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（1）ノルウェー 

概要 

・国土面積32.4Mha, 森林面積12.1Mha（国土面積の37.4％、1990年比0.6%減） 

・主要樹種はノルウェーとうひ・スコッチパイン・カバノキ 

・木材・丸太は長年に渡って重要な輸出品 

・過去80年間、年間伐採量は約10Mm3で安定（年間炭素蓄積量25Mm3） 

・1955-92年の約1億本/年の植林により炭素蓄積量が継続的に増加（現在は約2000万本/年） 

NFI 

・1919年にNFI開始、最新NFIは2010-14年に実施（10回目） 

・5年サイクル固定プロット測定はNFI(1986-93年)で導入、NFI(1994-98年)から完全実施 

・NFI(2005-10年)から、山岳地帯及び北部地方含む全国土のプロット測定を実施 

・プロット間隔：3×3kmグリッド（山岳地帯：3×9km/9×9km）、プロット数：22,008 

・プロット形状は円形（250m2)、DBH50mm以上の毎木調査、10本/プロットの標高計測 

・毎年全プロットの1/5を測定、毎年の測定プロットを毎年の測定データが国土を代表するよ

うに配置 

   

  
活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 樹冠被覆率10%以上、樹高5m

以上、面積0.1ha以上、幅4m以上 

[サブカテゴリー]  

①排水された有機土壌（0.24Mha） 

②NFI対象森林（11.80Mha） 

・転用のない森林における炭素蓄積増加量：

30.2Mt-CO2（生体バイオマス：24.5Mt-CO2） 

 ※1990年比2.38倍 

バック 

データ 

・NFI、各種統計（園芸、耕作、施肥、土壌

排水、火災等）、地図データ 

・航空写真（5年毎に全国土を撮影） 

・NFI（DBH、樹高、樹種、倒木等） 

・伐採統計（Statistics Norway） 

方法論 
・IPCCガイドライン（2006）アプローチ2 ・ストックチェンジ法(Tier 3) 

・単木アロメトリ回帰モデル(主要3樹種)を使用 

計算 

手順 

①プロット上の土地利用クラス比率を計測 

②各プロットが代表する面積を算定 

③①×②より土地利用別面積を算定 

④直線内挿・外挿法により、各年測定分の

面積を算定、5年間の合計より全国土の土地

利用面積を算定 

①NFIデータ及びモデルを用いて、プロット毎の

枝、葉、樹皮、根株、根のバイオマス量を算定 

②ha当たりの平均年間バイオマス変化量を算定 

③国土全体レベルに拡張 

④伐採統計との整合性を確認、5年間の合計によ

り炭素蓄積変化量(バイオマス量×0.5)を算定 

不確実

性 

・標準偏差：<2%（専門家判断に基づく） ・モンテカルロ法による95％信頼区間：+15%, 

-13%（専門家判断に基づく） 

時系列

一貫性 

・NFI現行版開始サイクル（1994-98年）以降、継続して同じ手法でNFIを実施 

  

  
排出係数 

枯死木・リター・鉱質土壌 有機質土壌 

特徴 ・炭素蓄積増加量：7.3Mt-CO2(DOM)、0.14Mt-CO2(鉱質土壌) ・炭素排出量1.7Mt-CO2 

バック 

データ 

・NFI（2000-04、2005-09）データ 

・気象データ(温度、降雨量) 

・排水面積の統計データ  

方法論 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・バイオマスモデルにより樹種別にDOMへの移行量を算定 

・動的土壌モデルYasso07によりDOM・鉱質土壌を同一カテゴリー

として化学的特性別の5プールを仮定し、プロット毎の炭素蓄積量

を算定 

・ストックチェンジ法

（Tier 2） 

・排水が実施された有機

質土壌のみを対象 

実施 

手順 

①NFIデータからリターの投入量をサイズ別に算定（1960年以降） 

②樹種別にバイオマスコンポーネント量（樹幹、根、葉、枝、樹

皮等）およびDOMへの移行率を算定。下層植生の移行率を算定 

③土壌への炭素投入量(化学的特性, 木質リターの直径)、気候デ

ータを元に、Yasso07シミュレーションにより全土壌炭素量を算定 

④humusの変化量を鉱質土壌に割り当て（それ以外はDOM） 

・排出係数（1.9MgC/ha/y）

を使用 
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不確実性 
・モンテカルロ法による95％信頼区間：+49%, -19% (DOM), +24%, 

-25% (Soil) 

・95％信頼区間：-103%, 

+100% 

     

  
ＨＷＰ 

活動データ・排出係数 

特徴 

・NIRにおいてはデフォルト法（伐採後即時排出）で算定（CRFでは未報告） 

・プロダクション法を用いた算定結果もNIRに掲載（炭素蓄積増加量：0.83Mt-CO2） 

・2003年以外はすべて蓄積量が増加（2011年以降の増加は主に丸太輸出の増加による） 

バック 

データ 

・伐採量データ 

・丸太・木材チップの生産量、輸出入量の統計データ（FAO統計データベース、1960年～） 

方法論 
・Tier 1（プロダクション法を使用、2010年と2011年の報告ではストックチェンジ法を使用） 

・1961年まで遡って、ＨＷＰの3.3%がD活動に由来すると仮定 

計算 

手順 

・製品寿命（製材品35年他）、変換係数（製材品0.198t-C/m3他）、ＨＷＰ消費量増加率（1961

年前は0.90%/年）等にIPCCデフォルト値を用いて、一次減衰法により算定 

不確実性 ・最大の不確実性要因は製品寿命（約50%） 

    

  
ＫＰ 

ARD活動 FM活動 

特徴 
・AR活動面積：53.9kha、炭素蓄積増加量：0.57Mt-CO2 

・D活動面積：129.9kha、炭素排出量：2.57Mt-CO2 

・FM活動面積：12.05Mha、炭素蓄

積増加量：30.20Mt-CO2 

対象地

把握方

法 

・活動量は、条約下での報告データをほぼそのまま利用 

・1986年以降、プロット内の20％以上の面積で土地利用転

用があった場合を転用と定義 

・AR活動：農地・草地・開発地から森林への人為的転用 

・D活動：森林から農地・草地・湿地・開発地への人為的

転用 

・転用のない森林をすべて対象 

・湿地及びその他の土地からの森

林への人為的でない転用も対象 

方法論 

[生体バイオマス（AGB, BGB）：Tier 3] 

・算定方法は条約下報告と同じ（別に算定を実施） 

[枯死木、リター、土壌：Tier 2] 

・土地利用転用別の蓄積変化率の値を用いて算定 

・枯死木の10％が20年間に渡って蓄積すると仮定 

・リターは20年間で0から平均値まで蓄積すると仮定 

・D活動では、平均的な森林（5Mg-C/ha）を仮定し、DOM

とリターは20年間で分解すると仮定 

[生体バイオマス（AGB, BGB）：

Tier 3] 

・AR活動と同方法で算定 

[枯死木、リター、土壌：Tier 3] 

・動的分解モデルYasso07を使用 
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（2）フィンランド 

概要 

・森林面積：22.0Mha（転用のない森林：21.9Mha）、有機質土壌：6.0Mha 

・主要樹種4種（スコッチパイン、ノルウェイとうひ等）で蓄積増加量の95%を占める。 

・地上植生の75％以上が泥炭地植生である。 

NFI 

・NFI10(2004-08年)より5年毎、最新データ：NFI11(2009-13年)、9～14プロット/クラスタ、

プロット間隔：250-300m、暫定：固定＝3：1、クラスタ間隔：3-9km（6つの地域で異なる）、 

・プロット数：81,249（NFI9、森林部分は67,264）、毎年、1/5のプロットを計測 

・ビッターリッヒ法によるプロット測定、カウント木の測定：樹種、胸高直径、品質クラス、

樹冠クラス、サンプル木の測定（7本毎）：樹高、6m直径、樹皮厚、直径・高さ増加量 

・航空写真・衛星画像の活用による土地利用変化の検出（NFI8(1986-94)以降） 

 
   

  活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 樹冠被覆率

10％以上、樹高5m以上、面

積0.25ha(北部0.5ha)以上、

幅20m以上 

［サブカテゴリー］なし 

・転用のない森林における炭素蓄積変化量：38.44Mt-CO2 

・生体バイオマスにおける炭素蓄積変化量：38.34Mt-CO2 

バック 

データ 

・NFI10, NFI11 

・航空・衛星写真 

・NFI8-11（DBH・樹高：同一木の年間増加量、樹齢等） 

・伐採統計、NFIプロット計測結果 (3000点、1985/95、放置

木・残材等) 

方法論 

・プロット中心点数の土地

利用比率より算定 

 

・ゲイン・ロス法(Tier 2/3) ※Tier 2かTier 3か明記なし 

・前後2年分の測定データの5年間移動平均値を使用 

・炭素蓄積量：樹種(3分類)、土壌(鉱質/有機)、地域(南/北)

別にバイオマス換算拡大係数を用いて炭素蓄積量を算定 

・炭素減少量：伐採量と回復不可能な自然ロスの総計 

計算 

手順 

①各土地利用区分に該当す

るプロット中心点数の全プ

ロットの比率を算定 

②地域別に①に該当する面

積を掛け、国土全体に拡大 

③前後2年分の測定データ

による5年間加重移動平均

により各年の面積を把握 

[炭素蓄積量] ①モデル計算によりサンプル木とカウント木

の材積を算定 ②ha当たりの平均材積を算定し、面積を掛け

て全材積を算定 ③バイオマス拡張係数を用いてバイオマス

量を算定 

[炭素減少量] ①伐採（商用/非商用）、放置木・残材、枯死

木のha当たりの平均材積を樹種別に算定 ②①に鉱質/有機質

土壌別・間伐/主伐別面積を掛けて減少量を算定 

[年間蓄積変化量] 炭素蓄積量から炭素減少量を差し引いて

炭素蓄積変化量を算定し、国土全体に拡大 

不確実性 
記載なし サンプリング 14.8%、モデル 4.7%、合計 15.9% 

（転用のない森林の炭素蓄積変化量：34.6%） 

時系列 

一貫性 

同手法で測定されたNFIデータを使用 

 
   

 

排出係数 

枯死木・リター 鉱質土壌 有機質土壌 

特徴 
・炭素蓄積変化：他の算定

に含まれる。 

・鉱質土壌における炭素蓄

積変化量：7.84Mt-CO2 

・有機質土壌における炭素蓄積

変化量：-7.75Mt-CO2 

バック 

データ 

・NFI6(1971-76）他、土壌調査データベース、伐採統計、

リター生成率データ（樹種別,地域別,下草）、気象データ 

・NFI9-10、土壌調査データベー

ス（排水泥炭のみを対象） 

方法論 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・Yasso07モデルとスカンジナビアパラメータセット（25

個）を使用して地域別（南部/北部）に算定 

・ゲイン・ロス法 

・「枯死木変化量＋地下バイオマ

ス投入量－土壌分解量」 

計算 

手順 

①葉・枝・根、下草、伐採木等からリター生成量を算定 

②気象条件を入力し、シミュレーションを実施 

③国土全体での年間蓄積量を算定 

①②左記と同様の方法 

③泥炭地タイプ別分解係数によ

り排出量を算定、全国に拡大 

不確実性 24.10% 150% 
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時系列 

一貫性 

・同手法で測定されたNFIデータと、同じバイオマスモデ

ルとリター生成率データを使用 

・1990年以降、同手法を使用 

 
   

 

ＨＷＰ 

活動データ・排出係数 

特徴 

・1991、2008-12年は炭素排出源（景気後退による建設業での木材製品使用量減少等による） 

・各種建築物の全炭素蓄積量は18.6 Mt-C (2005年)で、戸建て住宅の割合が高い。 

・建築用木材のほとんどが国産品であり、輸出量も多い。伐採木材の約70％が最終的に建築

用に使用される。 

・ＨＷＰ全体に対する紙製品の寄与率は15％程度 

バック 

データ 

・木材製品インベントリデータ（1995年, 2000年, 2005年） 

・各種統計データ（建築物ストック統計、建築・住宅統計、調査会社による木材製品インベ

ントリ等） 

方法論 
・ストックチェンジ法（木材製品と紙製品の合計） 

・木材製品：Tier 3（ストック法とフロー法の組み合わせによる）、紙製品：Tier 1 

計算 

手順 

①木材製品：炭素蓄積量をパラメータとし、製品半減期（10.5年）により算定 

②紙製品：IPCCデフォルト値（半減期2年）を使用して算定 

③年度毎の木材製品と紙製品の炭素蓄積量の合計を算定 

不確実性 ±25%のオーダー （建築物ストック量の不確実性は±11% (2005年)） 

時系列 

一貫性 

1995年, 2000年, 2005年は同手法によるインベントリデータがあるが、改築によって建物の

分類が変わるなどの問題がある。 

    

  ＫＰ 

AR活動 D活動 FM活動 

特徴 

・ARD活動による炭素蓄積変化量：2,351Gg-CO2（排出）

（2012年）（AR活動による吸収量は135Gg-CO2） 

・AR活動面積は減少している。（1990-2012年） 

・D活動面積は2004年まで増加し、それ以降は減少に転じ

ている。森林からSettlementsへの転換が最も大きい。 

・国内の全ての森林を対象（全

て商業的管理・保護の対象で、

火災防止の監視も実施） 

・炭素蓄積変化量：35,596Gg-CO2

（2012年） 

対象地

把握方

法 

・NFI10, NFI11調査データ 

・Land Survey of Finland (航空写真)、Landsatデータ 

・デジタル地図データ、農地登録データ 

方法論 

・森林への転換地を対象地

とし、条約下報告と同方法

で算定 

・森林からの転用地を対象

地とし、条約下報告と同方

法で算定 

・枯死木除去による排出量

はNFI10枯死木調査結果に

基づいて算定 

・転換のない森林をすべてFM対

象地とし条約下報告と同方法で

算定 

・面積0.5ha未満の森林を差し引

く（条約下報告では森林の定義

を0.25ha(南部のみ)以上、ＫＰ

下では0.5ha以上と定義したた

め） 
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（3）オーストリア 

概要 

・国土面積83.9Mha、森林面積4.0Mha (国土面積の48%, 1990年比3%増）、転用のない森林3.9Mha、

森林へ転用された土地0.16Mha（主に草地から転用） 

・森林の炭素蓄積増加量：4.49Mt-CO2 (2012年)、（転用のない森林：2.61Mt-CO2、森林へ転

用された土地：1.89Mt-CO2） 

NFI 

・NFI（1961-70）以降5-10年間隔で実施、NFI（81-90）で全国土のグリッド上の固定プロッ

ト計測システムを整備、最新データはNFI(07-09)、NFI(12-14)はARD活動サイトのみを対象 

・4x4kmグリッド上クラスタ（4プロット構成、200m角に配置、各300m2）、プロット数：約11000 

・プロットは二重同心円構造（半径2.60ｍのエリアでDBH50-104mmの立木を測定、半径9.77ｍ

のエリアでDBH104mm以上の立木をビッターリッヒ法で測定） 

・NFI実施期間に得られたデータは、その中間年のデータとする。 

    

  
活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 樹冠被覆率30%以

上、樹高2m以上、面積0.05ha以上、

幅10m以上 

[サブカテゴリー] 針葉樹林、広

葉樹林、非生産林 

・生体バイオマス炭素蓄積増加量：5.02Mt-CO2（転用のな

い森林：4.31Mt-CO2） 

・天候による成長量変化と木材需要・価格による伐採量変

化により毎年の変動が大きい。（2009年以降は、NFI(07/09)

の平均値を用いて算定したため、おおよそ一定値を示す。） 

バック 

データ 

・NFI (00/02, 07/09, 12/13) 

・航空写真 (土地利用変化確認) 

・NFI（DBH、樹高、上部直径、樹冠率、密度） 

・伐採統計 

方法論 

・NFI中間年の各カテゴリーの面

積をNFI測定プロットにおける土

地利用の比率を基に算定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・炭素蓄積変化量の算定は、生産林に対して実施 

・バイオマスモデルと拡張係数により材積の増減を算定 

計算 

手順 

・転用のない森林面積は、生産林

面積から生産林へ転用された土

地面積を除き、非生産林への転用

後20年を経た土地面積と転用の

ない非生産林の面積を追加して

算定 

・NFI中間年の各年の面積を線形

内挿法により算定 

①NFIデータを基に、材積の増加量を算定 

②バイオマスモデルを用いて、枝、葉、根の材積を樹種別

に算定 

③針葉樹/広葉樹および古い/新しい樹木別の拡張係数を

用いて、地上/地下部の材積を算定 

④針葉樹/広葉樹別の係数により炭素含有量を算定 

不確実性 
・面積の統計エラー：±0.2% 

・モンテカルロ法によるLULUCF分野の不確実性：±152%（1990-2002年平均） 

時系列 

一貫性 

・NFI(1981/85)以降、固定プロットの測定データを基に算定 

    

  
排出係数 

枯死木 リター 鉱質土壌 

特徴 

・DOM炭素蓄積増加量：1.57Mt-CO2（転用のない森林：0.83Mt-CO2、

森林へ転用された土地：0.74Mt-CO2） 

・炭素蓄積増加量：

-2.10Mt-CO2（転用のない

森林：-2.53Mt-CO2） 

※有機質土壌からの排出

なし 

バック 

データ 

・NFIデータ（枯死立木のみ) 

※枯死倒木はリター/土壌プー

ルへの炭素フラックスとする。 

・NFIデータ（リター、枯死根、枯死倒木、伐採残材） 

・森林土壌調査データ：NFIプロット内の529サイト 

・気象データ（温度、降雨量） 

方法論 
・ストックチェンジ法（Tier 3） ・ゲイン・ロス法 

・Yasso07モデルを使用、深さ50cmまでを対象 
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計算 

手順 

・地上バイオマスと同様の針葉

樹/落葉樹別の幹材炭素量変換

係数を用いて算定 

・枯死木における針葉樹/落葉

樹の比率は、生立木の比率に等

しいと仮定 

①NFIデータを基に、プロット毎に、地上/地下バイオマスか

ら土壌への化学的性質別の移行量を算定 

②①を入力値としてシミュレーションを実施し、全リター/

土壌の炭素蓄積量および変化量の時系列データを、木質/非

木質および酸溶解性（ワックス等）・水溶性（糖質等）・エ

タノール溶解性（セルロース等）・不溶解性（リグニン等）

の各成分に分類して算定 

③②の結果を、サブカテゴリー毎に全国土に拡大 

④立木地から非立木地（森林道路等）への転用による炭素蓄

積量の減少量を追加（全体の約10%） 

        

 

ＫＰ 

AR活動 D活動 FM活動 

特徴 

・活動面積：0.196Mha 

・炭素蓄積量：2.05Mt-CO2 

(2012年) 

・活動面積：0.069Mha 

・炭素排出量：0.54Mt-CO2 (2012

年) 

（非採択） 

対象地

把握方

法 

・条約下の報告で森林へ/からの転用のあった土地を、すべて人

為的な活動が行われたARD活動サイトとする。 

・ARD NFI（2011/13）において、NFI(07/09)データとそれ以降の

航空写真を基に、ARD活動が行われた可能性のあるすべてのグリ

ッドを選定し、プロット調査を実施 

－ 

方法論 

・バイオマス：NFIデータを基に、ARD活動によるha当たりの年間

バイオマスの増減量を、針葉樹/落葉樹別及び長期/短期活動地域

別に算定し、バイオマスの蓄積変化量を地上/地下部に対して算

定、さらに変換係数を用いて炭素蓄積変化量を算定 

・枯死木：NFIデータを基に枯死木重量の増減量を、長期/短期活

動地域別に算定 

・リター/土壌：EU広域Biosoilプロジェクトの結果等を基に、土

地利用変化に伴う土壌炭素蓄積変化量を、地域別に算定 

・ha当たりの炭素蓄積変化量にARD活動面積を掛け、移行期間で

除して、年間の炭素蓄積変化量を算定 

－ 
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（4）ドイツ 

概要 

・国土面積 35.7Mha、森林面積 11.2Mha（国土面積の 31%、1990年比 2%増）、有機質土壌面積

0.25Mha 

・転用のない森林 10.8Mha、森林へ転用された土地 0.40Mha 

・主要樹種は、トウヒ、マツ、ブナ、オーク 

・森林の炭素蓄積増加量：51.9Mt-CO2 (2012 年)、（転用のない森林：47.1Mt-CO2、森林へ転

用された土地：4.78Mt-CO2） 

NFI 

・1987年よりNFIを実施 

・NFI1987、NFI2002、NFI2012は 2～4年間で実施（4×4kmグリッド） 

・2008年に GHG インベントリ用に 8×8kmグリッドで実施 

・クラスタ構成：4プロット/クラスタ（150m間隔、固定）、約20,000クラスタ 

・ビッターリッヒ法により調査を実施、調査項目は樹種、DBH、樹高等 

     

  
活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 

樹冠被覆率10%以上、樹高5m

以上、面積0.1ha以上 

[サブカテゴリー] なし 

・各サイクルの NFIは 2～4年で実施されるが、算定に利用する EF

は各インベントリの代表する年の EFと同じ値をインベントリの期

間中のすべての年に用いる（内挿や外挿はしない）。よって、2

つの NFIの調査期間の間で、大きな EFの変化が出る。 

バック 

データ 

・NFI（1987,02,08,12） 

・CIR（1989,90,91,92） 

・Basis-DLM(00, 05,08, 12) 

・CLC（1990, 00, 06） 

・GSE(1990, 02, 06) 

・NFI1987、NFI2002、NFI2012と2008年にGHGインベントリ用に実

施されたInventort Study2008の4つ 

 

方法論 

・IPCCガイドライン（2006）

アプローチ 3 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・NFIデータから近年開発した樹種別アロメトリ式を使用（トウヒ、

マツ、ブナ、オーク、その他の針葉樹、広葉樹） 

計算 

手順 

2.6.2.1参照 ・アロメトリ式を用いて地上部バイオマス量を推定（それまでは

材積式と BEF等を用いて推定） 

・アロメトリ式の変数は、DBH、樹高、樹高の 30%の地点の直径の

3つのパラメータを使用 

・州レベルの森林インベントリデータを追加する場合もあるので、

階層化サンプリングとして国土全体の炭素蓄積量を把握 

不確実性 
・サンプリング誤差：1.234% ・サンプリング誤差×炭素変換係数誤差：56%(生体バイオマス)、

107％(枯死木)、125％(リター) 

時系列 

一貫性 

・報告期間は同じ方法論で、データソースで一貫した報告に努める。 

・新しいデータの入手等により再計算を行った場合、報告期間全体に反映させる。 

・新しいデータを使う場合は今まで使用していたデータと一貫性を保つ。 

・エラーを見つけ次第、それを修正し再計算する。 

  
      

 

  
排出係数 

枯死木 リター 鉱質土壌 有機質土壌 

特徴 

・DOM炭素蓄積増加量：-3.36Mt-CO2（転用のない

森林：-4.06Mt-CO2、森林へ転用された土地：

+0.69Mt-CO2）※蓄積量が減少 

・深さ 30cmまでの土

壌を対象 

・炭素蓄積増加量：

+9.90Mt-CO2（転用の

ない森林：

+10.52Mt-CO2、森林

へ転用された土地：

-0.62Mt-CO2） 

・ほぼ全ての有機質土

壌は排水されている。 

・炭素蓄積増加量：

-0.61Mt-CO2（転用のな

い森林：-0.55Mt-CO2、

森林へ転用された土

地：-0.06Mt-CO2） 
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バック 

データ 

・BWI 2002、インベント

リ研究 2008、BWI 2012

（針葉樹・オーク・それ

以外の落葉樹/腐朽段階

別（4段階）の枯死木デ

ータ（直径 10cm 以上）） 

※BWI 2002では直径

20cm以上、それ以前は

データなし 

・森林土壌インベントリ 

BZE I(1987, 1992), BZE 

II(2006-2008)： 8x8km

グリッド、1800-2000 か

所 

・BioSoil(2006, 2007)：

16x16kmグリッド、425

か所 

・CORINEデータ 

・森林土壌インベン

トリ BZE I, BZE II 

・BioSoil 

・ATKIS, CORINE 土地

利用データ 

・BUK1000（1/100万地

図） 

・ATKIS データ（2009, 

2010） 

方法論 

・ストックチェンジ法 

・IPCC2003（3.2.12 式）

による 

・ストックチェンジ法 

・サンプリング点の実測

値より炭素蓄積量を算

定 

・リター中の全炭素量は

有機炭素量に等しいと

仮定 

・ストックチェンジ

法 

・サンプリング点の

実測値より炭素蓄積

量を算定 

・土壌中の全炭素量

は有機炭素量に等し

いと仮定 

・土地面積は、国家

土壌地図を基に 16の

土壌タイプ別に算定 

・排出係数は、IPCCデ

フォルト値を使用 

・面積の算定は、2種

類の土壌（LBA6,7）を

対象とし、すべて排水

されていると仮定 

実施 

手順 

①3回のインベントリデ

ータを基に、調査年の単

位面積当たりの枯死木

蓄積量を算定 

②2時点の蓄積量の差を

期間で割り、面積と炭素

変換係数を掛けて算定 

①3回のインベントリデ

ータを基に、針葉樹林、

落葉樹林、混交林別に、

調査年の面積当たりの

炭素蓄積量を算定 

②2時点の炭素蓄積量の

差を期間で割り、面積を

掛けて算定 

①3回のインベント

リデータを基に、深

さ別に、調査年の面

積当たりの炭素蓄積

量を算定 

②2時点の炭素蓄積

量の差を期間で割

り、面積を掛ける。 

・BUK1000 を基に沼地

面積を把握し、排出係

数を掛けるて算定 

不確実性 

・転用のない森林の 95％

信頼区間：106.876%（面

積 1.234%、排出係数

106.869%） 

・転用のない森林の 95％

信頼区間：125.406%（面

積 1.234%、排出係数

125.400%） 

・転用のない森林の

95％信頼区間：

65.345%（面積

1.234%、排出係数

65.333%） 

・転用のない森林の

95％信頼区間：

180.887%（面積1.234%、

排出係数 180.882%） 

     

 

ＫＰ 

AR活動 D活動 FM活動 

特徴 

・天然更新も人為的であるとみなし ARで算定･計

上  

・マラケッシュ合意に合致すればすべて管理

された森林とみなし、ブロードアプローチに

よって FMを特定 

対象地把

握方法 

・条約下の L→FLと L→FLと同様の方法で面積を

把握。ただし、転用移行期間 20年は考慮する。 

・条約下と同様の方法で森林の面積を把握

し、管理された森林の中で AR,D に該当しな

い森林全てを FMとする。 

方法論 ・条約下報告の L→FLと同じ 
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（5）フランス 

概要 

・国土面積 64.0Mha, 森林面積 23.6Mha（国土面積の 41.7％） 

・主要樹種：オーク、ブナ 

・軟材の製材や紙の輸入量が多い。硬材の製材の生産量はヨーロッパで 1位 

・燃材（木質バイオマスエネルギーのための材も含む）の生産量はヨーロッパで 1位 

・台風被害の大きい年は、森林吸収量が激減（1999年 175Mm3、2009年 42.5Mm3） 

NFI 

・NFIは 1958 年から 12年間隔で実施 

・2004年から新しい系統的サンプリングを 5年間隔で実施 

・NFIのサンプリングポイントは基本的に 1.41km×1.41kmで約 8,000個 

・階層によってサンプリング密度が基本の 1.41km×1.41kmよりも低い場合もある。 

 Level1:1.41km×1.41km, Level2:1.42km×2.82km, Level3:2.82km×2.82km 

・毎年、全プロットの 1/5を測定 

・ステップ１：航空写真によるその年の全対象サンプリング点の土地利用の特定と面積の推定 

・ステップ 2：森林の定義を満たすサンプリングポイントに対して地上調査 

・プロット形状：円形（半径 25m、面積 1.962ha, 4 つ円の Nestedプロット) 

・DBH23.5cm以上を毎木調査（樹種、形状、DBH、樹高、材質） 

・土壌調査も実施 

     
  

活動データ 排出係数 
面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 

樹冠被覆率 10%以上、樹高 5m以上、面

積 0.5ha以上 

[サブカテゴリー] 

①温帯、②熱帯広葉樹林、③針葉樹林、

④混交林、⑤ポプラ林⑥非管理森林 

×北西/北東/中東/南西/南東の 5地域 

・転用のない森林における炭素蓄積増加量：

62.5Mt-CO2 ※1990年比 1.58倍 

・生体バイオマスにおける炭素蓄積増加量：

65.9Mt-CO2 

 

バック

データ 

・航空写真を基にしたサンプリング統計 

 TERUTIシリーズ 1（1982-1989） 

 TERUTIシリーズ 2（1992-2004） 

 TERUTI-LUCAS（2005-現在まで） 

・NFIデータ（DBH、樹高、樹種、5年間の直径の成

長量等） 

・伐採統計（l'estimation des prélèvements en 

forêt） 

方法論 
・ストックチェンジ法（IPCC GPG2003 ア

プローチ 2と 3の中間手法） 

・ゲイン・ロス法（Tierの記載なし） 

・バイオマス拡張係数を使用 

計算 

手順 

①フランス本土に 12㎞×12㎞のグリッ

ドで配置 

②12㎞×12㎞の格子点 4つに囲まれた

144km2の土地に対して 8つのセグメン

トを均等に配置 

③8つのセグメントの中から毎年 1-3個

航空写真を撮影（毎年撮影するが、その

枚数は予算によって異なる） 

④撮影した航空写真 1枚につき 36個の

サンプリングポイントを設置（2003年

までは毎年 555,900 個、2004年は

155,000個） 

⑤サンプリングポイントの土地利用を

現地調査により特定 

【ゲイン（年間当たりの炭素増加量）】 

NFIのデータから 5年間の増加材積（V5）を以下の

式より算定 

V5= Vt - Vt-5 = V’’t × (1-V’t-5/V’t) 

 Vt:t年にける立木の材積 

  Vt-5:t-5年にける立木の材積 

  V’’t:t年における DBHと樹高が変数の材積式で

推定される材積 

  V’t:t年における DBHのみが変数の材積式で推定

される材積 

 V’t-5:t-5年における DBHのみが変数の材積式で

推定される材積 

年間あたりの炭素増加量=V5×BEF×CF×D 

【ロス（年間当たりの炭素減少量）】 

ΔCFFL = Lfellings + Lfuelwood + Lotherlosses 

ΔCFFL:年間当たりの炭素減少量 

Lfellings:年間当たりの伐採による炭素減少量 

Lfuelwood:年間当たりの燃材利用による炭素減少量 

Lotherlosses: 年間当たりの炭素減少量   
不確実性 ・30％（計算方法については記載なし） ・50％（全 5プール（計算方法については記載なし）） 
時系列 

一貫性 
・報告期間の値は全て同じ方法論で推定 
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排出係数 

枯死木 リター 鉱質土壌 有機質土壌 

特徴 

・転用のない森林は変化がない

とみなしている（Tier1） 

(1999年と2009年の台風による

枯死木増加は考慮) 

・転用のない森林は変

化がないとみなして

いる（Tier1） 

・転用のない

森林は NOで

報告（Tier1） 

・転用のない森林は

変化がないとみなし

NOで報告（Tier1） 

バック

データ 

・枯死率は分かるが分解率は不

明 

・最新の NFIで枯死木の現存量

は分かるが、変化量は不明 

→現時点で枯死木の炭素蓄積

は変化 0とみなす。次の NFIが

完了し次第、枯死木の炭素蓄積

変化を推定する予定 

・研究プロジェクト

（Université de 

Louvain – Analyse du 

réseau RENECOFOR, 

2013）によって変化が

ないという仮定は保

守的であることが証

明済み 

- ・研究プロジェクト

（Université de 

Louvain – Analyse 

du réseau 

RENECOFOR, 2013）に

よって変化がないこ

とは証明済み 

方法論 ・ストックチェンジ法（Tier 1） ・Tier 1 

実施手順 ・Tier 1 ・Tier 1 

不確実性 ・Tier 1 ・Tier 1 

     

  
ＫＰ 

AR活動 D活動 FM活動 

特徴 
・AR活動面積：1323kha、炭素蓄積増加量：0.902Mt-CO2 

・D活動面積：1063kha、炭素排出量：1.47Mt-CO2 

・FM活動面積：21451kha、炭素蓄

積増加量：56.4Mt-CO2 

対象地

把握方

法 

・条約下と同様の方法で面積を把握 

・2009年から条約及びＫＰ報告のために地理的精度の高

いアプローチで面積を把握 

・条約下と同様の方法で森林面積

を把握、管理された森林のうち

AR,Dに該当しない森林全てを対象 

方法論 

[面積] 

・条約下で L→FLとして報告される土地を AR、FL→Lで報

告される土地を Dとして活動面積を把握。（ただし、条約

下では転用移行期間 20年を過ぎると他のサブカテゴリー

に変化するが、ＫＰではそのまま報告される。） 

[生体バイオマス（AGB, BGB）:Tierに関しては記載なし] 

・算定方法は条約下で報告した方法と同様 

ΔCLFG = Σij (Aij × GTOTAL_LFij) × CF 

 ΔCLFG: L→FLの炭素蓄積増量 

 Aij:森林タイプ、地域ごとの面積 

 GTOTAL_LFij:森林タイプ、地域ごとの成長量 

 CF:炭素変換係数 

（ロスは NFI から得られる枯死率から計算、ARに関して

は伐採はないとみなす。） 

[枯死木、リター、土壌：Tier 1] 

・枯死木とリターは 20年までに蓄積参考値に達すると仮

定して算定 

・鉱質土壌は転用前の蓄積参考値から森林タイプ、地域ご

との 20年後の蓄積参考値に変化するとみなし計算。施業

の影響は考慮してない。有機質土壌は NOとして報告 

[面積] 

・条約下で FL→FLで報告される土

地を FMとして活動面積を把握 

[生体バイオマス（AGB, BGB）：Tier

に関しては記載なし] 

・条約下の FL→FLと同じ 

[枯死木、リター、土壌：Tier 1] 

・変化なしとみなす 
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（6）カナダ 

概要 

・国土面積998Mha、森林面積348Mha、管理された森林（MF）231.8Mha (全森林の67%) 

・全国を635の分析ユニットに分割して各州で管理、国土の約12%が保安林（約107Mha） 

・1990～2012年において、12年間は吸収源であったが他期間は排出源（森林火災や虫害による） 

・1990～2012年における年間の森林火災面積は11～275Mhaに及び、即時放出の77％をDOMの燃焼

が占める。一方、森林火災により多くの生体バイオマスがDOMプールに移行する。 

・過去10年間のMountain Pine Beetleによる害虫被害は、MFにおいて49Mhaに及ぶ。 

NFI 

・1981年にNFI（CanNFI）システムを構築し、各州が有するインベントリデータ等を収集 

・最新データはCanFI 2001であるが、一部の州ではより最新のデータを使用 

・2006年にNFC-MARSを構築し（森林インベントリ、成長・収穫量、FM活動、自然攪乱、土地利

用等のデータ、生態系モデルパラメータ等を収集し、森林炭素収支モデル（CBM-CFS3）により

炭素蓄積変化量を算定するシステムで、CanNFIデータを引き継ぐ。） 

・NFIは、地上調査およびリモートセンシングにより、連邦政府と州政府が共同で実施 

・全国土の4×4km基本グリッドから調査点を選択、一般的には20×20kmグリッドを計測 

・ただし、古くから統計的で再測定可能なシステムが構築されているケベック州等では、既存

のシステムを利用するため、サンプリングの密度は地域によって異なる。(8～80 kmグリッド) 

・インベントリは一定周期(州によって異なる)で実施、10年周期の場合は毎年1/10のサンプル

ユニットを調査（写真により前回から変化が無いと推定される場合は再調査を実施しない。） 

・地上調査：全国で円形プロット(約1150個、50/400m2)を写真プロットの中心に設置 

・リモートセンシング：航空・衛星写真を用いて面積の算定を実施、南部では20kmグリッド毎

に2x2kmの航空写真プロット（約18,850）を設置、北部では衛星写真を使用 

    

  
活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

［森林の定義］ 

・面積1ha以上、樹冠率

25%以上、高さ5m以上 

［サブカテゴリー］ 

15生態系ゾーンに分割 

・生体バイオマスにおける炭素蓄積増加量は、51.3Mt-CO2(2012年)

である。面積当たりの炭素蓄積変化量は0.22Mg-CO2/haである。 

・森林火災による大気中へのC排出量は、117Mt-CO2(2012年)であり、

年変動が大きい。虫害による大気への炭素排気量は非常に小さい。 

バック 

データ 

・CanFIデータ、各州の

インベントリデータ 

・Landsatデータ、航空・

衛星写真、地図データ 

・CanFI及び各州の森林インベントリデータ（林齢、面積、樹種等）、

有用木材ライブラリデータ（樹種・地域別収穫表、バイオマス変換

式、自然・人為攪乱データ、プール間の移動量データ） 

・火災データ、収穫データ、虫害データ、気候データ 

方法論 

・Tier 3 

・航空・衛星写真から森

林面積を把握 

・Landsatデータ(1975/ 

90/00/08年)から基準年

の森林減少率を算定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・CBM-CFS3により、年間成長量・リター生成量・寿命等の算定、イ

ベント(間伐・主伐・残材燃焼等)による炭素転移モデル計算を実施 

・針葉樹/広葉樹別に、有用/非有用木材・枝・根株・葉のAGBサブ

プールと細根・粗根のBGBサブプールを設置 

・有用木材の材積からAGBへの変換は州・生態ゾーン・主要樹種/森

林タイプ別のモデル計算式を使用、BGBへの変換には回帰式を使用 

・イベント毎に各プールへの影響の大きさをモデル化 

計算 

手順 

・写真プロットの土地利

用率評価値から面積を

把握 

・基準年の森林減少率を

基に内挿・外挿により減

少速度と各年の面積を

算定 

①材積・林齢曲線、有用木材材積、イベント情報、生態系ゾーン情

報等のデータを入力データに加工 

②気候条件、FM施策、攪乱条件、森林初期情報等のシナリオを設定 

③CBM-CFS3によりシミュレーションを実施 

不確実 

性 

(記載なし) ・転用のない森林の年間CO2排出量の95%信頼区間：190% 

・伐採によるC排出量標準偏差：±4-26% (州によって異なる) 

時系列 

一貫性 

(記載なし) ・分析に用いたデータは、1990年データとの整合性が得られるよう

に加工、一部のデータは1990-2012年の期間をカバーしていない。 
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排出係数 

枯死木 リター 鉱質土壌 

特徴 
・DOMプールの炭素蓄積増加量：6Mt-C (2012年)  ・炭素蓄積増加量：7Mt-C (2012年)  

※有機質土壌は他排出源の排出に含む 

バック 

データ 

・CanFI及び各州の森林インベントリデータ（林齢、面積、樹種等） 

・有用木材ライブラリデータ等（「生体バイオマス」の項と同じ） 

方法論 

・ゲイン・ロス法（CBM-CFS3

法） 

・針葉樹/広葉樹、地上/地下、

分解速度差、倒木等区分によ

る7個のサブプールを設置 

・ゲイン・ロス法

（CBM-CFS3法） 

・分解速度差による2

個のサブプールを設

置 

・ストック・チェンジ法（CBM-CFS3法） 

・分解速度差による2個のサブプールと

Black carbon、泥炭の合計4個のサブプ

ールを設置 

計算 

手順 

・CBM-CFS3により「生体バイオマス」に示した手順により、生体バイオマスの炭素蓄積量と同

時に計算 

    

  
ＨＷＰ 

活動データ・排出係数 

特徴 

・ＨＷＰは伐採と同時にCO2として排出されるとし、ＨＷＰの長期炭素貯蓄効果を考慮していな

い。 

・ＨＷＰからの排出量：126Mt-CO2（2012年、ピーク時（2004年）より35％減少） 

・プロダクション法により試算した場合、全GHG排出量は、2012年において、約20Mt-CO2減少 

バック 

データ 

・CBM-CFSデータ、木材貿易データベース（FAO） 

方法論 

・プロダクション法により、製造、使用、貿易、廃棄の行程を考慮して試算 

・CBM-CFSで得られたバイオマス量を入力データとする独自のモデル計算手法CBM-FHWPを開発 

・森林からＨＷＰへの炭素フローには増減はないと仮定 

・伐採残材はすべてDOMプールに移行し、未利用ファイバーは即座に大気放出されると仮定 

・木材産品製造工程での効率は、製品毎に、国内と輸出先別に算定 

・各木材産品の密度はカナダ固有値（国内）及びIPCCデフォルト値（米国他）を使用 

・製品寿命は、IPCCデフォルト値を使用 

計算 

手順 

①CBM-CFS法で得られた丸太のバイオマス量から丸太輸出量を除いた値を算定（入力データ） 

②各木材産品の製造効率を算定（未利用廃棄物は大気中に排出と仮定） 

③各木材産品の生産量と製品輸出量を算定 

④各木材産品の寿命係数を用いて、1990年からの毎年の排出量を算定 

⑤毎年の各木材産品からのCO2排出量と未利用廃棄物からのCO2排出量を合算 
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（7）アメリカ 

概要 

・国土面積 936.4Mha, 森林面積 318.6Mha (国土面積の34.0%), MF 304.0Mha (全森林面積の

95.4%、1990年比3.5%増), 転用のない森林面積 292.5Mha (MFの96.2％)  

※面積は50州の合計、以下の一部のデータにはハワイ州・アラスカ州・海外領土等を含まない。 

・本土48州の森林の81％が生産林 

・森林火災防止策の対象森林をMFと定義 

・森林の炭素蓄積増加量：800.0Mt-CO2（1990年比140%） 

・ＨＷＰを含めた場合の炭素蓄積増加量：866.5Mt-CO2 

・森林火災による大気中へのCO2排出量：226Mt-CO2（森林火災面積19.3Mha） 

NFI 

・連邦農務省林野局が1930年代からサンプリング調査を実施 

・NFIでは各州のインベントリデータを集積（実施方法は州によって異なり、5-14年間隔で実施） 

・1998年以降にNFI(FIA)の国家プロットデザインと毎年のサンプリング調査が導入され、近年

になって各州で導入 

・最新のインベントリデータは、2002-12年の範囲（州によって異なる） 

・3段階の系統的サンプリングを実施 

[フェーズ1] 全国土の1×1kmグリッド点の森林/非森林を航空・衛星写真で判定 

[フェーズ2] 5×5kmグリッド点上のクラスタープロットの立木調査、5-10年(州によって異な

る)で全計測、円形プロット(0.06ha)、4プロット/クラスタ、約36万プロット(森林は約12万) 

[フェーズ3] 20×20kmグリッド(フェーズ2のサブセット)で森林健全度(植生、土壌、枯死木等)

を調査 

    

  
活動データ 排出係数 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

［森林の定義］ 

・面積0.4ha以上、樹冠率10%以

上、幅36.6m以上 

［サブカテゴリー］なし 

・炭素蓄積増加量：地上バイオマス435.0Mt-CO2, 地下バイオ

マス86.4Mt-CO2 

バック 

データ 

・FIA、各種土地利用データベ

ース 

・航空・衛星写真 

・FIA等のインベントリ―データ 

※森林の燃焼による減少量は、インベントリデータに反映さ

れている。 

方法論 

・FIA（本土48州の森林データ）

を基本データベースとし、NRI

（森林以外の土地利用データ、

ハワイ州の森林データを含

む）、NLCD（連邦所有地の土地

利用データ、アラスカ州の森林

データを含む）を組み合わせて

面積を把握 

・ストックチェンジ法（Tier 3） 

・固定プロット測定で得られた面積当たりの炭素量にプロッ

トが代表する面積を掛けて蓄積量を算定、州レベル等で合算 

・炭素蓄積変化量は、2回のインベントリの差分より算定 

・森林タイプ、地域・州に固有の炭素量変換係数を使用 

・AGBとBGBは別々に算定 

・材積・樹種・DBHをパラメータとする成分比率法（CRM）に

より樹種・地域・成分別に炭素変換係数を算定、毎木データ

がない場合は、類似の森林の平均密度データを使用 

・全林床植生の蓄積量も地域/森林タイプ別係数を用いて算定 

計算 

手順 

・FIA(フェーズ1)において、格

子点の写真プロット(900万以

上)の森林/非森林を写真判定 

・内挿・外挿法により各年の面

積を把握 

①地域・森林タイプ別のバイオマスモデル（FORCARB）を用い

て収穫表とCRM計算によりプロット単位の炭素蓄積量を算定 

②①の結果を5プールに配分、最適な手法で拡張し州レベルで

合算 

③毎年の炭素蓄積量を内挿・外挿法により算定 

不確実 

性 

（記述なし） ・モンテカルロ法を使用（バイオマス量の誤差を10%と仮定） 

・森林による吸収量の不確実性：-16.5%, +16.4% 

・ＨＷＰの不確実性：-26.9%, +23.5% 

・合計：-15.3%, +15.2% 

時系列 

一貫性 

・1990-2012年の期間において時系列の一貫性が得られるよう再計算を実施、一部の州では、州

を地域に分割し、適切なデータを組み合わせて州全体で一貫性のあるデータを作成 
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排出係数 

枯死木 リター 鉱質土壌 

特徴 

・ 炭 素 蓄 積 増 加 量 ：

78.2Mt-CO2 

・ 炭 素 蓄 積 増 加 量 ：

51.2Mt-CO2 

・炭素蓄積増加量：149.3Mt-CO2 

・1998-2000年は排出源 

※有機質土壌は他排出源の排出に含む 

バック 

データ 

・FIA プロットの枯死立

木・倒木、残材、根株等

の調査データ 

・FIAプロットのサブセッ

トにおける調査データ等 

・STATSGO空間データ（土壌分布等） 

・FIA プロットのサブセットにおける

土壌サンプリングデータ 

方法論 

・ストックチェンジ法

（Tier 2） 

・地域・森林タイプ別に

算定し、州レベルに拡張 

・枯死立木は、生体バイ

オマス計算用の CRM 法に

枯死木腐朽/枝・樹皮喪失

モデルを追加して算定 

・ストックチェンジ法

（Tier 2） 

・地域・森林タイプ別に算

定し、州レベルに拡張 

・林床における腐朽・喪失

のモデルにより、皆伐後の

年数の関数として、林床の

炭素蓄積量を算定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・地下 1mまでの土壌有機物と対象 

・腐朽モデルにより、地域・森林タイ

プ別に平均土壌有機物密度を算出 

・データ不足の場合は、類似の土壌デ

ータで代用 

計算 

手順 

・インベントリデータ等を基に、経験的モデル等を用いて「生体バイオマス」と同手順で算定 

  

  
ＨＷＰ 

活動データ・排出係数 

特徴 

・炭素蓄積増加量（プロダクション法）：66.5Mt-CO2 (使用中ＨＷＰ 4.9Mt-CO2, 固形廃棄物

処分場（SWDS）保管ＨＷＰ 61.6Mt-CO2)  

・ストックチェンジ法で試算した場合：57.7Mt-CO2, 大気フロー法の場合：90.8Mt-CO2 

・2008年以降、住宅建設数の減少により、炭素蓄積増加量は1990年の半分程度で推移 

バック 

データ 

・各種年間調査データ（主要製品生産量、製品寿命、廃棄物量、貿易量） 

方法論 

・プロダクション法を採用し、「使用中ＨＷＰ（住宅建材・紙製品等）」と「SWDS HWP」の二

つのプールに分けて評価（WOODCARB IIモデル） 

・製品寿命の値は、別統計による住宅の炭素蓄積量や廃棄物量と合致していることを確認。 

・SWDSにおけるＨＷＰの算定に用いた固形廃棄物の腐朽パラメータは、米国環境保護庁の埋め

立て処分場のメタン発生量のデータを基に、適切な値であることを確認 

※他のアプローチ（ストックチェンジ法、大気フロー法）を用いた算定結果についても記載 

計算 

手順 

・プロダクション法では、「米国の森林から1年間に伐採された木材における炭素量」から「米

国内及び輸出先でのＨＷＰ消費による大気への炭素放出量」を差し引いて算定 

不確実

性 

・モンテカルロ法による不確実性：-26.9%, +23.5% 
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（8）NZ 

概要 

・国土面積 26.9Mha, 森林面積 10.0Mha (国土面積の37.0%), 天然林79％、1989年以前の植林

地14.6％、1990年以降の植林地6.6%、人工林面積の約9割がラジアータパイン 

・森林による炭素吸収量：33.2Mt-CO2 (転用のない森林：8.0Mt-CO2, 草地からの転用：

25.0Mt-CO2)、1990年比15.3%減、2007年度以降伐採量増加により減少 

・新規造林は林業と酪農業のバランスに大きく依存。1990年代前半に緬用牧場への植林等によ

り急増したが、94年のピーク（87kha/年）以降、乳牛牧草地への転換が進んで造林面積は減少。 

・排出権取引制度が導入された2008年以降、造林面積は増加、転用面積は約5khaで推移 

NFI 

[1989年以前の天然林] NFI：2回実施（それ以前のプロット測定データも使用） 

・1回目2002-07年, 2回目2014年、1256プロット、8×8kmグリッド, 20m矩形/半径20ｍ円形 

[1989年以前の植林地] 地上調査およびLiDAR測定 

・地上調査：2010年のみ、192プロット, 8x8kmグリッド, 0.06ha円形、4プロット/クラスタ 

・LiDARプロット：893か所, 地上調査と同グリッドをベース(1度に1x8kmを測定) 

[1990年以降の植林地] 地上調査、LiDAR測定、航空写真 

・地上調査：2007-08年(246プロット)/11-12年(342プロット), 4x4kmグリッド, 上記と同形状 

・LiDARプロット：25か所、地上調査が困難な私有林等の調査及び算定精度向上が目的 

[1990年以降の天然林] 地上調査 

・2012年のみ、約20プロット,上記と同形状, 20x20m矩形プロットで生物多様性調査も実施 

    

  
活動データ 

面積 生体バイオマス（地上/地下） 

特徴 

[森林の定義] 樹冠被覆率30%以上, 高

さ5m以上, 面積1ha以上, 幅30m以上 

[サブカテゴリ－] ①1989年以前の天然

林、②1989年以前の植林地、③1990年以

降の植林地、④1990年以降の天然林 

・炭素蓄積量：8.2Mt-CO2（増加量18.8Mt-CO2/ 減

少量-10.6Mt-CO2）（転用のない森林：0.7Mt-CO2, 草

地からの転用：7.5Mt-CO2） 

・植林地では、積極的な間伐・枝打ちにより、生体

バイオマスからDOMプールへの移行が発生 

バック 

データ 

・航空・衛星写真 (Landsat, SPOT等) 

・土地被覆データ、土地利用変化図、単

位面積バイオマス炭素蓄積量・年間変化

量、林齢別収穫表、天然林成長量データ 

・LUCAS：航空・衛星画像、土地利用地図、地上調

査データ（LUCASプロットネットワーク）、土壌デ

ータ、非炭素データ、パラメータ等のデータ管理、

炭素モデル計算、検証及び報告システムを含む 

方法論 

・衛星画像、土地被覆データ等より1990/ 

2008/2012年の土地利用区分図を作成し

面積を算定、内挿で毎年の面積を算定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・プロット調査データから材積を計算し、2回のNFI

の差により変化量を算定、LiDARデータを活用 

計算 

手順 

①衛星画像（1990/2008年）、土地被覆デ

ータ等から森林分類のマッピングを作成 

②Landsat画像（2001年）を基に土地利用

変化の可能性がある地域を抽出し、他の

データベース等を参考にして土地利用図

を完成 

③2008年土地利用図と2012年SPOT画像を

比較し、変化の可能性のある場所を抽出 

④航空・衛星写真より森林への転用等を

確認し、2008年土地利用図を2012年版に

更新⑤各土地利用区分を基に面積を把握 

[1989年以前の天然林] ①2回のNFIデータを基に樹

種別アロメトリ式によりプロット毎のバイオマス

量を算定、BGB/DOMデータを追加し蓄積量を算定 

②2回のNFIの計算値の差より蓄積変化量を算定 

[1990年以降の天然林] プロット別アロメトリ式を

作成しバイオマス量を算定、樹齢推定値より蓄積量

を算定 

[植林地] ①森林炭素モデルによりプロット毎の

収穫表を作成、②回帰モデルとLiDARデータから収

穫表を作成 ③両収穫表から重み付けによりプー

ル別の国家収穫表を作成 ④齢階分布、伐採情報等

より蓄積量を算定 

不確実

性 

・LULUCF(森林)における不確実性：54.1% 

・1989年以前の天然林：面積4.0%、炭素蓄積変化量44.3%（生体バイオマス9.0%） 

・1989年以前の植林地：面積7.0%、炭素蓄積変化量30.3%（生体バイオマス12.4%） 

・1990年以降の森林：面積6.0%、炭素蓄積変化量4.6%（生体バイオマス8.5%） 

時系列 

一貫性 

各サブカテゴリー内では計算に使用したデータの時系列の一貫性は保たれていると考えられ

る。 
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排出係数 

枯死木・リター 鉱質土壌 有機質土壌 

特徴 

・炭素蓄積増加量：

1.3Mt-CO2（転用のない森

林：1.5Mt-CO2） 

・炭素蓄積増加量：

-0.46Mt-CO2（草地からの転

用：-0.46Mt-CO2） 

・対象面積：19.6kha 

・炭素蓄積増加量：-0.003Mt-CO2 

バック 

データ 

※「生体バイオマス」参照 ・土壌炭素モニタリングシス

テム 

・NFI土壌調査データ等 

・土壌分類（有機炭素18%以上を

対象) 

方法論 
・ストックチェンジ法 

（Tier 2）  

・ストックチェンジ法 

（Tier 2） 

・ストックチェンジ法 

（Tier 1） 

計算 

手順 

[天然林] 枯死立木は立木

と同計算、倒木・根株は体

積・樹種・腐朽段階より計

算、リターは実験データよ

り算定 

[植林地] 

「生体バイオマス」参照 

[天然林/植林地] 

・国固有データ及びモデルを

使用 

[天然林] 排出なし 

[植林地] ①気候・土壌データよ

り対象地の面積を算定 

②IPCCデフォルト値を使用して

炭素排出量を算定 

不確実 

性 

モンテカル法による不確実性（鉱質土壌） 

・1989年以前の天然林：6.1%、1990年以前の植林地：9.6%、1990年以降の森林：9.6% 

時系列 

一貫性 

各サブカテゴリー内では、計算に使用したデータの時系列の一貫性は保たれていると考えられ

る。 

    

  
ＫＰ 

AR活動 D活動 FM活動 

特徴 

・面積：675.0kha (1990-2012年計)、

2.5kha (2012年) 

・炭素吸収量：19.0Mt-CO2 (2012) 

・面積：151.5kha（1990-2012年合計）、

6.8kha（2012年） 

・炭素排出量：4.0Mt-CO2 (2012年) 

（非採択） 

対象地

把握方

法 

・森林の定義・方法論は条約下と同じ 

・活動場所のマッピングには衛星画像、

植林関連データベース、森林所有者、植

林助成金制度、排出権取引制度等のデー

タを利用 

・衛星画像（Landsat）および斜め撮影

空中写真によるフィールド調査によ

り、毎年の活動場所をマッピング 

－ 

方法論 

①生体バイオマス、DOM 

[1990年以降の天然林] ABG/DOMにはア

ロメトリ式、BGBにはAGB比率を使用 

[植林地] 林齢別炭素収率表を使用 

②鉱質土壌：国固有地・モデル 

③有機質土壌：IPCCデフォルト値 

①生体バイオマス、DOM 

[1990年以前の天然林] 伐採前の植生

タイプ別排出係数を使用 

[1990年以降の天然林] ABG/DOMには

アロメトリ式、BGBにはAGB比率を使用 

[植林地] 林齢別炭素収率表を使用 

②鉱質土壌、③有機質土壌：同左 

－ 

不確実 

性 

[ARD全体] 10.9%、[AR] 面積：7.0%、排

出係数：8.5%（生体バイオマス）、9.6%

（土壌）、排出量：10.2% 

面積：10.0%、排出係数：8.5-12.4%（生

体バイオマス）、6.1-9.6%（土壌）、

排出量：3.8% 

－ 
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（1） ブラジル 

森林の 

概要 

[概要] 

・国土面積851.5kha、森林面積519.5kha（2010年、国土面積の61.0%）、アマゾン地域が68%

を占める。（「世界森林資源評価2010」（FAO）による） 

・全国の生物群系（バイオーム）は6地域（アマゾン：面積比49.3%、セラード：23.9%、大

西洋林：13.0%、カーティンガ：9.9%、パンパ：2.1%、パンタナル：1.8%）に分割 

・アマゾンは世界の残存する熱帯雨林の1/3を占めている。南部地域の大西洋林や南部林も

生物多様性に優れた貴重な森林である。その他、熱帯サバンナ生態系のセラード、半乾燥

地のカーティンガ、世界最大級の熱帯性湿地であるパンタナル湿地等が存在する。また、

海岸エリアのマングローブ林（1.34Mha）は、インドネシアに次ぐ規模である。 

・年間森林減少面積は、2004年以降、減少傾向にある。（1988年以降の最大値2.9kha（1995

年）、2.8kha（2004年）→0.75kha（2009年）） 

[CO2排出量] 

・LUCFセクターのCO2排出量：1,259Mt-CO2（2005年、67％はアマゾン地域、22％はセラー

ド地域から排出）、1990年比64.3%増加（アマゾン地域は83.0%増加） 

・1997-2002年の期間の平均CO2排出量は1,296Mt-CO2/y（アマゾン66.4%, セラード23.4%）

で、国土の14.2％で土地利用変化が起こっている。 

森林施策 

[森林減少モニタリングシステム] 

・ブラジル宇宙研究機関（INPE）によるアマゾン地域モニタリングシステム 

①Prodes（1988-）：衛星（Landsat/DMC/CCD）による皆伐サイト(6.25ha以上)調査 

②Queimadas：衛星（NOAA/GOES/TERRA/AQUA/METEOSAT）による森林火災モニタリング 

③Deter(2004-)：衛星（MODIS/WFIセンサ）によるリアルタイム森林減少モニタリング（2-5

日毎観測による森林減少・劣化（25ha以上）の早期発見・警告） 

④Degrad：衛星（Landsat/CBERS）による森林減少マッピング（空間分解能：2.7m） 

[森林保護区]（National System of Units of Conservation (SNUC)） 

・全国土の保護区79.8kha（2009年、国土面積の9.35%、、2002年比1.78倍、完全保護区35.3kha/

持続可能な利用44.5kha） 

[森林火災防止] 

・火入れ森林火災防止コントロールプログラムProarco 

・国家森林火災防止システムPREVFOGO 

NFI 

・最初の全国的な森林インベントリ・植生調査はRADAMBRASILプロジェクト(1973-87)で、

アマゾン地域の地上バイオマスは、このデータを基に算定 (胸高円周CBH100cm以上のサン

プリング調査) 

・1994-2004年における人為的な排出/吸収のインベントリ調査結果を基に1990-94年の排出

係数の見直しを実施し、さらに2003-05年の期間の初期的な算定を実施 

・すべての森林は管理されているとする。 

面積 

[森林の定義] 樹冠被覆率10%以上、0.5ha以上、高さ5ｍ以上 

[森林のサブカテゴリー] 

①原生林（管理/非管理）、②原生林（択伐あり）、③二次林、④植林地 

[バックデータ] 

・1994/2002年の土地利用（Landsat画像を基に作成）、バイオーム・土壌・植生等の情報 

・IBGE（2004）植生地図、 

・PRODES（1988-）/PPCerrado：アマゾン/セラード地域の森林減少データ 

[方法論] アプローチ3（IPCC2003） 

・リモートセンシング、統計データ、インベントリデータを活用 

[面積の把握手順] 

・1994年と2002年の土地利用図を基に土地利用転換マトリックス（1994-2002年）を作成 

・上記のデータにおける平均森林減少量やPRODES/PPCerradoデータ等を基に、1990-2005

年における各年の面積を算定 
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生体バイ

オマス 

①アマゾン生物群系（バイオーム） 

[バックデータ] ・RADAMBRASILインベントリデータ（1710サンプル） 

[方法論/算定手順] 

・アロメトリ式を用いてDBH（＝CBH/3.14）より地上バイオマス量を算定 

・CBH100cm以下の立木の地上バイオマス量は、CBHヒストグラムより外挿して算定 

・プロット毎の地上バイオマス量を算定し、単位面積当たりの炭素蓄積量を算定 

・地下バイオマス量は、地上バイオマス量に拡張係数を掛けて算定 

②セラード・バイオーム 

・科学文献を基に生体バイオマス（AGB/BGB）、根/枝比拡張係数等を算定  

③カーティンガ・バイオーム、その他のバイオーム 

・科学文献を基に、BGBと枯死木も考慮した拡張係数より算定 

※その他の排出係数、CO2固定係数、炭素蓄積量等のパラメータには国固有値を使用し、得

られない場合はIPCCデフォルト値を用いて炭素排出量を算定 

枯死有機

物 

①アマゾンバイオーム 

[バックデータ] RADAMBRASILインベントリデータ 

[方法論/算定手順] 生体バイオマスと同方法で算定 

②その他のバイオーム：生体バイオマスと同方法で算定 

土壌有機

物 

[バックデータ] 

・EMBRAPA/IBGE（2004）土壌地図、IBGE（2004）土壌・植生地図 

[方法論/算定手順] 

・69土壌分類を6大分類に再分類、植生は15分類 

 

（2） インドネシア 

森林の 

概要 

[概要] 

・国土面積190.5kha、森林面積94.4kha（国土面積の49.6%）（「世界森林資源評価2010」

（FAO）による） 

・国土は、森林地域（133.6kha）と非森林地域（54.3kha、多用途地域（主に農園や畑等へ

転換される目的の土地）：APL）に分割（必ずしも実際の森林の有無と一致しない。） 

・森林地域は、保全林15%/保安林22%/生産林46%/転換生産林(APLに転用可能)17%に分類 

・森林地域の森林被覆率は64%、APLの森林被覆率は15％ 

・森林減少量は、2000-2005年平均で1.1万km2であり、1997-2000年平均の1/2以下に減少し

ている。主な森林減少は、生産林で起こっている。今後、管理されていない森林等（オー

プンアクセス森林地域）での森林減少の増加が懸念される。 

[CO2排出量] 

・LUCFセクターGHG排出量：1125.9Mt-CO2（2005年、全GHG排出量の62.8%） 

（内訳 土地利用変化・泥炭地排水等-炭素蓄積量：674.8Mt-CO2（同37.7%）、泥炭地火災

451Mt-CO2（同25.2%）） 

・LUCFセクターにおいて、最も大きいGHG排出源は森林から農地への転用であり、続いて泥

炭地火災、泥炭地排水による酸化である。森林火災の影響は小さい。 

・LUCFセクターにおける炭素蓄積量は-400～-450Mt-CO2程度で、毎年おおよそ一定である。 

・泥炭地火災からのGHG排出量は、年による変動が大きく、エルニーニョの年（1997, 

2002,2006年）には大きくなる。泥炭地火災からの排出量は火災の範囲と深さに大きく依存

し、限られた範囲の地上調査に基づいているので、過大評価の可能性がある。 

森林施策 

・林業省では、全国に森林オンサイト管理のための森林管理ユニット（FMU）の構築を計画

している。全国では700ユニットが必要であるが、現在、今後15年間に約210ユニットが構

築可能な予算しか得られていない。 

・森林火災、違法伐採、森林侵食等の無計画森林劣化の抑制のために、インドネシア政府

は、①違法伐採と森林火災の抑制、②林業の構造改革（造林開発推進を含む）、③森林修

復・保全、④持続可能な森林経営地域の拡大、⑤地域社会の経済強化、に取り組み、森林

減少抑制の成果が得られている。 

・一方、地方分権制度の元に新たな自治区域が多数作られ、また地方政府が区域拡大のた

めに森林を開放しており、このような計画的な森林減少の拡大が懸念される。 

NFI 
・国内の全32州を対象に合計約3,000の固定プロットを設置し、5年間隔で国家森林インベ

ントリを実施 
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GHG排出量 

算定方法 

・衛星データを利用し、土地利用・森林被覆面積に関する時系列データを収集 

・GHGインベントリに必要なデータは、「森林統計データ」（林業省）やその他の公的報告

書を基に収集（Tier 1データ） 

・バイオマス成長量や土地利用別の炭素蓄積量は、国固有の値（Tier 2）を使用 

・泥炭地火災からの排出量算定には研究データを使用 

 

（3） ベトナム 

森林の概要 

[概要] 

・国土面積33.1kha、森林面積13.9kha（2012年、国土面積の40.7%、天然林75%/人工林25%） 

・森林面積は1990年代に大きく減少したが、それ以降の大規模植林により毎年増加 

（2000年11.5kha、国土面積の34.8%、天然林84%/人工林16%） 

・森林カテゴリー：転用のない森林10.3kha/森林への転用地3.1kha（2010年） 

・森林タイプ：保安林36.2%/特定利用林15.0%/生産林47.6%（2010年） 

・不十分な伐採技術等、違法伐採、農業との競合、森林火災等による森林減少・劣化が現

在の課題である。 

[CO2排出量] 

・転用のない森林におけるCO2蓄積増加量：22.5Mt-CO2（2010年、LULUCF分野全体：

19.2Mt-CO2） 

森林施策 

・1998年、500万ha国家造林計画を開始（2010年までに森林面積割合を40%まで回復させる

ことを目標） 

・2007年、2006-20年を対象期間とした国家森林開発戦略を策定（1.75万km2の持続可能な

森林開発・経営を目標） 

・GHG緩和策として、①ベトナム固有種の混交造林（削減ポテンシャル504Mt-CO2）、②樹

冠下への固有種高密度植林による天然林再生（151Mt-CO2）、③非木材森林産品によるコ

ミュニティベースの森林管理（同137Mt-CO2）を検討 

・地方レベルの森林火災抑制策により森林火災面積は減少（2010年6723ha→2012年約 

1325ha） 

NFI ・衛星画像データを基に5年に一度実施 

GHG排出量 

算定方法 

・IPCC GPG-LULUCF 2003に従って、NFIデータを基に、生体バイオマス（地上/地下）・枯

死木・リター・土壌の各プールの炭素蓄積変化量を算定 

 

（4） 中国 

森林の概

要 

[概要] 

・国土面積959kha、森林面積206.9kha（2010年、国土面積に対する割合21.5%） 

・大規模な植林が継続的に行われており、森林面積は年々増加（1990年157.1kha） 

[CO2排出量] 

・LUCF分野のCO2蓄積変化量：420.8Mt-CO2（2005年、転用のない森林：446.3Mt-CO2） 

・森林からの転用によるCO2蓄積変化量：24.8Mt-CO2（主に、高木林、竹林、経済林からの

転用に伴う地上バイオマスの減少による。バイオマスの燃焼を含む。） 

NFI ・2005年にGHGインベントリを実施（森林調査時期については不明） 

GHG排出量 

算定方法 

・バイオマス変換係数を使用し、材積の成長率と伐採率から炭素蓄積変化量を算定（高木

林, open forest, four-side trees, scattered trees） 

・単位面積当たりの年間バイオマス炭素変化量を使用（竹林、経済林、低木林） 

・排出係数は、国固有地の他に、IPCCデフォルト値、経験値および専門家判断によった。 

・LUCF分野における不確実性は、主に森林調査から得られたデータから内挿・外挿により

算定した森林面積および材積量の不確実性、バイオマス拡張係数の不確実性、経済林・竹

林・低木林等のバイオマス量の不確実性等による。（不確実性の値は算定していない。） 
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（5） 韓国 

森林の概要 

[概要] 

・国土面積9,873kha、森林面積6,222kha（国土面積の63%） 

・森林の77%が生産林、森林の68.1%が民有林 

・暖帯林：落葉広葉樹林（オーク、トネリコ等）、常緑針葉樹（松、日本クロマツ等） 

・亜熱帯林：常緑広葉樹 

・広葉樹（42%）、針葉樹（27.9%）、混交林（30%） 

・直近10年の森林増加は2,000ha/年, 森林減少は7,000ha/年（主に都市化等による） 

・haあたりの蓄積量は125m3（日本は200m3弱） 

・1950年代における燃材の過伐採や戦争のため森林が荒廃、1970-1980年代に植林が進め

られた。現在、植林された30年生以下の森林が59%を占め、これから伐期を迎える。 

[CO2吸収・排出量] 

・LULUCFセクターのCO2吸収・排出量(Mt-CO2) 

過去：1990:-23.1, 1995:-22.4, 2000:-36.5, 2005:-32.4, 2006:-33.5, 2008:-41.0, 

2009:-42.9 予測：2015:-29.7, 2010:-24.0 

・吸収量は2009年まで全体的に増加傾向だが、BAUシナリオにおいて2015年、2010年は減

少すると予測 

・狭義の解釈を採用、森林からの吸収・排出量すべてを計上する予定はない。 

森林政策 

The Forest Sectir's Comprehensive Plan Responding to Climate Change(2008-2012)

を基に以下のような政策を実施（Forest Carbon Sink Promotion Lawも検討中） 

[森林炭素シンクの拡大と保護] 

・炭素蓄積ポテンシャルの維持と増強：FMの対象となる保育の制度化と補助金（2004-08

年間に0.934Mha、2009-13年の間に1.25Mha実施、2020年までに合計4.9Mha実施を目標） 

・森林減少の防止：森林転用の届け出制度、転用を許可する基準等の制定 

・新規植林/再植林の促進：5年以上放置された土地に対する新規植林計画のための制度化

（2007-11）や都市緑化のための制度化 

[森林炭素オフセットプロジェクトの実施] 

・GHG及びエネルギー目標を達成するための森林炭素オフセットプログラム設立と同プロ

グラムと2015年から実施される排出量取引制度の関係性の強化 

[木質バイオエネルギーの促進] 

・新･再生エネルギー目標達成のための木質バイオマスエネルギー利用促進政策 

・木質ペレット生産のための施設費に対する補助制度 

・保育時の残材利用促進のための集約化を実施（2008年の利用率11%が2012年に20%に上昇） 

・韓国はエネルギーセクターの排出割合が高いため、木質ペレットの促進による代替効果

に大いに期待 

NFI 

・現在第5サイクル目（2006-2010） 

・4km×4kmのクラスターサンプリング（4000クラスタ） 

・クラスタは0.08haのサブプロット4つで構成 

GHG排出量 

算定方法 

[森林の定義] 樹冠被覆率10%以上、0.5ha以上、高さ5ｍ以上 

[森林のサブカテゴリー] 広葉樹、針葉樹、混交林（NFI時に別階層として扱うか不明） 

[バックデータ] NFI 

[方法論] FMに対しては狭義の解釈を採用 

・2000年においては森林全体で基準年排出量（23.1Mt-CO2）の179%(41.4Mt-CO2)の吸収量

があったが、ＫＰの対象となるのは3.1%（0.73 Mt-CO2)（S.I. CHOI et al., 2006） 

[面積の把握手順] NFIのサンプリング比率 

[枯死有機物･土壌有機物] NFIのデータより推定 
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各国の森林吸収量及びその算定方法の比較一覧表 
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別添Ｃでは、各国の森林吸収量算定･計上方法の比較の一覧表を以下の通りまとめた。 

別添Ｃ－１：各国の森林資源及びＫＰＣＰ１（ＣＰ１）の森林吸収源の現況の比較 

別添Ｃ－２：各国のＫＰ第２約束期間（ＣＰ２）の森林吸収源の現況の比較 

別添Ｃ－３：各国の森林吸収量の算定手法の比較 

 

（なお、非附属書Ｉ国に関しては、公表されている資料がＮＣ等に限られており、各国でそ

の情報量が異なっているため一覧表には含めなかった。非附属Ｉ国の詳細は別添Ｂを参照） 
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別添Ｃ－１：各国の森林資源及びＫＰＣＰ１（ＣＰ１）の森林吸収源の現況の比較 

  

ＦＲＡ2010 

基準

（1990）年

の排出量 

ＣＰ１(2008-2012) 

国土面

積 

森林及

びその

他の樹

木林の

面積 

森

林

率 

人

工

林

率 

削減

目標 

ＦＬ→ＦＬ

の面積 

ＦＬ→Ｆ

Ｌの平均

森林吸収

量 

Net 

ICSCF

（全５

プール） 

基準年排

出量に対

するＦＬ

→ＦＬの

吸収量の

割合 

ＦＭ算

入上限

値 

基準年排

出量に対

するＦＭ

算入上限

値の割合 

削減目

標に対

すＦＭ

算入上

限値の

割合 

ＦＭ算入

上限値を

達成する

ため Net 

ICSCF 

ＦＭ活動の選択有

無と定義 

目標達成のための森林吸収量計

上状況(基準年排出量比) 

AR D FM 
AR+D+F

M 

附
属
書Ⅰ

国 

単位 1000ha 1000ha % % Gg‐CO2  % 1000ha Gg‐CO2  Mg-C/ha % Gg-C % % Mg-C/ha   % % % % 

ノル

ウェ

ー 

30,427 12,768 42% 12% 49,619 1% 12,042.847 -30,911 0.73 -62% 400 2.96% -296% 0.033 
管理された森林(ブ

ロードアプローチ) 
-1.1% 4.7% -2.9% 0.8% 

フィ

ンラ

ンド 

30,409 23,269 77% 25% 71,003 -8% 21,893.32 -40,411 0.53 -57% 160 0.83% 10% 0.007 
管理された森林(ブ

ロードアプローチ) 
-0.1% 4.1% -4.8% -0.8% 

オー

スト

リア 

8,245 4,006 49% - 79,049 -8% 3,851.27 -1,866 0.14 -2% 630 2.92% 37% 0.164 非選択 -2.6% 0.8% - -1.8% 

ドイ

ツ 
34,877 11,076 32% 48% 1,232,429 -8% 10,849.43 -46,913 1.24 -4% 1,240 0.37% 5% 0.114 

管理された森林(ブ

ロードアプローチ) 
-0.5% 0.2% -0.4% -0.7% 

フラ

ンス 
55,010 17,572 32% 9% 563,925 -8% 22,457.25 -58,702 0.75 -10% 880 0.57% 7% 0.039 

管理された森林(ブ

ロードアプローチ) 
-1.6% 2.6% -1.6% -0.6% 

カナ

ダ 
909,351 402,085 44% 2% 593,998 -6% 231,682.69 -90,532 0.11 -15% 12,000 7.41% 123% 0.052 非選択 - - - - 

アメ

リカ 
916,193 318,955 35% 8% 

62,151,00

0 
- 286,291 -797,371 0.80 -1% - - - - 非選択 - - - - 

NZ 26,771 10,826 40% 17% 61,912 0% 9,096.31 -9,177 0.29 -15% 200 1.18%   0.022 非選択 -29.7% 6.5% - -37.9% 

ＥＵ

28 
- 159,454 13% 27% 5,798,700 -8% 156,606.68 -404,490 0.74 -7% - -   - 各国で異なる - - - - 

日本 36,450 24,979 69% 41% 1,261,000 -6% 24,934.90 -77,096 0.88 -6% 13,000 3.78% 63% 0.521 

1990年以降に施業

や保育が行われた

育成林と保護・保全

措置のある天然性

林(狭義の解釈) 

0.0% 0.2% -3.9% -3.8% 
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別添Ｃ－２：各国のＫＰ第２約束期間（ＣＰ２）の森林吸収源の現況の比較 

  

ＣＰ２（2013-2020） 

削減目

標 

ＦＭ算

入上限

値 

ＦＭ算入

上限値

（基準年

排出量

比） 

削減目

標に対

するＦ

Ｍ算入

上限値

の割合 

参照レベル 

参照レベルの

設定方式 

参照レベルの値 

ＨＷＰの貢献度合 

ＣＰ２の参照レベル

設定に考慮された対

象プールと活動 

ＣＰ１（実績）から

ＣＰ２（予測）の年

間伐採量の上昇率 

ＦＭ算入上限値達

成に必要な Net 

ICSCF（全プール（Ｈ

ＷＰ即排出）+参照

レベル） 

①ＨＷＰ含む ②ＨＷＰ含まない 

附
属
書Ⅰ

国 

単位 ％ Gg-C ％ ％   Gg-CO2 

％（基準

年排出量

比） 

Gg-CO2 
％（基準年

排出量比） 

Gg-CO2 

（①-②） 

％ 

（①/②） 
  ％ Mg-C/ha 

ノルウ

ェー 
-20% 474 3.5% 17.50% 

ネット・ネット 

1990 
- - -11,370 -22.70% - - 

5プール、バイオマス

燃焼 
- 0.63 

フィン

ランド 
-20% 678 3.5% 17.50% 

Projection-国

独自 
-20,100 -28.70% -19,300 -27.60% -800 104% 

5プール、ＨＷＰ、バ

イオマス燃焼 
132% 0.27 

オース

トリア 
-20% 755 3.5% 17.50% 

Projection-国

独自 
-6,516 -7.50% -2,121 -2.40% -4,395 307% 

5プール（土壌除く）、

ＨＷＰ 
138% 0.37 

ドイツ -20% 11,764 3.5% 17.50% 
Projection-国

独自 
-21,582 -1.80% -2,067 -0.20% -19,515 1044% 5プール、ＨＷＰ 134% 1.15 

フラン

ス 
-20% 5,383 3.5% 17.50% 

Projection-EU

共通モデル 
-66,834 -12% -62,741 -11.10% -4,093 107% 

5プール、ＨＷＰ、バ

イオマス燃焼 
107% 1.05 

カナダ - 5,670 3.5% - 
Projection-国

独自 
-114,360 -19.30% -70,600 -11.90% -43,760 162% 

5プール、ＨＷＰ、バ

イオマス燃焼 
129% 0.02 

アメリ

カ 
- - - - - - - - - - - - - - 

NZ - 591 3.5% - 
Projection-国

独自 
- - 11,150 18% - - 5プール 137% -0.27 

ＥＵ28 -20% 55,351 3.5% 17.50% 

EU共通

Projectionモ

デル＋国独自 

-313,693 -5.40% -261,004 -4.50% -52,689 120% 各国で異なる 125% 0.81 

日本 
‐3.8% 9,629 2.8% 73.00% 狭義の解釈 - - 0 0% - - 

5プール、バイオマス

燃焼 
- 1.12 

(2005) (2005) (2005) (2005)                     
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別添Ｃ－３：各国の森林吸収量の算定手法の比較 

国 特徴 
サブカテゴリー 

最新 NFIのプロット 
活動データ（面積） 排出係数 ＨＷＰ 

ＫＰ 
不確実性 

①CRF②算定用 ①バックデータ②算定方法 バイオマス 枯死木・リター ①鉱質土壌、②有機質土壌 ①方法論②データ③算定法 ①面積②吸収量 

ノ
ル
ウ
ェ
ー 

・1990年代～現在まで

5 年周期 NFI を継続実

施、バイオマス・土壌

モデルを整備 

①2分類（有機質

土壌、NFI対象森

林） 

②低地、山岳部、

最北部低地/山

岳 

・22,008プロット（3x3km格子） 

・1994-98 年の NFI より、5 年サイクルの固

定プロット測定を完全実施 

・最新データは 2010-14年の NFI 

①NFI・統計値・航空写真 

②各プロットの土地利用区分

比率と各プロットが代表する

面積を掛けて 5 年間の測定分

を積算、航空写真により、前

回未調査のプロットの状況を

確認 

・ストックチェンジ法（Tier 3） 

・NFI、伐採統計データと樹種

別モデルを用いて、プロット

毎に算定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・NFI、気象データと樹種別生体バ

イオマスモデルによりプロット毎

の枯死木・リター生成量を算定 

①ストックチェンジ法（Tier 3） 

：NFI、気象データより、Yasso07

を使用して枯死木等と同時算定 

②ストックチェンジ法（Tier 2） 

：排水が実施された有機質土壌

のみを対象とし、排水面積の統

計値と排出係数より算定 

①プロダクション法（Tier 1） 

②伐採量データ、丸太・木材チッ

プ生産量・輸出入量 

③製品寿命等に IPCC デフォルト

値を用いて、一次減衰法により算

定 

[AR] 農地・草地・開発地→森

林への人為的転用を対象 

[D] 森林→農地・草地・湿地・

開発地の人為的な転用 

[FM] 転用のない森林と湿

地・その他の土地→森林の人

為的でない転用を対象 

①標準偏差値：

<2% 

②生体バイオマ

ス+15%, -13%、枯

死 有 機 物 +49%, 

-19%、土壌+24%, 

-25% 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド 

・独自手法で多数の独

特な配置のプロット

を効率的に調査、衛星

データを活用 

・調査データによりＨ

ＷＰ蓄積量を推定 

①なし 

②南部（3地域）、

北部（3地域） 

・約 67,000プロット（9～14プロット/クラ

スタ、クラスタ間隔 3-9km） 

・NFI10（2004-08 年）より 5 年毎に計測、

最新データは NFI11（2009-13年） 

①NFI、航空・衛星写真 

②各土地利用に分類されるプ

ロット中心点数の比率を基に

面積を推定、5年移動平均によ

り各年の面積を推定 

・ゲイン・ロス法 

・NFI、伐採統計データと樹

種・土壌・地域別モデルによ

りプロット毎の増加量を算

定、伐採量等から算定した減

少量を差し引く 

・ゲイン・ロス法 

・NFI、土壌調査データ、伐採統計、

リター生成率、気象データと樹

種・土壌・地域別生体バイオマス

モデルを用いてリター生成量を算

定 

①ゲイン・ロス法：Yasso07モデ

ルを使用して枯死木と同時算定 

②ゲイン・ロス法：NFIデータを

用い、枯死木変化量と地下部バ

イオマス投入量から土壌分解量

を差し引く 

①ストックチェンジ法（木材製

品：Tier 3、紙製品：Tier 1） 

②木材製品インベントリ、建築物

ストック統計、建築・住宅統計等 

③木材製品は調査データと一次減

衰法により算定、紙製品はデフォ

ルト値を使用 

[AR] 森林への転用地を対象、

条約下と同算定方法 

[D] 森林からの転用地を対象 

[FM] 転用のない森林をすべ

て対象 

②生体バイオマ

ス 15.9%、枯死有

機物 24.10% 

オ
ー
ス
ト
リ
ア 

・1980年代より独自手

法により固定プロッ

トの計測を継続、近年

ARD活動調査NFI実施、

バイオマス・土壌モデ

ルを整備 

①3分類（針葉樹

林、広葉樹林、

非生産林） 

・約 5,600クラスタ（4プロット/クラスタ、

4x4km格子） 

・1961年より 5-10年間隔で実施 

・1981年から固定プロットを計測 

・最新データは 2007-09年、2012-14年（ARD

活動サイト） 

①NFI、航空写真 

②各プロットの土地利用区分

を基に NFI 実施中間年の面積

を推定、内挿法により毎年の

面積を推定、土地利用変化の

可能性があるプロットを空写

真判定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・生産林に対して、NFI、伐採

統計データと針葉樹 /広葉

樹・林齢別モデルによりプロ

ット毎に算定 

[枯死木] ストックチェンジ法

（Tier 3）:NFI データと針葉樹/

落葉樹別の幹材炭素量変換係数を

使用して算定 

[リター] ゲイン・ロス法： NF・、

土壌/気象データを用いてプロッ

ト毎に Yasso07で算定 

①ゲイン・ロス法：Yasso07モデ

ルによりリターと同時に算定 

②（排出なし） 

- [AR] 森林への転用地をすべ

て対象 

[D] 森林からの転用地をすべ

て対象 

[FM] （非採択） 

①統計誤差：±

0.2% 

②LULUCF分野

（1990-2002年

平均）：±152% 

ド
イ
ツ 

・別目的から整備され

た 5種類の面積情報を

用 い て な る べ く 内

挿・外挿をせずに毎年

面積を推定している

ため不確実性が低い。 

①なし 

②3分類（落葉樹

林、針葉樹林、

混交林） 

・約 20,000クラスタ（4プロット/クラスタ、

4x4km格子） 

・1987年より NFIを実施 

・NFI1987、NFI2002、NFI2012 は 2～4 年間

で実施 

・最新データは NFI2012 

①NFI、航空・衛星写真 

②NFI サンプリング点の森林/

非森林を確認して面積を把

握、NFI情報がない年は別レイ

ヤで森林/非森林を特定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・NF データと有効化済みモデ

ルより算定 

[枯死木] ストックチェンジ法 

・NFデータより、樹種、腐朽段階

別に変換係数で算定 

[リター] ストックチェンジ法：土

壌インベントリにおけるサンプリ

ング点の実測値より算定 

①ストックチェンジ法：土壌イ

ンベントリデータを使用し、リ

ターと同方法で算定 

②土壌調査マップを基に、排水

泥炭地面積と排出係数より算定 

- [AR] 1990年以降森林へ転用の

あった土地 

[D] 1990 年以降非森林へ転用

のあった土地 

[FM] 条約下の管理された森

林から ARを除く 

①1.234% 

②生体バイオマ

ス 56%、枯死木

107％、リター

125％、土壌 65％ 

フ
ラ
ン
ス 

・リターと土壌から吸

収・排出量を 0（Tier1）

とし、それの妥当性も

説明している。今後

Tier2 以上で推定する

計画の記載なし。 

①6分類（温帯・

熱帯広葉樹林、

針葉樹林、混交

林、ポプラ林、

非管理森林） 

・約 7,000プロット（1.41x1.41km格子、一

部の地域でより低密度） 

・1958年から 12年間隔で実施 

・2004年から系統的サンプリング法により 5

年周期で実施 

①航空写真 

②毎年サンプリング点の土地

利用を判読し、面積比率で推

定 

・ゲイン・ロス法 

・成長量と枯死量は 2 時点の

NFIから算定、伐採量は伐採統

計と NFIから算定 

[枯死木] ストックチェンジ法：

NFIデータを基に算定 

[リター] 伐採量の 10％が投入さ

れ、変化量は 0（年内に排出）と

仮定（Tier1） 

①②0としている（Tier1） - [AR] 1990年以降森林へ転用の

あった土地を対象 

[D] 開拓があった場所を全て

人為的とみなして計上 

[FM] 管理森林から ARを除く 

①LULUCF 分野：

30% 

②LULUCF 分野：

50% 

カ
ナ
ダ 

・各州のインベントリ

を統合、バイオマス土

壌 炭 素 動 態 モ デ ル

CBM-CFS3を構築 

・火災、虫害等の各種

統計データを活用 

①15 分類（生態

系ゾーン別） 

② 各 州管 理の

635 分析ユニッ

ト 

・1,150 地上調査プロット（20x20km グリッ

ド、手法は州によって異なる） 

・1981年に NFI（CanFI）を構築し、2006年

より NFC-MARSを運用 

・最新データは CanFI 2001、一部の州では

より最新データを使用 

①航空・衛星写真、NFI、各州

のインベントリデータ 

②写真プロットの土地利用率

から基準年の面積を推定（北

部では衛星利用）、基準年間の

森林減少速度を内挿して各年

の面積を推定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・NFI、各州データ、樹種/地

域別収穫表、伐採/火災/虫害/

気候データと植物体・土壌炭

素動態モデル CBM-CFS3を用い

て、州・生態ゾーン・主要樹

種/森林タイプ別に算定 

・ゲイン・ロス法（Tier 3） 

・NFI、各州インベントリデータ、

有用木材ライブラリデータ等と

CBM-CFS3を用いて、生体バイオマ

スと同時に算定 

①ストックチェンジ法（Tier 

3）： CBM-CFS3を用いて生体バイ

オマスの変化量と同時に計算 

②（他の排出源の排出に含めて

報告） 

①プロダクション法（Tier 2） 

②CBM-CFS データ、木材貿易デー

タ 

③CBM-CFS で算定した炭素量を入

力データとして蓄積変化量を算定 

- ②転用のない森

林 （ CO2 排 出

量）：190% 

ア
メ
リ
カ 

・３段階系統的サンプ

リングにより土地利

用からバイオマス・森

林健全度まで調査 

・調査データによりＨ

ＷＰ蓄積量を推定 

①なし 

②50 州を 11 地

域に分割 

[フェーズ 1]  1x1km格子 

[フェーズ 2]  約 12 万プロット（5x5 km 格

子、4プロット/クラスタ）、1998 年以降 5-10

年間で全固定プロットを計測、最新データは

州で異なる（2002-2012年の範囲） 

[フェーズ 3] 20x20km格子、森林健全度調査 

①航空・衛星写真、NFI、土地

利用データ 

②航空・衛星写真により写真

プロット（900万以上）の土地

利用を判定して積算（フェー

ズ 1） 

・ストックチェンジ法（Tier 3） 

・NFI（FIA）データを用いて、

森林タイプ別モデル（成分比

率法）により面積当たりの炭

素量を算定、プロットが代表

する面積を掛ける 

[枯死木] ストックチェンジ法

（Tier 2）：NFIと生体バイオマス

モデル/枯死木腐朽モデル等によ

り地域・森林タイプ別に算定 

[リター] ストックチェンジ法

（Tier 2）：NFIデータと林床腐朽

モデルにより、皆伐後年数、地域・

森林タイプ別に算定 

①ストックチェンジ法（Tier 

2）： NFI・統計値と腐朽モデル

により地域・森林タイプ別に算

出 

②（他の排出源の排出に含めて

報告） 

①プロダクション法（ストックチ

ェンジ法・大気フロー法でも試算） 

②主要製品生産量、製品寿命、廃

棄物量、貿易量 

③調査結果から算定した製品寿命

と一次減衰モデルを用いて算定 

- ②森林吸収量：

-16.5%, +16.4%、

ＨＷＰ：-26.9%, 

+23.5%（合計：

-15.3%, +15.2%） 

NZ 

・4 サブカテゴリー別

に最適なアプローチ

を採用、リモートセン

シングを活用 

①4 分類（1989

年以前の天然林

/植林地、1990

年以降の天然林

/植林地） 

[1989 年以前の天然林] 1,256 プロット

（8x8km 格子）、NFI は 2002-07 年と 2014 年

実施 

[1989年以前の植林地] 192プロット（8x8km

格子、4 プロット/クラスタ、一部に LiDAR

プロットを設置）、NFIは 2010年実施 

[1990 年以降の天然林] 約 20 プロット

(4x4km格子)、 2012年に調査 

[1990 年以降の植林地] 342 プロット(4x4km

格子)、NFI は 2007-08 年と 2011-12 年に実

施 

①航空・衛星写真、土地被覆

データベース等 

②航空・衛星写真等から基準

年の土地利用図を作成し、面

積を把握 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・天然林は NFI 地上調査デー

タと樹種別モデルによりプロ

ット毎の炭素蓄積変化量を算

定、植林地は NFI/LiDAR デー

タに基づいて収穫表を作成

し、炭素蓄積量を算定 

・ストックチェンジ法（Tier 2） 

・天然林は、NFIデータ（枯死木）

および実験データ（リター）を用

いて算定 

・植林地は、生体バイオマスと同

様に収穫表を基に算定 

①ストックチェンジ法（Tier 

2）：土壌炭素モニタリング、国

家土壌データ等を基に、国固有

データ及びモデルにより算定 

②ストックチェンジ法（Tier 

1）：土壌分類、気候データより

有機質土壌面積エリアを把握

し、排出係数を掛ける 

- [AR] 条約下報告の「1990年以

降の植林地」における成長量

及び森林への転用等に伴う排

出から算定 

[D] 条約下報告のすべての森

林の伐採に伴う排出等から算

定 

[FM] （非採択） 

①4.0～7.0% 

②4.6～44.3% 

（森林タイプに

よる） 
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