に応じた森林簿の更新が望ましいところ

であり，激甚災害による被害状況についてもその中に反映されることにより，京都議定書

のインベントリ報告における計上除外ルールのより適切な適用が可能になると思われる。 

 

＜サルベージロギング＞ 

 アンケート調査結果（図 13）から，［激甚災害に係る被害報告］において，利用見込み

材積は，今後，森林簿（約 48%），［森林国営保険損害発生報告］と同様に 4 つのカテゴ

リに分ける（約 15%），標準地調査を実施して目測（約 36%），のいずれかによって把握

できるだろうということが分かった。［激甚災害に係る被害報告］では，利用見込材積の
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把握方法が定められていないが，サルベージロギングによる排出量を把握する観点からは，

全国で統一的な把握方法があったほうがよい。また，現行では，利用見込材積は報告され

ていないものの，県において調査はされているため，それを追加報告してもらう仕組みが

あったほうがよい。 

 また，利用見込材積や被害率を把握する上で必要な標準地調査の抽出率は，［激甚災害

に係る被害報告］では厳密には定められていない。3%以上の抽出率で実施できると回答し

た県は 28%と低い（図 9 参照）が，利用見込材積や被害率の推定精度を上げる観点からは，

ある程度の抽出率を担保できたほうがよい。 

 

＜今後の課題（再整理）＞ 

課題 1：［激甚災害に係る被害報告］等の対象となっていない自然攪乱に関するデータ収集

の仕組み作り 

 民有林 

→［激甚災害に係る被害報告］の対象とされていない民有林天然林について，大規模

な自然攪乱に関するデータ収集の仕組み作り，または，それに代わる方法の検討 

 国有林 

→ 国有人工林を対象とする［国有林森林災害復旧造林事業に係る被害報告］のデータ

を用いての，（2）のような計上除外ルール適用への対応可能性の精査 

→［国有林森林災害復旧造林事業に係る被害報告］の対象とされていない国有林天然

林について，大規模な自然攪乱に関するデータ収集の仕組み作り，または，それに

代わる方法の検討 

 

課題 2：激甚災害指定の自然撹乱による林齢の変化の森林簿への反映 

→ 自然攪乱による林齢変化の森林簿への反映方法①（図 19 参照）または②（図 20 参

照）に関する実現可能性のさらなる検討 

 

課題 3：サルベージロギングとしての利用見込材積の追加報告 

→ 民有林において，都道府県の調査項目となっていても国への報告は求められていな

いサルベージロギングの材積について，データ収集の仕組み作りの検討 

→ 国有林における同様の検討 

 

課題 4：バックグランドレベルの設定 

→ 既存のデータを用いたバックグランドレベルの適切な設定方法の検討 
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（4）アクター別でみた自然攪乱発生から計上除外ルール申請までの流れ 

 

図 21 自然攪乱発生から計上除外ルール適用申請までの流れ 

林野庁
(農林水産省・環境省)

都道府県・森林管理局

激甚災害
に指定さ
れる自然
攪乱発生

森林簿更新①

国家森林資源DBに入力

被害概要把握

被害確定報告書作成
激甚災害指定（A1）

森林災害復旧事業計画
概要書作成

森林災害復旧事業を森林蓄積回復
のための取組とみなす（A3）森林簿更新②

被害確定報告書
にある小班のう
ち激甚指定を受
けた小班をリス

トアップ

リストアップした小班
のうち森林簿更新時に，
自然攪乱による林齢変
化があった小班を特定

自然攪乱による林齢の変化があっ
た小班を計上除外ルール適用地と

する（A4，B2）

第2約束
期間終了

計上除外
ルール適用
地でのサル
ベージロギ
ングによる
排出量を把
握（B4）

計上除外ルール適用地における自
然攪乱前後のストック変化から自
然攪乱による排出量を把握（B3）

計上除外
ルール適用
地のうち森
林簿更新時
に土地利用
変化があっ
た小班から
の自然攪乱
による排出
量を把握
（B5）

森林簿更新③

計上除外
ルール適用
地の自然撹
乱後の吸収
量を把握
（B6）

排出量がバックグランドレベ
ル＋マージンを超えた場合…

被害確定報告書
から自然攪乱の
発生年・タイプ
の特定（A2）

我が国の自然攪乱に対する予防･管
理･制御の取組を取りまとめ（A5）

第2約束
期間開始

計上除外
ルール適用
申請受託

A1～A5及びB1～B5をまとめ計上
除外ルール適用申請

UNFCCC

他のアクター
への報告

バックグランドレベルの設定
（B1）
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財団法人 国際緑化推進センター 

森林被害の調査・報告体制に関するアンケート質問票 

 

【ご回答にあたって】 

(1) 京都議定書第二約束期間1（2013 年以降）に新たに採択されましたルール「一定の条件を満

たせば大規模な気象災害等の自然撹乱による森林分野からの CO2 排出量を計上しなくても

よい」（以下，計上免除ルールとします）適用に向けて，以下に挙げるような情報把握に資す

るデータ入手のための国内体制を整備していく必要があります。 

① 自然攪乱発生地の位置情報 

② 自然攪乱発生地における自然撹乱による CO2 排出量 

③ 自然攪乱発生地における自然攪乱後の CO2 吸収量 

④ 自然撹乱による被害材のうち利用のために搬出された木材の材積（CO2 排出量） 

したがって，本アンケートの問の大部分は，森林被害に関する調査・報告体制の「現行」と

「今後」という構成となっております。「今後」については、現行体制の下での、最大限の工

夫による可能な範囲の対応を想定して回答していただければと思います。 

(2) 計上免除ルールが適用される自然攪乱は，通常発生する森林被害を大きく上回る、例えば激

甚災害に指定されるような大規模な災害が想定されます。そのような大規模災害が発生する

頻度は，各種被害のうちでも風害，水害，雪害等の気象災が最も高いと予想されます。また、

大規模災害と通常の災害では，被害調査の実施方法が異なることが予想されます。これらの

ことから，大規模な気象災（風害，水害，雪害）が発生した場合を想定して回答いただだけ

ればと思います。 

(3) 大規模な気象災発生時に国の定めで実施される森林の被害調査としては 1.「森林被害報告年

報2」のための調査，2.「森林国営保険損害発生報告3」のための調査，3.「 激甚災害に係る

被害報告4」のための調査の 3 種が挙げられます。本アンケートは，上記 3 つの被害調査につ

いて，個々にご回答をお願いしております。それぞれで担当部署が異なる場合には，該当す

る各担当部署にてご回答をお願いできればと思います。 

(4) 「質問票」と「回答票」を送付しておりますので，回答は「回答票」にお願い致します。 

(5) 各回答に対して補足説明がございましたら（「質問票」に挙げた選択肢に該当するものがない

場合や，回答した理由など），お手数ですが「回答票」所定の欄にご記入下さい。 

(6) 問いは全部で【54】問あります。お忙しいところ大変恐縮ですがよろしくお願い致します。 

                                                  
1 我が国は、京都議定書第二約束期間においては，排出削減目標を設けない方針です。しかし，第二約束期間終了

後の新枠組に積極的に参加していくためにも，第二約束期間内の森林分野からの吸収・排出量は同期間のルール

に準じて自主的に算定・報告していくところであります。 
2 1.「森林被害報告年報」とは，53 林野保第 235 号「森林被害報告について」（11 林野官第 25 号により改正）に

基づく被害調査報告を指します 
3 2.「森林国営保険損害発生報告」とは，52 林野保第 392 号「森林国営保険損害てん補要領の改正について」（21
林整研第 681 号により改正）に基づく被害調査報告を指します。 
4 3.「激甚災害に係る被害報告」とは，昭和 56 年 4 月 17 日付 56 林野造第 52 号「激甚災害に係る森林災害復旧

事業事務取扱要綱」（13 林整整第 813 号）に基づく被害調査報告を指します。これは，激甚災害の指定を受けた

森林の復旧事業のために実施されるもので，その他の復旧事業（指定被害地造林事業，復旧造林事業等）のため

に実施される被害報告は含まれません。 

別添1　アンケート質問票
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財団法人 国際緑化推進センター 

0. 貴都道府県における森林被害全般についてお答え下さい 

0.1. 過去の大規模な気象災について 

【1】 過去 30 年間程で最も合計被害面積が大きかった気象災の原因（風害・水害・雪害）・発生

年・被害面積（合計）をご記入下さい 

気象災の原因：［   ］，発生年：［   ］年，合計被害面積：［   ］ha 

 

以下の質問（【2】～【54】）は，【1】にてご回答頂いた気象災と同程度またはそれ以上の大規模な気

象災（風害・水害・雪害）が発生した場合を想定してお答え下さい。 

 

0.2. 大規模な気象災発生時の 3 種の被害調査の相互関係について 

【2】 1.「森林被害報告年報」のための調査，2.「森林国営保険損害発生報告」のための調査，

3.「激甚災害に係る被害報告」のための調査の相互関係性について，該当するものをご選

択下さい（複数回答可） 

a. 「森林被害報告年報」作成にあたっては「森林国営保険損害発生報告」の調査結果をその

まま使用しているので別途調査は実施しない 

b. 「森林被害報告年報」作成にあたっては「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果を

そのまま使用しているので別途調査は実施しない 

c. 「森林被害報告年報」作成にあたっては，「森林国営保険損害発生報告」の調査対象外の民

有林内の被害区域においては別途調査を実施  

d. 「森林被害報告年報」作成にあたっては，「激甚災害に係る被害報告」の調査対象外の民有

林内の被害区域においては別途調査を実施 

e. 「森林被害報告年報」作成にあたっては「森林国営保険発生報告」や「激甚災害に係る被

害報告」のための調査結果は使用せず，民有林内全ての被害区域において別途調査を実施

 

【3】 今後，調査体制の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の調査体制でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済） 

b. 「森林被害報告年報」作成にあたっては，「森林国営保険損害発生報告」の調査対象外の被

害区域においては別途調査を実施することも可能 

c. 「森林被害報告年報」作成にあたっては，「激甚災害に係る被害報告」の調査対象外の被害

区域においては別途調査を実施することも可能 

d. 「森林被害報告年報」作成にあたっては「森林国営保険発生報告」の調査結果は使用せず，

すべての被害区域において別途調査を実施することも可能 
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アンケート質問票_1.「森林被害報告年報」のための被害調査 

 
財団法人 国際緑化推進センター 

1. 「森林被害報告年報」のための森林の被害調査についてお答え下さい 

1.1. 大規模な気象発生時の被害調査実施機関について 

【4】 被害調査実施機関として該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 森林組合 

b. 森林組合連合会（県森連） 

c. 都道府県の出先機関 

d. 市町村 

 

1.2. 大規模な気象災による被害区域面積の把握方法について 

【5】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 「森林国営保険損害発生報告」のための調査結果から把握 

b. 「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果から把握 

c. 被害木の外縁を結ぶ線を目測で作成し面積を把握 

d. 被害木の外縁を結ぶ線をコンパス測量で作成し把握 

e. 被害木の外縁を結ぶ線を GPS で作成し把握 

f. 被害木の外縁内の面積を空中写真又は衛星画像で把握 

 

【6】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 被害木の外縁を結ぶ線をコンパス測量で作成し把握することも可能 

c. 被害木の外縁を結ぶ線を GPS で作成し把握することも可能 

d. 被害木の外縁内の面積を空中写真又は衛星画像で把握することも可能 

 

1.3. 大規模な気象災による被害区域の位置情報把握方法について 

【7】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 「森林国営保険損害発生報告」のための調査結果から把握 

b. 「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果から把握 

c. 地名（町・村・地番）により把握 

d. 【5】により結んだ外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことで把握 

e. 【5】により結んだ外縁の経度・緯度を GPS，空中・衛星写真等で把握 

 

【8】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 【6】により結んだ外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことで把握することも可能 

c. 【6】により結んだ外縁の経度・緯度を GPS，空中・衛星写真等で把握することも可能 
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アンケート質問票_1.「森林被害報告年報」のための被害調査 

 
財団法人 国際緑化推進センター 

1.4. 大規模な気象災による被害区域の森林簿への反映について 

【9】 現行の反映状況について，該当するものをご選択下さい 

a. 被害区域を被害小班として分けていないので森林簿へは反映させていない 

b. 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし，森林簿へ反映 

c. 調査される全ての被害区域を新たに被害小班として区分けし。森林簿へ反映 

 

【10】 今後，被害区域の森林簿への反映が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい 

a. 現行通りでしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

c. 調査されるすべての被害区域を被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

 

1.5. 大規模な気象災による被害区域の標準地調査の抽出率について 

【11】 「森林被害報告年報」のために標準地調査を実施している場合、現行における標準調査地

の抽出率をご記入下さい 

約［  ］%以上 

（「森林被害報告年報」のために標準地調査を実施していない場合は空欄のままで結構です）

 

【12】 今後，抽出率の変更が必要となった場合，対応可能な抽出率をご記入下さい 

約［   ］%以上（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です） 

 

1.6. 大規模な気象災による被害木の林齢・樹種の把握方法について 

【13】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 「森林国営保険損害発生報告」の調査結果から把握 

b. 「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果から把握 

c. 森林簿情報により把握 

d. 「森林被害報告年報」のための標準地調査により把握 

e. 空中写真又は衛星画像により把握 

 

【14】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 森林簿情報により把握することも可能 

c. 「森林被害報告年報」のための標準地調査により把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像により把握することも可能 
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アンケート質問票_1.「森林被害報告年報」のための被害調査 

 
財団法人 国際緑化推進センター 

1.7. 大規模な気象災による被害材積の把握方法について 

【15】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 「森林国営保険損害発生報告」の調査結果から把握 

b. 「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果から把握 

c. 「森林被害報告年報」のための標準地調査により被害林分の樹種・林齢・地位級・密度等

から単位面積あたりの平均蓄積を算出して把握 

d. 「森林被害報告年報」のための標準地調査により胸高直径や樹高等を実側して把握 

e. 森林簿情報により把握 

f. 空中写真又は衛星画像により把握 

 

【16】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 「森林被害報告年報」のための標準地調査により胸高直径や樹高等を実測して把握するこ

とも可能 

c. 森林簿情報により把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像により把握することも可能 

 

1.8. 大規模な気象災による被害材積の把握対象について 

【17】 現行において被害材積の把握対象になっている林齢をご記入下さい 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

 

【18】 今後，把握対象の林齢の変更が必要となった場合，対応可能な林齢をご記入下さい。 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です）

 

1.9. 大規模な気象災による被害材積のうち利用見込材積の把握方法について 

【19】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 利用見込材積は把握していない（利用見込材積は 0 として報告） 

b. 「森林国営保険損害発生報告」の調査結果から把握 

c. 「激甚災害に係る被害報告」のための調査結果から把握 

d. 「森林被害報告年報」のための標準地調査を実施し，「森林国営保険損害発生報告」におけ

る利用見込材積の推定と同様の方法5で把握 

e. 空中写真又は衛星画像により把握 

                                                  
5 「森林国営保険損害てん補要領」によると伐採が予定される林齢（すぎ 60 年，ひのき 65 年，その他針葉樹 60 年及び

広葉樹 35 年）以上の被害木は，その胸高直径毎に A（3/4 以上利用可能），B（元材 4ｍ以上が利用可能），C（元材 4ｍ以

下が利用可能），D（全損）の 4 つに分け利用見込材積が把握されているとあります。 
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財団法人 国際緑化推進センター 

【20】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 森林簿情報により把握することも可能 

c. 「森林被害報告年報」のための標準地調査を実施し，「森林国営保険損害発生報告」の利用

見込材積の推定と同様の方法で把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像により把握することも可能 

 

1.10. 大規模な気象災による被害材積のうち利用見込材積の把握対象について 

【21】 現行において利用見込材積の把握対象になっている林齢をご記入下さい 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

（利用見込材積を把握していない場合は空欄のままで結構です。）

 

【22】 今後，把握対象の林齢の変更が必要となった場合，対応可能な林齢をご記入下さい。 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です）

 

 

 

2. 「森林国営保険損害発生報告」のための森林の被害調査についてお答え下さい 

2.1. 大規模な気象災発生時の調査実施機関について 

【23】 調査実施機関として該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 森林組合 

b. 森林組合連合会（県森連） 

c. 都道府県の出先機関 

d. 市町村 

 

2.2. 森林国営保険に加入している森林の面積について 

【24】 貴都道府県における最新の森林国営保険加入している森林の面積をご記入下さい 

約［  ］ha（［  ］年時点） 

 

2.3. 大規模な気象災による損害区域面積の把握方法について 

【25】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 被害木を結ぶ外縁線を目測により作成し把握 

b. 被害木を結ぶ外縁線をコンパス測量により作成し面積を把握 

c. 被害木を結ぶ外縁線を GPS により作成し面積を把握 

d. 被害木を結ぶ外縁線内の面積を空中写真又は衛星画像で把握 
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財団法人 国際緑化推進センター 

【26】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 被害木を結ぶ外縁線をコンパス測量により作成し面積を把握することも可能 

c. 被害木を結ぶ外縁線を GPS により作成し面積を把握することも可能 

d. 被害木を結ぶ外縁線内の面積を空中写真又は衛星画像で把握することも可能 

 

2.4. 大規模な気象災による損害区域の位置情報把握について 

【27】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 地名（町・村・地番）により把握 

b. 【25】により結んだ外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことで把握 

c. 【25】により結んだ外縁の経度・緯度を GPS，空中・衛星写真等で把握 

 

【28】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 【26】により結んだ外縁を森林計画図等の図面に落とし込むことで把握することも可能 

c. 【26】により結んだ外縁の経度・緯度を GPS，空中・衛星写真等で把握することも可能 

 

2.5. 大規模な気象災による損害区域の森林簿への反映についてあれはまるものをご選択下さい 

【29】 現行の反映状況について，該当するものをご選択下さい 

a. 損害区域を被害小班として分けていないので森林簿へは反映させていない 

b. 一部の損害区域を新たな小班として区分けし，森林簿へ反映 

c. 調査される全ての損害区域は，新たな小班として区分けし森林簿へ反映 

 

【30】 今後，被害区域の森林簿への反映が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい 

a. 現行通りでしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

c. 調査されるすべての被害区域を被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

 

2.6. 大規模な気象災による損害区域の標準地調査の抽出率についてお答え下さい 

【31】 現行における標準地調査の抽出率について，ご記入下さい 

約［   ］%以上 

 

【32】 今後，抽出率の変更が必要となった場合，対応可能な抽出率をご記入下さい 

約［   ］%以上    （現行でのみしか対応できない場合は空欄で結構です）
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財団法人 国際緑化推進センター 

2.7. 大規模な気象災による被害材積の把握方法について 

【33】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 被害林分の樹種・林齢・地位級・密度等から単位面積の平均蓄積を算出して把握する 

b. 胸高直径を実測し，「標準単木材積（立木）6」より把握する 

c. 森林簿情報により把握する 

d. 空中写真又は衛星画像により把握する 

 

【34】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 胸高直径を実測し，「標準単木材積（立木）」より把握することも可能 

c. 森林簿情報により被害材積を把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像により被害材積を把握することも可能 

 

2.8. 大規模な気象災による被害材積の把握対象について 

【35】 現行において被害材積の把握対象となっている林齢をご記入下さい 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

 

【36】 今後，把握対象の林齢の変更が必要となった場合，対応可能な林齢をご記入下さい 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です）

 

2.9. 大規模な気象災による被害材積のうち利用見込材積の把握対象について 

「森林国営保険損害てん補要領」によると，壮齢林（すぎ 60 年，ひのき 65 年，その他針葉樹 60

年及び広葉樹 35 年以上）について，利用見込材積が調査報告されるとあります。 

【37】 今後，利用見込材積の把握対象の林齢の変更が必要となった場合，対応可能な林齢をご記

入下さい 

［  ］年生以上（樹種毎に異なる場合は貴都道府県の民有人工林最大優占樹種の林齢）

（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です）

                                                  
6 「標準立木材積（立木）」は，「森林国営保険立木評価要領」の別表１ 標準単木材積及び標準利用率（第 2 の 4 の(1)関
係）に胸高直径毎に記載されています。 
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3. 「激甚災害に係る被害報告」のための森林の被害調査についてお答え下さい 

3.1. 激甚災害（気象災）発生時の調査実施機関について 

【38】 調査実施機関として該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 森林組合 

b. 森林組合連合会（県森連） 

c. 都道府県の出先機関 

d. 市町村 

 

3.2. 「激甚災害に係る被害報告」のための被害調査の対象となり得る森林の面積について 

「森林災害復旧事業ハンドブック」によると，「激甚災害に係る被害報告」を実施できる区域は，

すくなくとも次のいずれかに該当する森林であるとあります 

森林①：民有（分収林含む）人工林のうち，保安林，保安林予定森林及び森林法施工規則（昭和

26 年農林省令 54 号）第 7 条の 2 に規定する森林（以下，制限林） 

森林②：民有（分収林含む）人工林のうち，森林法（昭和 26 年法律第 249 号）第 11 条に規定す

る森林施業計画の対象となっている森林 

森林③：都道府県有人工林（都道府県造林地を含む）であって森林施業に関する計画の対象となっ

ている森林 

【39】 貴都道府県の森林のうち上記の森林①～③に該当する森林の面積をご記入下さい 

民有人工林かつ制限林（森林①）：［   ］ha 

民有人工林かつ森林施業計画の対象となっている森林（森林②）：［   ］ha 

都道府県有人工林かつ森林施業に関する計画の対象となっている森林（森林③）：［   ］ha 

 

3.3. 激甚災害（気象災）による被害区域面積の把握方法について 

【40】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 施業図又は精度の高い既存の図面を利用して把握 

b. コンパス測量で把握 

c. GPS で把握 

d. 空中写真又は衛星画像で把握 

 

【41】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. コンパス測量で把握することも可能 

c. GPS で把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像で把握することも可能 
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3.4. 激甚災害（気象災）による被害区域の位置情報の把握方法について 

現行の「激甚災害に係る被害報告」のための被害調査では，被害区域の周囲が図示され，その区域

の林班・小班名等が把握されているかと思います 

【42】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい 

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 被害区域の周囲の経度・緯度を GPS，衛星・空中写真等で測り把握することも可能 

 

3.5. 激甚災害（気象災）による被害区域の森林簿への反映について 

【43】 現行の反映状況について該当するものをご選択下さい 

a. 被害区域を被害小班として分けていないので森林簿へは反映しない 

b. 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし，森林簿へ反映 

c. 調査されるすべての被害区域を被害小班として区分けし森林簿へ反映 

 

【44】 今後，被害区域の森林簿への反映が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい 

a. 現行通りでしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 一部の被害区域を新たに被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

c. 調査されるすべての被害区域を被害小班として区分けし森林簿へ反映させることも可能 

 

3.6. 激甚災害（気象災）による被害区域での標準地調査の抽出率について 

【45】 現行における標準地調査の抽出率をご記入下さい 

約［   ］%以上 

 

【46】 今後，抽出率の変更が検討された場合，対応可能な抽出率をご記入下さい 

約［   ］%以上（現行でのみしか対応できない場合は空欄のままで結構です） 

 

3.7. 激甚災害（気象災）による被害木の林齢・樹種の把握方法について 

【47】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 標準地調査により把握 

b. 森林簿情報により把握 

c. 空中写真又は衛星画像により把握 

 

【48】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものをご選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 標準地調査により把握することも可能 

c. 森林簿情報により把握することも可能 

d. 空中写真又は衛星画像により把握することも可能 
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3.8. 激甚災害（気象災）による被害材積のうち利用見込材積の把握方法について 

現行では，被害額は，被害木の罹災前の立木価値から利用見込額（残存価値）を控除して算出され

るとあります。そして，この利用見込額は，利用見込材積から算出されているかと思います。 

【49】 現行の把握方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 利用見込材積は，標準地調査を実施せずに目測によって把握 

b. 利用見込材積は，標準地調査を実施し，目測によって把握 

c. 利用見込材積は，標準地調査を実施し，「森林国営保険損害発生報告」と同様の方法（被害

木の損傷レベルで 4 つに分けて）で把握 

d. 利用見込材積は，森林簿情報によって把握 

e. 利用見込材積は，空中写真又は衛星画像により把握 

 

【50】 今後，把握方法の変更が必要となった場合，対応可能なものを選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行の方法で対応済み）

b. 利用見込材積は，標準地調査を実施し，目測によって把握することも可能 

c. 利用見込材積は，標準地調査を実施し，「森林国営保険損害発生報告」と同様の方法（被害

木の損傷レベルでカテゴリ分けして）で把握することも可能 

d. 利用見込材積は，森林簿情報によって把握することも可能 

e. 利用見込材積は，空中写真又は衛星画像により把握することも可能 

 

3.9. 激甚災害（気象災）による被害木の（市場への）搬出率7の調査方法について 

【51】 現行の調査方法について，該当するものをご選択下さい（複数回答可） 

a. 搬出率は，調査されていない（又は，0，50，85%等のように大まかに把握するのみ） 

b. 搬出率は，標準地調査を実施し，目測により調査 

c. 搬出率は，標準地調査を実施し，利用見込材積を把握する際に調査 

d. 搬出率は，森林簿情報により調査 

e. 搬出率は，空中写真又は衛星画像により調査 

 

【52】 今後，調査方法の変更が必要となった場合，対応可能なものを選択下さい（複数回答可）

a. 現行の方法でのみしか対応できない（又は，以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 搬出率は，標準地調査を実施し，利用見込材積を把握する際に調査することも可能 

c. 搬出率は，森林簿情報により調査することも可能 

d. 搬出率は，空中写真又は衛星画像により調査することも可能 

 

                                                  
7 搬出率とは被害木のうち（市場へ）搬出される予定の材の割合で，「被害木の整理（搬出）」に係る経費を算出する際に

用いられる 
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3.10. 激甚災害（気象災）による被害木の搬出率の再調査について 

【53】 今後，実際の搬出率の再調査が必要となった場合，対応可能なものを選択下さい(複数回答

可) 

a. 再調査には対応できない（又は以下の選択肢は全て現行で対応済み） 

b. 災害発生から 2 年後に搬出率を再調査することも可能 

c. 災害発生から 3 年後に搬出率を再調査することも可能 

d. 災害発生から 4 年後に搬出率を再調査することも可能 

e. 災害発生から 5 年後に搬出率を再調査することも可能 

（b~e を選択するにあたっては，技術的な視点で対応可能かどうかをお答え下さい） 

 

 

 

4. 激甚な気象災発生時の上記 3 つの調査以外の森林の被害調査についてお答え下さい 

【54】 貴都道府県において，激甚な気象災時に森林被害状況を把握するための調査が上記 3 つ以

外に存在する場合は，その調査項目を以下の選択肢からご選択下さい（複数回答可） 

a. 上記 3 つの調査以外には存在しない 

b. 被害面積 

c. 位置情報 

d. 被害材積 

e. 被害率（被害木本数／罹災前生立木数） 

f. 被害額 

g. 被害木のうち搬出（利用）される見込の量（利用見込材積や搬出率に相当） 

h. 被害木のうち実際，搬出（利用）された量 

 

問は以上です。ご協力大変ありがとうございました。 
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ご回答者様情報

送付先は下記のいずれかをお選び下さい。宛名は国際緑化推進センター柴崎として下さい

E-mail：
FAX：
住所： 郵送

提出締切日：2012年2月15日（水）

回答の方法

a 気象災の原因（風害，水害，雪害） 害

b 発生年 年

c 合計被害面積 ha
a 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握

b 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

c 「森林国営保険損害発生報告」対象外は別途調査し把握

ご回答者様所属部署1

ご回答者様所属部署2

ご回答者様所属部署3

ご回答者様氏名1

都道府県名

TEL：ご連絡先1

ご回答者様氏名2
ご連絡先2 TEL：

ご回答者様氏名3

1.「森林被害報告年報」のための森林被害調査

2.「森林国営保険損害発生報告」のための森林被害調査

3.「激甚災害に係る被害報告」のための森林被害調査
E-mail：

E-mail：ご連絡先3 TEL：
各調査で担当部署がそれぞれ異なる場合は，各担当部署で回答していただき，本回答票にまとめて提出していただければ幸いで

質問票の各問に該当する選択肢の　　　　　にチェック（等で）して下さい。記入が必要な回答については，　　　　　にご記入下さ
い。回答の補足（選択肢以外の回答，回答した理由等）がありましたら，各回答右欄に設けた　　　　　　にご記入下さい

kazuki@jifpro.or.jp (回答票のエクセルファイルはご要望があればメールにて送付致します)

森林被害の調査・報告体制に関するアンケート回答票

0．貴都道府県における森林被害全般についてお答え下さい
【１】

【2】
現行

0.1

0.2

〒112－0004　東京都文京区後楽1-7-12 林友ビル３F
03-5689-3450

E-mail：

c 「森林国営保険損害発生報告」対象外は別途調査し把握

d 「激甚災害に係る被害報告」対象外は別途調査し把握

e 民有林内全ての被害区域において別途調査し把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 「森林国営保険損害発生報告」対象外は別途調査可能

c 「激甚災害に係る被害報告」対象外は別途調査可能

d 民有林内全ての被害区域において別途調査可能

a 森林組合

b 森林組合連合会（県森連）

c 都道府県の出先機関

d 市町村

a 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握

b 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

c 目測により把握

d コンパス測量により把握

e GPSにより把握

f 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b コンパス測量により把握可能

c GPSにより把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

a 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握

b 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

c 地名により把握

d 図面により把握

e 緯度・経度により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 図面により把握可能

c 緯度・経度により把握可能

【7】
現行

【8】
今後

【6】
今後

【4】

【5】
現行

1．「森林被害報告年報」のための森林被害調査についてお答え下さい
1.1

1.3

1.2

【3】
今後

財団法人 国際緑化推進センター
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a 森林簿へ反映なし

b 一部森林簿へ反映

c 全て森林簿へ反映

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 一部，森林簿へ反映可能

c 全て，森林簿へ反映可能

【11】
【12】

a 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握

b 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

c 森林簿情報により把握

d 標準地調査により把握

e 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 森林簿情報により把握可能

c 標準地調査により把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

a 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握

b 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

c 標準地調査・平均蓄積により把握

d 標準地調査・実測により把握

e 森林簿情報により把握

f 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 標準地調査・実測により把握可能

c 森林簿情報により把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

【17】
【18】

a 把握していない

b 「森林国営保険損害発生報告」調査結果により把握
「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

標準地調査の抽出率（現行）
標準地調査の抽出率（今後）

【9】
現行

【10】
今後

【13】
現行

【14】
今後

1.4

1.5

1.6

1.7 【15】
現行

【16】
今後

【19】
現行

1.8

1.9

%以上

%以上

被害材積の把握対象（現行）
被害材積の把握対象（今後）

年生以上

年生以上

c 「激甚災害に係る被害報告」調査結果により把握

d 「森林国営保険損害発生報告」と同様方法により把握

e 空中写真又は衛星写により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 森林簿情報もより把握可能

c 「森林国営保険損害発生報告」と同様の方法により把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

【21】
【22】

a 森林組合

b 森林組合連合会（県森連）

c 都道府県の出先機関

d 市町村

2.2 【24】 ha 年時点

a 目測により把握

b コンパス測量により把握

c GPSにより把握

d 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b コンパス測量により把握可能

c GPSにより把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

a 地名により把握

b 図面により把握

c 経度・緯度により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 図面により把握可能

c 経度・緯度により把握可能

利用見込材積の把握対象（今後） 年生以上
1.10

2．「森林国営保険損害発生報告」にための森林被害調査についてお答え下さい

利用見込材積の把握対象（現行） 年生以上

【25】
現行

【26】
今後

【27】
現行

【28】
今後

森林国営保険に加入している森林の面積

【20】
今後

【23】

2.3

2.4

2.1
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a 森林簿へ反映なし

b 一部森林簿へ反映

c 全て森林簿へ反映

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 一部，森林簿へ反映可能

c 全て，森林簿へ反映可能

【31】
【32】

a 平均蓄積により把握

b 実測により把握

c 森林簿情報により把握

d 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 実測により把握可能

c 森林簿情報により把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

【35】
【36】

2.9 【37】

a 森林組合

b 森林組合連合会（県森連）

c 都道府県の出先機関

d 市町村
ha
ha
ha

a 図面により把握

b コンパスにより把握

c GPSにより把握

d 空中写真又は衛星画像により把握
現行のみ対応 又は現行で対応済み

都道府県有人工林かつ森林施業計画の対象の森林（森林③）

利用見込材積の把握対象（今後）

3．「激甚災害に係る被害報告」にための森林被害調査についてお答え下さい

民有人工林かつ制限林（森林①）

【29】
現行

標準地調査の抽出率（現行）
標準地調査の抽出率（今後）

【30】
今後

【33】
現行

【34】
今後

【38】

【40】
現行

【41】

民有人工林かつ森林施業計画対象の森林（森林②）

3.3

3.2

2.7

3.1

2.5

2.6

【39】

年生以上

年生以上

%以上

%以上

被害材積の把握対象の林齢（現行）
被害材積の把握対象の林齢（今後）

2.8 年生以上

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b コンパスにより把握可能

c GPSにより把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 経度・緯度で把握可能

a 森林簿へ反映なし

b 一部森林簿へ反映

c 全て森林簿へ反映

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 一部，森林簿へ反映可能

c 全て，森林簿へ反映可能

【45】
【46】

a 標準地調査により把握

b 森林簿情報により把握

c 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 標準地調査により把握可能

c 森林簿情報によって把握可能

d 空中写真又は衛星画像により把握可能

標準地調査の抽出率（現行）

【41】
今後

【42】
今後
【43】
現行

【44】
今後

【47】
現行

【48】
今後

標準地調査の抽出率（今後）

3.7

3.6

3.4

3.5

%以上

%以上
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a 標準地調査実施せずに，目測で把握

b 標準地調査実施し，目測で把握

c 「森林国営保険損害発生報告」と同様の方法で把握

d 森林簿情報で把握

e 空中写真又は衛星画像により把握

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 標準地調査実施し，目測で把握可能

c 「森林国営保険損害発生報告」と同様の方法で把握可能

d 森林簿情報で把握可能

e 空中写真又は衛星画像により把握可能

a 搬出率は調査されていない

b 標準地調査を実施し，目測により調査

c 利用見込材積を把握する際に調査

d 森林簿情報により調査

e 空中写真又は衛星画像により調査

a 現行のみ対応，又は現行で対応済み

b 利用見込材積を把握する際に調査可能

c 森林簿情報により調査可能

d 空中写真又は衛星画像により調査可能

a 再調査には対応できない（又は，現行で対応済み）

b 2年後に再調査可能

c 3年後に再調査可能

d 4年後に再調査可能

e 5年後に再調査可能

a 上記3つ以外には存在しない
b 被害面積

c 位置情報

d 被害材積

e 被害率（被害木本数／罹災前生立木本数）

f 被害額
被害木のうち 搬出（利用）される見込みの量

【52】
今後

4.1 【54】

3.10 【53】
今後

４．激甚な気象災発生時の上記3つの調査以外の被害調査についてお答え下さい

【50】
今後

【51】
現行

3.8

3.9

【49】
現行

g 被害木のうち，搬出（利用）される見込みの量

h 被害木のうち，実際，搬出（利用）された量
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