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4. 想定された森林吸収量算定・計上方法を我が国に適用した場合の特徴整理 

4.1. シミュレーションの方法論と位置づけ 

前章で想定した方法論に基づき、将来の森林吸収量についてシミュレーションを行った。

シミュレーションは大きく二つの要素を組み合わせるものとしている。第一に将来の伐採量

や造林面積といった森林・林業政策を幾つかのシナリオを基に変化させるものである。 

第二に算定・計上方法のオプションを適用させるものであり、例えば土地ベースの考え方

に基づくオプションと活動ベースの考え方に基づくオプションなどが例示できる。これら二

つの視点を組み合わせ、2050年までの試算を行った。 

なお、ここで適用したシミュレーションは全国規模の推定を行い算定・計上方法ごとの傾

向やそれらの比較を行うなど、マクロ的な評価のためのものであり、精緻な将来推計値を得

るためのものでは無い。そのため試算の前提として枯死木・リター・土壌の３プールについ

ては、簡易的に取り扱うこととするなど幾つかの前提条件を設定していることに留意する必

要がある。 

 

4.2. シナリオの考え方 

将来予測は、前提となる施策によって大きく異なる。そのため、森林分野の吸排出量に関

係する３つの施策シナリオを用いた。ここで、将来予測に大きく影響する因子として、主伐

面積に注目し、シナリオを作成した。 

 

表 4.1 将来予測のための施策シナリオ 

シナリオ 特性 

現状シナリオ 我が国の現状を反映させたシナリオであり、消極的な伐採計画と位置づけ

られる 

緩伐採増加シナリオ 現状シナリオに対し、様々な伐採促進政策を投下したものであり、緩やか

な伐採促進計画と考えられる 

木材積極利用シナリオ 高い木材利用率を達成するために、現状よりも伐採量を急増させるシナリ

オであり、森林・林業基本計画で定めた計画量等を参考値としている。 

 

4.2.1. 現状シナリオ 

「現状シナリオ」は現状の施策を延長するシナリオである。 

具体的には、将来の齢級構成が高齢化しても主伐面積が近年の実績値と変わらずに、森林の

高齢化が継続し、生産量の増加はわずかであるとした。人工造林面積はこれに連動したもの

と想定した。 

 

4.2.2. 緩伐採増加シナリオ 

「緩伐採増加シナリオ」は緩やかに林業・木材利用を進めるシナリオである。 
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既存人工林の伐採齢級を分散させながら、最終的には 200年生までにフル活用することを想

定して、80年生までに約２割、100年生までに 1/3 程度を皆伐するような伐採計画とした。

これにより生産量は 2050年までには初期の 2倍以上に増加すると仮定している。 

 

4.2.3. 木材積極利用シナリオ 

「木材積極利用シナリオ」は森林・林業基本計画に示されているような積極的な林業生産

とともに、積極的な木材利用を行うシナリオである。 

平成 23年７月に策定された森林・林業基本計画および平成 26年４月から平成 41年３月

までの全国森林計画を参照しながら作成した。 

 

4.3. シミュレーションに用いたオプション 

ここで言うオプションとは、算定・計上方法に関する複数の方法論を意味している。方法

論の大きな考え方の選択肢として土地ベース方式とするか活動ベース方式とするかという

ことが言える。更に活動ベースではＦＭ率を適用することとなるが、その際の人為的追加性

の基準年を現行の 1990年から 2005年に変更することが選択肢として考えられる。このよう

な選択肢をオプションとして扱い、先に述べたシナリオと組み合わせて試算を行うこととし

た。オプションの組合せを階層的に示したものが図 4.1である。 

 

オプションの要素は次のように整理できる。 

 活動ベースか土地ベースか 

 ＦＭの人為的追加性の基準年を 1990年とするか 2005年とするか 

 ＦＭ率を現行の固定値とするかモデルを用いた将来予測値とするか 

 参照レベルを適用する場合、参照期間を 1990 年～2010 年とするか、2005 年～2010

年とするか 

 参照レベルを適用する場合、将来予測の外挿を平均モデルとするか線形モデルとする

か 
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算定・計上方法のオプション

活動ベース 土地ベース（参照レベル）

人為性基準年
（1990年）

人為性基準年
（2005年）

FM率固定 FM率増加予測 FM率増加予測FM率固定

参照期間
（1990～
2010）

参照期間
（2005～
2010）

外挿法
（平均）

外挿法
（モデル）

外挿法
（平均）

外挿法
（モデル）

 

図 4.1 シミュレーションに用いたオプションの組合せ 

 

4.4. シミュレーションの結果 

4.4.1. 伐採量の推定 

シミュレーションには３つのシナリオを適用しているが、最も影響を与える変数は伐採量

（≒木材利用量）である。現状シナリオは文字通り現在の伐採量が将来にわたって推移する

というものである。また緩伐採増加シナリオは木材利用及び伐採を促進する政策を投下した

場合に、現状よりもやや伐採がすすみ木材利用が促進されるとしたケースである。 

緩伐採増加シナリオにおける伐採量の推定には既存の研究成果20で得られた民有林・都道

府県別・３主要樹種別・齢級別の主伐面積を基本データとして用いた。 

このデータは面積単位で試算されていることから、吸収量として評価するためには材積及

び炭素量に換算する必要がある。そのために国家森林データベースに格納されている各都道

府県の森林簿データの蓄積情報を用いて、収穫予想表を作成した。 

このデータをもとに先に試算された伐採面積を伐採材積に変換し、総蓄積の変化を評価す

ることとした。なお、我が国におけるＫＰ報告の森林吸収量算定は、地域別に調製された新

収穫予想表を用いている。このことから本事業で実施している試算と異なる収穫予想表を用

いており、当然のことながら試算値は全く異なる結果を与える。 

 

4.4.2. 主要三樹種以外の伐採量推定方法 

上記の伐採データはスギ・ヒノキ・アカマツの主要３樹種しか推定されていないため、そ

れ以外の樹種については何らかの方法で推定する必要がある。 

そこで森林・林業統計要覧の素材生産量をパラメータとした推計方法を適用した。 

                                                   

20気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト（農林水産技術会議） 森林及び林

業分野における温暖化緩和技術の開発 (森林緩和技術系) 
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例えば広葉樹の伐採率を求める場合は、 

先の研究成果のうちスギの伐採率をＡとした場合、林業・森林統計要覧のスギの素材生産

量を a1とし、国家森林資源データベースにおける森林簿のスギの総材積を a2とした場合ス

ギの伐採率 aは a1/a2 によって得られる。 

a＝(a1/a2) 

次に林業・森林統計要覧の広葉樹の素材生産量を b1とし、国家森林資源データベースに

おける広葉樹の総材積を b2とした場合、広葉樹の伐採率 bは b1/b2によって得られる。 

 b＝(b1/b2) 

更に広葉樹のスギに対する伐採率の差を Xとし、以下の式で広葉樹の伐採率を推定する。 

 b＝a*X 

これを Xについて解くと X＝(b1/b2)/(a1/a2) 

以上のパラメータを乗算し広葉樹の伐採率 Bを試算した。 

Ｂ＝A*X 

 

実際のデータを用いて北海道の広葉樹の伐採率の求め方を示す。 

 

表 4.2 北海道の素材生産量 

 

都道府県 

 

総 数 

針            葉            樹 広葉樹 

計 すぎ ひのき あかまつ 

くろまつ 

からまつ えぞまつ 

とどまつ 

その他 

北海道 3,437  2,885  64  0  0  1,844  953  24  552  

出典：森林・林業統計要覧 

表 4.3 北海道の樹種別総材積 

県 スギ ヒノキ カラマツ その他針 広葉樹 

北海道 7,544,835 0 81,080,518 4,692,214 144,719,795 

出典：国家 DBを用いた集計値 

 

上記のデータから、a1、a2、b1、b2は以下のようになる。 

a1＝64、a2＝7,544,835、b1＝552、b2＝144,719,795 

伐採率の差＝Xは以下の通りである。 

X＝(b1/b2)/(a1/a2)＝(552/144719795)/(64/7544835)＝0.449656537 

つまり北海道における広葉樹の伐採率はスギの半分程度となる。 

この率をスギについて推計された伐採率に乗算し、広葉樹の伐採率を得る。 

Ｂ(広葉樹)＝Ａ(スギ)*X＝Ａ(スギ)*0.44965 
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4.4.3. 人為的追加性基準年の変更 

活動ベースのアプローチを選択した場合のオプションとしてＫＰのルール変更に関連す

る選択肢が挙げられる。その一つが人為的追加性の基準年を変更する案である。現状ルール

では 1990年を基準年（正確には 1989年 12月 31日以降）として、それ以降に人為的に行わ

れたＦＭ活動を要件とし、これに該当する森林から得られた吸収量を排出削減量として計上

して良いとされている。この基準年を 2005年などに変更するオプションが提案できる。 

 このことにより現在ＫＰ下で報告しているＦＭ率は下がることが確実であり、同時に森林

吸収量も少なく計上されることとなる。追加性基準年の変更の議論は、次期枠組が開始され

る 2020年から 30年も前に遡って追加性を認めることが、地球温暖化の緩和策として妥当で

あるかという視点に立ったものである。つまり 30年前に人為的に追加して行われたＦＭ活

動を以てして今なお緩和効果を認めるかという議論であり、適切な森林管理とそこから得ら

れる吸収量を計上するためには、適時適切な人為的追加措置が必要という理解のもと基準年

の変更を提案することが可能と考える。 

実際に追加性基準年の変更をＦＭ率の計算に適用するための作業としては、ＦＭ調査で得

られているデータを再分析しなおす必要がある。具体的には現地調査で測定された伐根の年

輪情報から伐採年を推定したり、施業履歴から当該施業実施年を判断したりしているが、こ

れらの情報をもとに 2005年以降の施業のみを追加的施業として整理することとなる。 

この作業を実際に行った結果、現地調査によるＦＭ実施箇所の判定には伐根の確認だけで

なく、除伐や被害木処理など様々な森林施業を証跡としていることが明らかとなった。  

これらの証跡については実施年次を特定することが極めて難しく、1990年を基準年とし

て整理された情報について、追加的基準年を変更して整理しなおすことが実作業として困難

であった。このことから現在得られているＦＭ率調査のデータをそのまま利用する方法では

人為的追加性の基準年を変更してＦＭ率を試算することができないとの結論に至った。 

今後は伐根以外の施業痕跡について実施年次を推定する方法を開発することで、追加性基

準年の変更に対応したＦＭ率を算定することが可能となる。 

 

4.4.4. 試算の結果 

 民有林全体の吸収量動向 

将来予測は、長期的な動態を観測するために 2050年まで試算した。なお、国有林につい

ては十分な既存データが得られなかったことから、民有林についてのみシナリオ別の将来試

算を行った。 
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図 4.2 民有林における 2050年までのシナリオ別森林吸収量の動向（単位：Ct） 

 

青実線が木材積極利用シナリオである。利用のための伐採量を急増させるため初期期間に大

きな吸収量の減少が見られる。一方、緑実線は現状シナリオであり一定の吸収量を保ちなが

ら齢級構成の高齢級化とともに吸収量が減少していく。ここで着目すべき点は上記二つのシ

ナリオを比較すると、2030 年までは初期値と同じような吸収量の差を保ったまま推移して

いるが、それ以降になると木材積極利用シナリオが現状シナリオの吸収量に近似するような

挙動を示す。これは、木材積極シナリオは期間初期段階の伐採量が増大するものの、その箇

所を再造林することからこれらの林分が旺盛な成長期に入り大きな吸収量をもたらすため

であると考えられる。しかしながら現状の再造林率は 100％とは言えず、このことを実現す

るためには再造林率を極めて高く保つ必要がある。 

 緩伐採促進シナリオでは伐採量を増やすものの再造林面積が木材積極シナリオほど増大

しないため、再造林による吸収量の獲得効果は低い。そのため 2033年付近を境に森林によ

る吸排出量が排出側にまわる可能性を示唆している。 

 

 参照レベルの変更 

2020年以降の次期枠組では全ての国の参加が計画されており、途上国もこれに加わるこ

ととなる。一方途上国では森林減少・森林劣化抑制、森林蓄積増加などの活動を対象とした
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ＲＥＤＤプラスの取組が加速しており、このことが次期枠組の一部として組み込まれる可能

性は高いと考えられる。ＲＥＤＤプラスのスキームのうち参照レベルの開発は重要な要素と

して取り扱われている。参照レベルの設定は様々な方法があるが、複数時点から得られる過

去のトレンドを将来に外挿する方法が多くの途上国で適用されている。 

そこで我が国がこれまでに報告してきた吸収量データを外挿することにより将来の吸収

量を試算した。なお過去データの利用については 1990年から 2012年を参照期間とするケー

スと 2005年から 2012 年を参照期間とする二つのケースを適用した。 

 

 

図 4.3 1990年から 2012年を参照期間として線形モデルで作成した参照レベル（単位：千 Ct） 

 

過去の全森林の吸収量は 1990年から上昇を続けたが、2003 年付近から減少傾向にある。

これは主に、我が国の森林資源構成が、成長旺盛な若齢～壮齢林から成長が鈍化する壮齢～

老齢林に移行していることに起因している。このデータを用いて一次線形モデルで外挿する

と上図のような結果を得る。 

2030年までにおいて 2千万炭素トンを超える吸収量が予想されているが、1990年から

2003年までの安定した吸収量の増加を加味しているためであり、2005年以降の吸収量減少

傾向からややかけ離れた将来予測の結果と言える。 

次に参照期間を 2005 年から 2012年として同じく一次線形モデルを適用した場合、下図の

ような将来予測を得る。 
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図 4.4 2005年から 2012年を参照期間として線形モデルで作成した参照レベル（単位：千 Ct） 

 

直近の木材利用促進と齢級構成の高齢級化が影響する吸収量の減少傾向を反映し、将来的

にも右肩下がりの吸収量減少を予測することができる。先に示した 1990年を期首とする参

照レベルと比較すると 2030年時点で半分の吸収量となっている。このことから参照期間の

違いによって将来予測値は大きく異なり、参照レベルに大きな影響を及ぼすことが明らかで

ある。 

参照レベルを適切に設定し、過剰若しくは過小な森林吸収量の計算を回避するためには、

森林資源現況の見通しや直近の伐採傾向などを十分に加味した参照期間を適用することが

必要とされる。 

一方で第２章に示した海外調査の結果から、先進国では木材製品の利用促進やバイオマス

エネルギー利用の促進など将来の政策を加味した参照レベルを設定しているケースが散見

された。つまり、我が国が今後参照レベルを設定する必要に迫られた場合、上記で検討した

ような過去トレンドの単純な外挿という方法ではなく、これに将来の政策投下によって見込

まれる伐採量を加味した参照レベルを設定することも検討すべきであるということを意味

している。 

 

4.5. シミュレーションの課題 

成熟期を迎える我が国の森林資源は、保育の段階から利用の段階に大きく転換しようとし

ている。そのことを裏付けるように我が国の国産材率は近年上昇傾向にある。この趨勢は伐

採活動が活発化されることを意味し、森林吸収量を獲得するという方向性にマイナスの影響
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を及ぼすと一般的には理解されている。しかしながら今回の試算で明らかとなったように短

期的には排出源となるものの、確実な再造林などを通じて中長期的には多くの吸収量を獲得

することとなる。特に従来のスギに比べ、成長速度が約２倍で花粉を半減させた新品種「 エ

リートツリー」などの導入を図れば更なる吸収量の増大も可能であろう。 

また伐採活動は短期的に排出源となるものの、木材製品として利用してＨＷＰの範疇として

炭素固定量を評価することや木材利用を通じた化石エネルギー代替効果の評価により、一定

程度の排出量カバーができることも最近の研究成果から明らかとなっている。 

このような状況を勘案すると、シミュレーションの更なる改良には次の点に留意すべきであ

る。 

 短期的予測・評価と中長期的予測・評価を切り分けられるようなモデルとする 

 ＨＷＰによる炭素固定量を加味したシミュレーションを行い、立木状態による炭素吸収

量とのバランスが検討できるようなモデルとする 

 政策投下のシナリオを加味した参照レベルが描けるようなモデルとする 

 

4.6. 想定された森林吸収量算定・計上方法の特徴整理 

データ不足などの影響もあり、様々なケースに基づく試算を行うことができなかっため、

算定・計上方法の特徴整理は活動ベースと土地ベースに分けた整理としている。 

 

表 4.4 想定された森林吸収量算定・計上方法の特徴 

算定・計上のオプション 政策インセンティブ

との親和性 

算定手法の 

容易性 

KP１との 

一貫性 

他国との比較 

活動ベース FMの追加性基準年 

オプション１；1990

年とする 

オプション２；2005

年とする  

 

 

間伐等の保育に加

え、伐採及び再造林

に関連するインセン

ティブが必要。 

FM 率を推定する

必要があり、サン

プリング調査を

継続する必要が

ある。一方、算定

方法の改善余地

がある 

算定方法が基

本的に同じで

あり、一貫性

は高い。 

 

活動ベースを選択

し、かつ狭義の解

釈を採用している

国が少ない。 

土地ベース 参照期間について 

オプション１；1990

年を期首年とする 

オプション２；2005

年を期首年とする 

働き難いが、政策を

取り込んだ参照レベ

ルを設定することで

実現可能。 

これまでに採用

した手法と異な

るため、課題の点

検が必要、 

条約ベースで

報告している

体制・情報で

おおよそ対応

可能。 

海外調査から土地

ベースかつ参照レ

ベルを導入する意

向を持つ国があ

る。 

 

  



82 

 

 

5. まとめ 

次期枠組における我が国の森林吸収量の算定計上をどのように行うべきかという課題に

対して、はじめに海外調査による諸外国の現状を整理し、このことを念頭に置きながら我が

国の森林資源の状況や政策、これまでのＫＰ報告の取組などを踏まえ想定される方法論や課

題を示した。更に、想定された方法論に基づき簡易なシミュレーションを行い、短期的な動

向と中長期的な動向の違いを明らかにした。 

以下にその概要を示す。 

 

 画一的な算定・計上手法は定めず、各国が基準年・期間などを含めた算定手法を提出し、

それに対して気候変動条約事務局がモニタリングを行うという、プレッジ・アンド・レ

ビュー方式を取る可能性が高い 

 

 そのことから土地利用ベースと活動ベースという二極論ではなく、現在の我が国の報告

方法をアプローチの主軸として据えつつ必要な対応措置をとることが適切 

 

 土地利用ベースでは政策的インセンティブが働き難いが、将来政策を加味した参照レベ

ルの設定やＨＷＰも含めた評価により、政策的インセンティブとの親和性を高めること

ができる 

 

 現在の算定手法は頑健であるものの、リモートセンシングや他の調査・データを用いた

現行の算定方法の補完や精度向上の可能性が残されている 

 

 積極的木材利用シナリオであっても、2050 年などの中・長期的視点に立つと、現状シ

ナリオと同じような吸収量となる傾向にある。つまり積極的木材利用によりＨＷＰとし

ての貯留を促進しつつ、確実な再造林を通じた旺盛な森林吸収量を期待することが重要

となる。 

  




