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第15章

排出係数
土地利用変化を二酸化炭素推定量に換算する
ルイ・V・ベルショ、
カマラクマリ・アニータ、
エリカ・ロミジン、
マーチン・ヘロルド、
クリステル・ヘルゴーラッチ 著

•

ほとんどの熱帯の国では、国や地域に特有な情報が欠落しているため、土地利用
変化による森林減少や森林劣化面積推定値から炭素蓄積量の変化を推定するこ
とが難しい。
そのため国家REDD+プログラムとREDD+実証活動の両方において、
排出量と吸収量の的確で精密な推定ができない。

•

ほとんどの非附属書I国では、林業とその他の土地利用分野での温室効果ガス・
インベントリ調査を改善させるための森林インベントリ調査とその他の測定を実
施する能力の構築はゆっくりとしたものである。

•

上述の制約は、準備期間に協調的で、標的を絞った投資がなされ、生産的な協力
関係がREDD+実施国や国際機関、先進国の先端的な研究機関の間で発展すれ
ば、克服できるであろう。

15.1 はじめに
どんな成果主義の仕組みでも、活動実績を測る能力が実施上の必要条件である。
REDD+では、排出削減量の正確な測定がこの課題の一部である
（第13章参照）。森林
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減少と劣化による排出量を正確に評価する能力をもたない国々では、REDD+の実施
に向けてさまざまな組織、団体が測定システムの開発に取り組んでいる。各国は排出
量を評価するための２種類のパラメーターを必要とする。
「活動データ」は測定・報告・
検証（Monitoring, Reporting and Verification: MRV）に関する専門用語で、排出や吸
収につながる人間活動の規模を示す。REDD+において、
これらのデータは通常、ある
管理条件下の森林減少や劣化の土地面積を指す。
ただしこれ以外のことを指すことも
あり、例えば肥料などの投入量を示すこともある。土地利用と土地利用変化に起因す
る炭素蓄積量の変化やその他の温室効果ガスの排出量の推定のために、バイオマス
が増加している森林地域における吸収量も含めて、各国は、いわゆる‘排出/吸収係数’
（以下、略して排出係数）を必要とする。排出係数は、関連するすべての炭素プールに
おいて、該当するすべての温室効果ガス（GHG）の単位活動あたりの排出量と吸収量
を表す。例えば、ある特定の年に伐採による森林減少が生じ、ヘクタールあたり平均で
200トンの炭素を失った森林が2,000ヘクタールとすると、その国はこれら二つのタイ
プのデータをかけ合わせることによって、森林減少による排出量を推定できるであろ
う。
また、その後の土地利用においても、炭素の貯蔵や温室効果ガスの排出（例えば、
肥料からの亜酸化窒素や家畜からのメタン）があり、土地利用と土地利用変化からの
影響と以前の影響を推定する際には、
これらを考慮しなければならない（参照排出量
については第16章を参照）。
多くの取り組みは、森林減少や再植林、森林劣化を検出するリモートセンシング
技術の改良を活動に含んでいる。いくつかの取り組みは、森林減少と森林劣化の国家
的、
あるいは、国際的な測定とモニタリングシステムの改良に尽力してきた
（Achard et
これらの努力によって、森林減小面積の定量や、劣化した
al. 2002; Bucki et al. 2012）。
森林面積の検出、再植林面積の計測などの技術が向上している。
しかしながらこれら
の手法のほとんどは、多種多様な生態系に対応した信頼できる排出係数がないため
に、推定面積を排出量や吸収量に変換する問題でつまずいてしまう。排出推定の不確
実性の60％くらいは、森林とその他の土地利用システムにおける炭素蓄積量につい
ての知見が乏しいことに起因することを研究は示唆している
（Houghton et al. 2000;
Baccini   et  al.  2012）。
REDD+の準備フェーズの一部として、土地利用と土地利用変化に関連した炭素蓄
積量とGHGフラックスについてわれわれの知識を高めることは、いくつかの理由から
重要である。知識の向上は、取り組みの活動目標をよりよく見定めて、実施効率を向上
させるための助けとなるであろう。
また、
ある活動が排出量削減について誤った主張を
導かないように確認することで利益配分体制を向上させ、真の削減量に対して適切と
考えられるクレジットの発行を助けるであろう。
本章の目的は、熱帯生態系において、土地利用変化の重要なタイプと主要な炭素
プールの排出係数の欠落によってもたらされるMRVへの制約を精査することである。

排出係数

まず、
この分野において、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）による温室効果ガ
スのインベントリ調査の方法を支持する重要な概念と優れた実践（Good practice）の
ための勧告の概観からはじめる。次に、
この枠組みにおいて排出係数の重要性を確認
し、熱帯生態系における制約と、その解消に役立ついくつかの最近の進展について検
討する。最後に、
さまざまなステークホルダー（利害関係者）の役割を検討し、
さらなる
削減を目指したMRVの課題を解決するための投資の優先順位を分析する。

15.2

IPCCとUNFCCCとREDD+の関係の紹介

温室効果ガスのインベントリ手法開発の主要な成果は、IPCCの国別温室効果ガ
ス・インベントリ・プログラム
（NGGIP）によって主導され、1994年に国家GHGインベン
トリのための最初のガイドライン一式が発行された。
このガイドラインは1996年に改
訂された
（GL1996）。
それらは、
さまざまなセクターにおける排出と吸収の国家全体の
推定値を得るための枠組みを提供し、今でも、国家的な温室効果ガスのインベントリ
調査の基礎となっている。
しかしながら、不確実性の最もよい取り扱いについてのさら
なるガイダンスが必要となり、そのため、各国が「過大でも過小でもないという意味に
おいて正確と判断され、実行可能な範囲まで不確実性が抑えられた」インベントリ調
査を行った
（IPCC 2000）。
このことは「…わかりやすく、詳細に記録されていて、時が経
過しても一貫していて、完全で、比較可能で、不確実性を評価し、品質管理と保証を条
件とし、調査機関にとって入手可能な資源の利用において効率的で、そして、
よりよい
情報が利用できるようになるにつれ不確実性が次第に低減するインベントリの開発」
において各国を支援する、
グッド・プラクティスに関する二つの補足的な報告書の開発
につながった
（IPCC 2000; 2003）。
「温室効果ガス国別インベントリにおけるグッド・プ
ラクティス・ガイダンスおよび不確実性の管理」
（GPG2000）が2000年に発行され、農
業を含むいくつもの活動分野にわたるインベントリを編纂して更新し、
ガイドラインも
提供された
（IPCC 2000）。
「土地利用、土地利用変化と林業分野に関するグッド・プラク
ティス・ガイダンス」
（GPG-LULUCF）は2003年に発行された
（IPCC 2003）。
「グッド・プ
ラクティス」の報告書はIPCCのガイドラインに代わるものではなかったが、追加のガイ
ダンスや改訂を提供し、
ガイドラインを補完し、矛盾しないものである。
2006年に、IPCCはGPG2000およびGPG-LULUCFをもとにし、GL1996の改訂版を
公表した。
この改訂されたガイドライン（GL2006）は、大部分の土地利用分野から生じ
る排出のより包括的なインベントリを実現するために農業、林業、その他の土地利用
において一貫した調査手法を用いることを勧めている。
2009年にコペンハーゲンで行われたCOP15（第15回気候変動枠組条約締約国
会議）によって採択された決議において、UNFCCCはREDD+の枠組みに参加すること
を望んでいる各国に対し
「人工林で、森林炭素貯蔵能力や森林面積の変化による温室
効果ガスの供給源からの排出とシンクによる吸収を推定することを基礎としてCOPに
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よって採択あるいは推奨されたIPCCによる最新の手引きと指針を、適切に用いる」
こ
とを求めた。
こうして、GL1996とGPG-LULUCFは、REDD+の現時点の取り組みのため
の枠組みを提供している。
しかし、
これらのガイドラインを使用するのと同様に、2011
年のダーバンにおけるCOP17の決議は、UNFCCCに2015年までにGL2006を採択し
て利用する運びとなり、それらのガイドラインがともに利用可能である。
インベントリ調査の手順の基本的な構造は、次の簡潔な式にまとめられる。

（排出量）= A・EF
この方程式は排出量の推定を発展させるために必要なデータのタイプについ
て はじめに で述べたことを定式化していたものである。式中のAは活動データを示
す。IPCCは、特定のイベントリ調査の状況における必要性に応じて採用できる、活動
データを得るための三つの可能な方法を提供している
（第14章参照、IPCC 2006）。式
これらの係数はしばしば測定データの標本に基づ
中のEFは排出係数を表している。
き、その標本は、土地利用の変化と密接に関係するある活動（例えば、森林から草地へ
の転換）による排出、
あるいは、森林修復のように土地利用のカテゴリーが変わらない
土地（例えば修復された森林）
での排出を代表する排出速度を得るため平均化されう
るものである。
ほとんどの場合、インベントリ調査は五つの炭素プールを網羅する。すなわち、地
上部のバイオマスと地下部のバイオマス、枯死木、
リター、土壌有機物である。IPCCは
活動データと排出係数の両方の推定に適用されるために必要な厳格さの水準を決定
するために主要カテゴリーの概念を用いる
（IPCC 2000）。主要な供給 / 排出のカテゴ
リーは、絶対量のレベルの傾向、あるいは排出や吸収の不確実性による温室効果ガ
スの推定値に大きな影響を与える活動と炭素プールの両方またはいずれか一方であ
る。温室効果ガスのインベントリ調査において、主要なカテゴリーは優先的な扱いを
受ける。概して、主要とみなされない供給源もしくは吸収源は、インベントリ調査の不
確実性の10%未満、
または総排出量の５%未満しか占めない。主要なカテゴリーの排
出と吸収の推定には詳細な方法が用いられる必要がある。主要なカテゴリーの分析
は以下の決定を必要とする。
•

どの土地利用と管理活動が重要か

•

どの土地利用、
もしくは家畜のサブカテゴリーが重要か

•

さまざまな炭素プールからの、
どの排出、
もしくは、
どの吸収が重要か

•

二酸化炭素以外のどの温室効果ガスが、
またどのカテゴリーから発生するものが
重要か

•

どの方法（以下のTierの記述を参照）が報告に必要か

排出係数

IPCCは、報告書作成のために三つの「Tier（段階）
」
も設定している。Tierは、各カテ
ゴリーからの排出と吸収の推定に必要とされる方法論の複雑さを示し、各国のインベ
ントリ全体への影響、データの利用可能性、その国の状況に基づいて決まる。インベ
ントリ調査の編纂者が、不確実性や、排出を説明する土地利用の主要なカテゴリーに
は、Tier 2あるいはTier3の方法を適用し、主要とみなされないカテゴリーにはTier 1
の手法を用いるよう、IPCCは推奨している
（図 15.1）。
Tier 1は最も簡単な方法で、国または地域固有の排出係数がない場合に、主要と
みなされないカテゴリーに適用できる。
インベントリ調査の編纂者は国や地域におけ
る固有の活動データを用いなければならないが、未知の不確実性を伴う場合には全
球規模で設定された排出係数の標準値を利用することができる。Tier 1の方法は、編
纂者にインベントリを完結させることを可能にし、
さらに、すべての排出量や吸収量の
ごく一部分だけ、
もしくは不確実性のごく一部だけを説明する活動カテゴリーのデー
タ収集の投資を避けさせる。Tier 1で求められた排出源カテゴリーの不確実性の推定
は、統計学で用いられる誤差伝播方程式で計算できる。
Tier 2の方法は、Tier 1と類似した枠組みにしたがう。国または地域に固有の活動
データが使われ、国または地域に固有の排出係数を用いて排出量と吸収量が推定さ
れる。Tier 2では、時間的、空間的により高い解像度で、
より細分化された活動データ
が通常は用いられ、気候や地質について下位の区分地域を用い、特別な土地利用や
家畜のカテゴリーに固有の排出係数が関連付けられる。

主要でないカテゴリー

主要カテゴリー

排出

Tier3の手法

排出

吸収

Tier２の手法

吸収

Tier１の手法

費用と実現可能性
既知

正確さと不確実性

未知

図15.1 インベントリ調査のとりまとめにおける主要カテゴリーと各Tierの水準の関係、および
正確さとコストのトレードオフ
（Maniatis and Mollicone 2010を改変）
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Tier 3の方法は、空間的に明快で解像度の高い土地被覆動態に関するデータを
必要とする。Tier 3は、
より高次の方法を用い、モデルや継続的なインベントリ調査の
測定システムを含んでいる。土地利用変化が生じた土地面積は、少なくとも統計的に、
通常経時的に追跡されうる。ほとんどのモデルは、成長と老朽、死亡などの局面におい
て気候条件と関連した変動を含み、年次変動を伴った推定ができる。
モデルは品質検
査と検証に耐ええなければならない。Tier 3は、偏りを減らして精度と正確さに関して
質の高い結果を提供し、複雑なシステムをよく再現する。Tier 3の方法を実施するため
の主な制約は、質の高いデータセットをつくることと地域固有の測定の労力および費
用である。

15.3

IPCCによる排出係数開発方法

IPCCは、
インベントリ調査の関係式のための排出係数開発に二つのアプローチを
もっている。いかなるプールにおいても炭素蓄積量の変化は成長量－損失量法（gainloss method, デフォルト法とよぶこともある）
とよばれるアプローチで推定でき、それは
すべての炭素獲得や損失に適用しうる
（IPCC 2006）。獲得は成長もしくは他のプール
への炭素の移動（例えば、地上部バイオマスの炭素プールから伐採による枯死有機物
プールへの炭素の移動）による。損失はあるプールから他のプールへの炭素の移動
や、分解、伐採、燃焼などによる排出で生じる。
このシステムでは、移動で生じる収支が
重要である。なぜなら、
あるプールから他のプールへの移動は、提供元となるプールか
らの損失と、受け手側となるプールへの等量の獲得と等しいからである。
したがって、
二酸化炭素の吸収とは大気中から炭素プール（通常はバイオマス）への移動であり、
二酸化炭素の排出は炭素プールから大気中への移動である。
2番目のアプローチは蓄積変化法（Stock–Difference method）
とよばれ、関連のあ
るプールにおける炭素蓄積量が二時点で測定され、炭素蓄積量の変化を決定する。
一般に、炭素蓄積量の変化はヘクタールあたりで推定され、その値に個々のカテゴ
リー（活動データ）の総面積を乗じ、
プールにおける全貯蔵量の変化の推定を得る。
し
ばしば、活動データは国の総計を表す形となるかもしれない（例えば、収穫木材をm3
で表す）。そして、
この場合、地上バイオマスプールの貯蔵量変化の推定は活動データ
から直接計算され、その後に適当な係数を適用して炭素重量を示す単位に変換する。
特定の土地利用カテゴリーに対して蓄積変化法を用いるとき、面積の変化を伴う場
合の貯蔵の変化推定との混同を避けるため、時間t1とt2においてカテゴリーが同一で
ある土地の面積を確認することが重要である。表15.1は、地上部バイオマスについて
Tier 1の標準値がどのようにIPCCの標準値に由来しているかという例を示している。

地下部
バイオマス†

260

120

70

熱帯湿潤地方
の落葉性森林

熱帯乾燥林

熱帯灌木地

表6.4中

表4.4中

表4.4中

0.46

0.46

0.46

0.46

得た草地の値

炭素密度

地下部バイオマスと地上部バイオマスの比に基づく

表4.7中 アフリカの森林の値より作成

炭素密度‡
Mg C Mg d.m.-1

森林

各森林タイプの地上部と地下部のバイオマスの総炭素蓄積量の差

GL2006

§

¶

GL2006

GL2006

GL2006

‡

†

*

28

34

52

115

Note: 1 Mg = 1 tonne, d.m. = dry matter.乾燥重量

310

熱帯雨林

Mg d.m. ha-1

地上部
バイオマス *

よって算出（IPCC 2006）

45

71

144

195

Mg ha-1

バイオマス
プールの炭
素蓄積量

9

9

16

16

Mg d.m. ha-1

地上部と地
下部の総バ
イオマス量§

0.47

0.47

0.47

0.47

Mg C Mg d.m.-1

炭素密度  

草地/牧草地

4

4

8

8

Mg ha-1

バイオマス
プールの炭素
蓄積量

41

67

136

188

Mg ha-1

バイオマス
排出係数¶

表15.1 アフリカにおける各森林タイプを草地に転換した場合のバイオマス
（地上部と地下部）のTier 1の排出係数。炭素プールの標準値と蓄積変化法に

排出係数
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成長量－損失量法は、経験的な研究に由来する貯蔵量と流量の係数を用いる生
態モデリングのアプローチに向いている。
このアプローチは、蓄積変化法よりも年次変
動を平滑にする程度が大きい。両方の方法はそれぞれ根拠がしっかりしており、長期
にわたって比較可能な結果を提供するはずである。ただし、それぞれは、特定のプー
ルにより適している。例えば、森林インベントリ調査を基礎とする蓄積変化法のアプロ
ーチは、地上部バイオマスの炭素量変化の推定に、最も実用的である
（Brown 2002;
その他のプールには、例えば泥炭中の土壌と有機物の炭素プー
Qureshi et al. 2012）。
ル（Box15.1参照）
では、成長量－損失量法の方がより実用的である。図15.2は両方の
方法を用いた排出係数の算出の手順を要約している。
どちらの方法を適用する場合で
も、
まず景観の中で意味のある階層化を実施し、
どの活動とプールがより上位のTier
の計算を必要としているか、そして、
どれがTier 1の方法でも対処できるか決定するこ
とが求められる。
そして、対象とする生態系と管理システムを代表する推定値を提供で
きる方法で、
データは収集、編纂されるべきである。

15.4
15.4.1

排出係数の現状と改良の機会
MRV能力と排出係数

CIFORによるREDD+に関する国際比較調査Global Comparative Study（GCS）
（付
録参照）の一環として、われわれは、99カ国の熱帯の非附属書I国で、MRVの能力の分
析を行った。本研究は各国のいくつかの能力（例えば、
リモートセンシング、森林インベ
ントリ調査、炭素蓄積量の評価）
と国の契約事項の完遂度合い（例えば、国の報告書の
完成、UNFCC REDD+の技術面における交渉）について採点した。本研究はさらに、各
国におけるREDD+の取り組むべき課題（例えば、火災発生率、泥炭土壌の存在、高い
炭素密度など）
と、
リモートセンシングにおける課題（例えば、雲の多さや山がちな地形
など）
を採点した。格差が課題と能力のスコアの差を用いて計算され、各国はそれぞれ
のスコアの大きさに基づいたカテゴリーでグループ化された。
IPCCのガイドラインにしたがって第3フェーズでは排出削減量に応じた支払いが
求められるが、そのようなREDD+の実施成績を測ることにおいて、大多数の国では完
全で正確な国家レベルのモニタリングを実施する能力が欠けていることを分析は示し
ている
（Romijn et al. 2012）。調査対象の49カ国は非常に大きな能力格差があり、4カ
国のみは能力格差が小さかった。
これらの後者の国々は、すでに森林面積変化の測定
や成長する蓄積量と森林バイオマスに関する国家の森林インベントリ調査を実施す
るための十分な能力をもっていた。能力格差が大きい国において、問題は、UNFCCC
のREDD+のプロセスでの限定的な契約に由来していて、IPCCのガイドラインを適
用した経験がなく、Tier 2のインベントリにふさわしいデータが使えないことである
（Hardcastle et al. 2008; Herold 2009）。技術的、政治的、制度的な観点での能力が不

排出係数

Box 15.1 成長量－損失量法を使用した熱帯泥炭地の排出係数推定能力改良
インドネシアは世界最大の温室効果ガス排出国の一つで、国家の排出量のおよそ80%
が土地利用と土地利用変化から生じている。島嶼部東南アジアの泥炭湿地林の森林減少速
度は、その他の森林タイプの減少速度の2倍である(Miettinen et al. 2011）。
このため、泥炭
地における土地利用変化からの温室効果ガス排出量を算出することは重要である。泥炭か
ら失われる炭素量の推定は大きな懸念である。最近の推定は、泥炭湿地林をアブラヤシ農園
に転換した場合の炭素損失は全体の損失量の63%以上にのぼることを示唆している。バイオ
マスからの損失は158Mg C ha-1にのぼり、
アブラヤシ農園のローテーション期間の25年間
にわたっての泥炭からの損失は270 Mg C ha-1に達する
（Hergoualc’h and Verchot 2011）。
泥炭の損失量は炭素蓄積量の変化（蓄積変化法）や、炭素の流出量の変化（成長量－損
失量法）
を測定することによって、算定できるであろう。土地利用変化に続く、土壌炭素蓄積量
変化の正確な推定値は、泥炭の深さすべてにわたる土壌断面の炭素蓄積量の測定を必要と
する。
というのは、変化はより深いところの排水された土壌に生じるからである。鉱質土壌と異
なり、損失は地表から30cmまでに限定できないのである。実際に、排水と泥炭の沈下、火災
が組み合わさり、同時に生じる、物理的、化学的な活性が、土地利用の変化の前後でどの土
壌の層を比較すべきなのか、決めるのを困難にしているかもしれない。
したがって、泥炭土壌
の表層だけを調査することは、土地利用変化に伴う泥炭中の炭素蓄積量変化の比較研究に
有効な方法ではないことは明らかである。その上、東南アジアのほとんどの泥炭地形はドー
ム形をしている。そのため、土地利用の変化の前後で、
ドームの内側に代表的で持続的な地
点を選択することが、排出量や吸収量の誤った推定を避けるために必要である。多くの景観
において、泥炭ドームの所在地を示す地図が欠如していて、そこに行き着くまでに制約があり
（手つかずの泥炭地は往々にして辺ぴなところにあり、たどり着くのが困難である）、許可に
制約があるために、適切なサンプリングの体系を開発することは、特に大きな課題である。
上述の問題のために、土地利用変化後の泥炭からの炭素の損失量を算定する方法は、
成長量－損失量法である。
この方法は、主要な炭素のインプット
（リターフォールと根の枯損）
と、主要なアウトプット
（土壌における従属栄養生物の呼吸速度と火災による損失、
メタンの
生成、浸出、水分流出、浸食）についての知識を必要とする。
これらの一連の流れは、炭素蓄
積量の変化よりも、精度よく、偏りなく、
より容易に推定できる。土壌呼吸は泥炭からの炭素損
失の指標として役に立つかもしれない。
しかしながら、泥炭がどれだけ炭素を失うのか、ある
いは、吸収するのかを推定するためには、従属栄養生物相の構成が推定され、損失が獲得に
対してどれほどの量であるか、算定されなければならない。土地利用の変化に伴う排出量と
吸収量の算出のために、土地利用の変化の前後の炭素獲得と損失の収支は比較されるべき
である。
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排出/吸収係数

炭素の獲得/損失データの収集

炭素蓄積量データの収集

活動/要因によるデータの収
集計画の開発

炭素蓄積量を測定するサンプ
リング手法の開発
相対成長式、バイオマス拡
大係数、インベントリ調査
データ、調査プロット、
デー
タの欠損などの既存デー
タの編纂と評価
炭素蓄積量のサンプリング対
象地域の決定（土地利用変化
図の開発可能性)

抜き切りされた材木/燃料とす
る木の体積と再成長速度の既
存データの編纂と評価
炭素フラックスのサンプリン
グ対象地域の決定
• 植林/成長
• 伐採/収穫の影響
• 開墾
• 野火

正確さ/精度の目標とQA/QCの実施要項の定義（QA：品質監査、QC：品質管理)
考慮すべき主要な炭素プールやフラックスの分析
景観の階層化
• 活動/要因による
• 炭素の影響による
空間データの編纂と層化係数の開発
蓄積変化（Stock-Diﬀerence）法

成長量-損失量（Gain-Loss)法

図15.2 排出係数の推定手順（Meridian Institute 2011aを改変）

十分で、森林面積変化とそれに伴う炭素蓄積量の変化の完全で正確な推定ができな
いことをこの研究は報告し、REDD+のメカニズムが多くの国の技術担当部局の経験を
超えた要求を作り出していることをも示した。
この能力の格差は、国連食糧農業機関（FAO）によって近年実施された二つの世
界的な調査である森林資源評価Forest Resources Assessments（FRA）
（FAO 2006;
2010）の調査間でも明らかであった
（FAO 2007; Mollicone et al. 2007）。Marklund
and Schoene（2006）は、FRA2005に対する各国から報告を分析し、
データの質と信頼
性に大きなばらつきがあることを見いだした。ほとんどの国には満足のいく森林イン

排出係数

ベントリデータがなく、炭素蓄積量の推定を変換係数と標準値に頼っている。
インベン
トリデータをもつ国のうち、ほとんどの国がある時点に１カ所の測定しかしていなかっ
た。FRA 2005に報告を行った229の国と地域のうち、143のみがバイオマスに含まれ
る炭素量を報告し、50のみがリターと土壌が含む炭素量を報告した。34カ国では炭素
蓄積量の情報がなかった。FRA 2010ではいくばくかの改善があった
（Box 15.2参照）。
もう一つのGCS研究で、CIFORは、
ラテンアメリカ
（7カ所）
、
アフリカ
（7カ所）
、東南ア
ジア
（3カ所）にわたる17のREDD+実証サイトを調査した。
プロジェクトの53%はTier 2
のアプローチで要求されるサイト固有もしくは、その国固有の相対成長式を地上部バ
イオマスの評価のために使用していることがわかった。
プロジェクトの47%は熱帯全体
を対象として一般化された式を使用している。
これらのプロジェクトでは、その他の炭
素プールはあまり重要ではないが、それでも、純排出量のかなりの部分を占める。
これ
らのプールのインベントリ調査を行う能力はもっと低いことさえあることは驚くにあた
らない。
プロジェクトチームの24％だけが、地下部バイオマスの推定の方法に精通し
ていた。41％のチームが枯死木の炭素測定を扱う方法に精通していた。ほとんどの回
答者はリターと土壌の炭素プールについて、IPCCによる標準値の一覧を使うか、
これ
らのプールを無視する計画であった。調査対象のプロジェクトのほとんどはさまざまな
プールの炭素量を扱うための十分な情報を所持していなかった。例外はブラジルのプ
ロジェクトであった。
サイト固有の相対成長式を用いて、地上部バイオマス
（Higuchi et
と、地下部バイオマスおよび枯死木（Silva 2007）の係数を推定し
al. 1982; Silva 2007）
ていた。
リターはTier 1の標準値を用いて推定された。
そのプロジェクトは土壌炭素プ
ールのインベントリは行わない方針である。
最後になるがREDD+プロジェクトのためのMRV手法開発は、森林の専門家によ
るリモートセンシングと地上のインベントリ調査に焦点の大半をあてている
（GOFCGOLD 2010）。
これらは費用がかかるだけでなく、そのあとに続く場面、すなわち、
プロ
ジェクトの実施状況を報告するために、必要とされるスケールで、実際に現地で展開し
ていく場面において有効性に限界があるかもしれない。REDD+が実施されている土地
に住む、あるいはその土地に生活を依存する人々の関与がないという問題に向かい
合い、
コミュニティーの参画によるMRVの試行が進展した
（Box15.3参照）。実用的な
アプローチが開発されつつあり、モニタリングに地域住民を効果的に参加させる試み
が実施されている
（Skutsch 2010）。

15.4.2 バイオマス炭素プールのための排出係数
蓄積変化法や成長量－損失量法を実施するために、
インベントリ調査の編纂者は
土地利用と土地利用変化に伴う純変化量の排出係数を算出できるような、森林と非
森林の生態系に関するデータを必要とする。木本植生が乏しい、
もしくは、全くない農
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Box 15.2 FRA2005からFRA2010の間の進展の根拠
2005年と2010年のFAOによる森林資源調査(Forest Resources Assessment, FRA）の報告
の間で、モニタリングの能力についてのささやかな進展が見受けられた。図15.3はさまざまな
プールにおける炭素について報告する能力の変化を示している。2005年にはモニタリングの能
力全般にわたって、大した発展がなかったアフリカ諸国において最も多くの能力向上が認められ
た。
これらの国が一つだけの炭素プール（地上部バイオマス）
を報告していたのに代わり、2010
年には二つの炭素プール（地上部バイオマスと土壌）
を報告したという事実に進展が通常結びつ
いた。
しかし、彼らは依然としてIPCCの標準値を用い、Tier 1のレベルで報告している。森林面積
の変化をモニタリングするためのリモートセンシングの能力と時系列データの利用は2005年か
ら2010年の間にわずかに増加した。森林インベントリ調査の能力も、
この期間にわたってほとん
ど進展を示さなかった。いくつかの国においては内政事情のためにモニタリング能力の低下が見
受けられた。
FRA2005とFRA2010の報告の期間にモニタリング能力のめざましい進展が欠落しているこ
とは、REDD+による能力向上のための取り組みが、
まだ国家の報告能力に大きな影響を及ぼして
いないことを示唆している。国際社会はこの状況を変えるために、能力格差に取り組み、人的およ
び財政的資源をもっと多くあてる必要がある。

2005年と2010年の相違
増加
変化なし
減少

図15.3 FAOによるFRA2005とFRA2010に見られる99の熱帯の非附属書I国の五つの森
林炭素プールを報告する能力の変化
Source：Romijn et al.（2012）

排出係数

Box 15.3 世界規模から地域規模へのREDD+のMRVの取り組み：地域社会と政府を
結ぶアプローチ
フィン・ダニエルセン、ネイル・D・バージェス、マーチン・エンゴフ

近年、森林バイオマスに関する地域のデータを収集するためのマニュアルが数多く開
発されてきた
（Verplanke and Zahabu 2009; Subedi et al. 2010; An et al. 2011; UN-REDD
Programme 2011b; Walker et al. 2011）。地域の人々は地上部のバイオマスと森林利用のデー
タを信頼に足る収集をすることができ、
またIPCCのより高次の報告をするTierにおける要求にも
応えることができるということをいくつもの研究は示してきた
（Danielsen et al. 2011）。
地域社会のREDD+のMRVへの取り組みは、森林区域がなんらかの形で地域社会の体制の
もとにあり、資源の権利が政府に認められていて、森林区域の管理に地域の関心が高いところで
は、特に有用である。地域社会が関与することは、国家的なREDD+の実施を地域の意思決定と森
林管理に結びつけることを助ける
（Danielsen et al. 2010）。
さらに、REDD+が地域社会の森林を
保有する権利を間接的に衰えさせる危険性を抑える。
そして、REDD+イニシアチブの透明性を高
め、説明責任を促し、公正な統治と利益分配にも貢献する。
ここで生じる疑問は、地域におけるREDD+の効果のモニタリングと国家的なREDD+の実施組
織によるモニタリングをどのようにうまく統合するかである。過去、ほとんどの地域社会の森林の
モニタリングのイニシアチブは局在していた
（Fry 2011）。地域社会の体制が、国家規模にスケー
ルアップされた例は今までにはない。
地域社会と国家のREDD+のモニタリングを効果的に結ぶために、地域社会のモニタリングが
国家のMRVイニシアチブにデータを与えるような仕組みが必要となるであろう。国家REDD+プロ
グラムは地域社会が労働に対して補償することをも確実にすべきである。REDD+のMRVへの地
域社会の参加は、国家REDD+プログラムの地域社会によるモニタリングの発展に向けた、十分な
資金とスタッフの配置という国家政策によって支援されるべきである。
ほとんどの国では、地域社会を基盤とした組織がすでにコミュニティー森林のモニタリングを
経験している。
これらの組織や地域社会を代表するその他の機関は、国家的なREDD+プログラム
における地域社会によるモニタリングの実施に向けて、企画や開発、先導において中心的な役割
を担うように支援されるべきである。最初は小さなことからはじめ、何が機能しているのか見きわ
めながら、経験を積むごとに拡張していくことが望ましい（Herold and Skutsch 2011）。
次ページに続く
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Box 15.3 前ページより続く
国家的なレベルで、国内のすべての場所で同じアプローチが用いられるように、住民による
森林モニタリングのための最低限の基準が必要である。その基準は、未加工のデータ
（樹木の周
囲の測定値、材の密度）
と補助的な情報（位置、
日付）のフォーマットを指定するべきだ。森林資源
の状態や森林のガバナンスについてのデータに関するどんな追加的な要求事項も細かく指定さ
れるべきだ。基準は、いつ、
どのようにデータが地域社会を基盤とした組織から政府へ受け渡され
るべきか記述するべきである。加えて、
どのようにデータを収集し、検証し、審査し、加工し、分析す
るかも規定すべきである
（Pratihast and Herold 2011）。
データの質の審査では、他の情報源か
ら得たデータセットから無作為抽出したものとの比較が求められる。国家的なREDD+プログラム
は、地域社会を基盤とした組織と地域社会に、近隣の森林地帯での森林減少と劣化からの炭素
排出の移転の兆候についての情報を伝えるべきである。
政府職員にデータについての疑問点に関して地域社会へフィードバックを提供するための
時間を与えたり、生じうるどんな土地管理の問題でも解決することを支援したりすることは重要な
ことである。国家的なREDD+専門員による定期的な地域社会への訪問が必要となるであろう。可
能ならば、参加型農村調査法の技術をもち、地域住民と対話をかわしたことのある経験豊かな政
府職員を携わらせることが有用であるだろう。

地および草地生態系の場合、バイオマスを推定することは技術的に難しくない。世界各地の
農業分野の大学と研究機関によるほとんどの農学の研究は、単なる収穫量ではなく、総生産
量を測定している。大部分の耕作地のバイオマスの標準値を決めるためには、文献調査が必
要となるであろう。
しかし、多くの非附属書I国では、文献調査は困難である。
というのは、
これ
らの情報はしばしば灰色文献において見いだされ、国際的に直ちに利用できないかもしれな
いからだ。管理された牧草地や原生的な植生の放牧地のバイオマスと生産力は測定されてい
る。バイオマスの炭素プールを求めるための技術的な課題は、樹木の多い植生のバイオマス
を推定することである。
排出係数の改良を制約する主な理由の一つは、適切なバイオマス関係式の欠如であり、
適切な式は、従来の森林インベントリ調査においてプロット規模で収集されたデータをバイ
オマス推定に転換し、
さらに炭素量に転換するものである
（IPCC 2006）。最も一般的なバイオ
マス推定式 ―相対成長式（アロメトリー式、 allometric equations）― は、バイオマスを推定
するために、直径や樹高のような、樹木の簡単に測定できる寸法を用いる。サブサハラアフリ
カの850の相対成長式のレビューは、その地域の樹種のわずか１%未満しか国の固有のモ
デルをもたず、根のバイオマスに関しては全体の２％に満たないことを明らかにした
（Henry

et al. 2011）。
さらに、七つの樹種が利用できる関係式の20%を占めた（すべての関係式は
Carboafricaのオープンアクセス・データベースで入手可能：www.carboafrica.net）。
したが

排出係数

って、われわれは、多くの種について種ごとにサンプルを採取していなければ、検証されて
いない式に頼らざるを得ない。そのレビューは、ほとんど常識的な範囲に収まらない値を出
すことから、利用可能とされる式の質をも疑問視している。著者らはサブサハラアフリカ諸国
に、IPCCのTier 2あるいはTier 3アプローチのもとで、森林炭貯蔵量やそのばらつきを評価す
る国家的に適切なバイオマスモデルを有する国はないと結論づけた。例えば、
カメルーンに
はおよそ600の森林樹種があり、そのうち20種に固有の相対成長モデルがある。その他の樹
種には、一般化もしくは平均化されたモデルを利用しなければならないが、その偏りの程度は
不明である。
多様性に富む熱帯林のインベントリ調査の最も一般的な手法は、熱帯のさまざまな生態
系のさまざまな樹種の測定に基づいた一般式を用いる。簡単な幾何学で、樹木の総地上部バ
イオマスは、樹木の幹の基底断面積に比例するはずであり、それは材積の推定値であること
がわかる。
この材積に固有の材密度を乗じて、単位体積あたりの重さの推定値が出る
（Chave

et al. 2005）。いくつかの汎熱帯一般式があり、広く利用されている（Brown et al. 1989;
ただし、
これら
Brown and Lugo 1992; Brown et al. 1997; Fearnside 1997; Chave et al. 2005）。
のモデルの推定精度は、めったに実施されない破壊的な刈り取り試験から直接得られる樹木
バイオマスデータを用いてのみ検証可能である
（Crow 1978; Cunia 1987; Brown et al. 1989;
Chave et al. 2001; Houghton et al. 2001）。Ketterings et al.（2001）は、種固有の材密度と直
径、あるいは基底断面積、高さの間の関係を用いてバイオマスの関係式を地域に“調整する”
ための、非破壊的なサンプリング方法を提案した。
このアプローチには期待がもてるが、
インベ
ントリ調査の実用的手段となりうるまでに、
さらなる研究が必要である。最近では、Picard et al.
（2012）が、
さまざまなバイオマス・モデルを結合させて、相対成長式によるバイオマス推定
を改良し手法を平均するベイジアン・モデルを提案している。
このアプローチは、ある地域に
適用可能なモデルがいくつかあり、
どのモデルを利用するのが最もよいかの判断がすぐにで
きないときに、ふさわしい。
われわれは地上部バイオマス推定についての議論をこれらの式の相対成長の性質でし
めくくる。ほとんどの生態系において、樹木の幹直径の測定は比較的容易である。森林労働者
は、胸高、つまり地表1.3mの高さでの幹直径を標準的な測定値として利用している。不定型
な木（例えば二股の木、板根のある木）
、
あるいは、斜面に生えている樹木には推奨されるさま
ざまな測定のしかたがあるが、
これらはこの章の範囲を超えている。密生した熱帯林では樹
高を正確に測ることは難しい。一般に、樹高はバイオマス推定式の精度を高めるが、
これらの
手法にかかわらず、湿潤熱帯林のほとんどの式は、直径のみ、
もしくは直径と材密度だけによ
る。前述のアフリカのバイオマス推定式のレビューで樹高を用いていたのは15%だけであった
（Henry et al. 2011）。
上述したように地下部バイオマスは相対成長式ではうまく表せない。ほとんどのインベン
トリ調査の手法は蓄積変化法を用いており、そこでは地下部バイオマスは、地下部と地上部
のバイオマスの関係を用いる、いわゆるルート/シュート比で推定される
（IPCC 2003; 2006）。
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少数であるがREDD+実証プロジェクトについての調査は、相対成長式とルート/シュート比の
いずれのデータも、地方、地域、国家のすべてのレベルで、炭素を推定するために不十分で
あることを示している。少数の例外があるがほとんどのプロジェクトはCairns et al.（1997）や
Mokany et al.（2006）の論文に見られる一般式を用いる案を検討した。いくつかのプロジェク
トはIPCCのTier 1の標準値を用いることを計画する。
この測
Mokany et al.（2006）は公表されている多数のルート/シュート比の値を再検討し、
定方法でも、質が問題であることを示唆した。根系をきちんと掘り出すことは難しく、
しばしば
科学者でさえ正確にできないこともあり、熟練した人に任せる必要がある。収集された786の
ルート/シュート比の値のうち、数値が妥当でない、
もしくは、算出に用いられた方法が不十分
だったために、63％が切り捨てられた。残ったものの中で、20の観測値のみが、熱帯生態系に
由来するものであった。他の熱帯の生態系も同様で貧弱にしか値が採取されなかった。
この厳
しい制約にもかかわらず、著者らは、比較的小さな規模の生態研究から明らかになり、そして、
ルート/シュート比がある予測のもとで変化することを見いだし、
より多くのデータを収集しな
がらインベントリ調査の目的に用いることのできるいくつかの関係を評価した。例えば、大き
な変動を伴うが、ルート/シュート比は森林や森林生態系において降水量が増加するにつれて
減少するという関係性がある。すべての生態系で、ルート/シュート比は、
シュートのバイオマス
が増加するにつれて減少する。
この反応は数学的に期待できるため、データ収集の優先順位
を決めるために用いられうる。

15.4.3 その他の炭素プールと温室効果ガスフラックスの排出係数
その他の炭素プール変化についてもインベントリ調査を行う方法はすでに開発されてい
る。
しかしながら、地方や地域、そしてインベントリのデータは大きく欠けている。Palace et
これらの研究の多くは、立枯木
al.（2012）は、熱帯雨林の枯死木の49の研究をレビューした。
の量を推定するために、倒木の総量にある割合を用いていた。立枯木と倒木の量は21の研
究で測定され、全枯死木量に対する立枯木量は撹乱を受けた森林における6％から、ひどく
撹乱された森林における98％にまで及んでいた。撹乱のない森林では、倒木量に対する立枯
木量は11％から76％までの幅があった。
また、乾燥熱帯林での倒木枯死量（2.5～118.6 Mg
より小さい傾向があることを著者らは見
d.m. ha-1）は熱帯湿潤林（1.0～178.8 Mg d.m. ha-1）
いだした。地上部の総重量に対し、枯死木量の割合は驚くほど高く、管理されていない森林で
さえも18～25%に及ぶ。GOFC-GOLD sourcebook（GOFC-GOLD 2008）は、枯死木は炭素の
総貯蔵量の7%を占め、下層植生やリターの値は炭素の総貯蔵量のおおむね3%未満であるこ
とを示した。REDD+実証プロジェクトをわれわれが調査したところ、いくつかは、枯死木の炭素
を測定するために数人の著者によって開発された手法に基づいて、
よく定義された方法を用
いているものであることを見いだした
（Heath and Chojnacky 1995; IPCC 2003; Pearson et al.
タンザニアの二つのプロジェクトは地元のコミュニティーが枯死木
2005; Zanne et al. 2009）。
を薪として利用するために、枯死木の測定をしない計画である。ほとんどのプロジェクトではリ
ターの炭素量測定を意図していない。

排出係数

最後に火災に関連した排出は、データ蓄積と測定方法がまだ開発されておらず、重要な
懸案事項である。例えば、火災は大量の二酸化炭素の放出だけでなく、一酸化炭素、
メタン、
亜酸化窒素、窒素酸化物などの二酸化炭素以外の温室効果ガス排出の主要な供給源とな
る。IPCCによる推定式にとって、実際に燃焼する物質の量は二酸化炭素以外の排出量推定の
重要な係数である。
これらの排出についての国や生態系に固有の係数は、ほとんどの事例で
いまだ存在しない。個々の燃料を構成する分子の燃焼は、一連の段階を経て進行する。すな
わち、発火し、炎を上げ、発光しする、あるいは熱分解し
（くすぶる）、発光する、
または、熱分解
して、発光し、鎮火する。
これらのそれぞれの段階はさまざまな化学的なプロセスを含み、
さま
ざまな排出物となる
（Yokelson et  al. 1997）。
火災の排出係数にまつわる包括的なレビューがAndreae and Merlet（2001）によってなさ
れた。熱帯サバンナの排出係数を決めるためのデータは十分にあるが、その他の主要な生態
系においてさまざまなガスについての確固とした排出係数を算出するために十分なデータは
ないと著者らは結論した。種組成の燃料の混合への影響は、排出に重要な効果を与える可能
性があるにも関わらず、ほとんど研究されていない。例えば、火災による窒素酸化物と亜酸化
窒素の排出は燃料の窒素含有量に応じて変化しうる。いくつかのマメ科植物のように窒素濃
度の高い種は、
これらのガスを大量に排出することが予想される。

15.5

将来に向けて

上述の分析から導くことのできる第一の結論は、Tier 1の温室効果ガスのインベントリ調
査のために実施するのに十分な情報があるが、熱帯地方のほとんどの生態系で上位のTierの
アプローチに発展するためのデータは不十分である。幸いにもより多くのデータが地上部バ
イオマスのような大きな炭素プールからの排出量の推定に利用できるが、
これらのデータの
大部分はある特定の目的のために集められていて、大きな規模の生態系を代表しえない。
し
たがって、われわれはそれらの偏りを推定することができない。地下部のバイオマスや土壌炭
素のような、その他のプールは、生態系の総炭素蓄積量に大きな貢献をするが、
あまり特徴づ
けられていない。REDD+のために表明された目標は、実績に基づいた枠組みで排出削減量を
定量化することである一方で、国家REDD+プログラムにおいて、供給源からの排出とシンクに
よる吸収を桁が確実に合う程度の正確な推定をするにはほど遠い状況にある。われわれはほ
とんどの合成式で標準誤差を計算しているために、推定精度がわかっている。われわれは、関
係式や排出係数をつくるために使われたデータは全球を代表するものではないことを知って
いるし、
これらの推定値がどの程度の偏りをもつかわからないということも知っている。
第二の結論は、
より優れた温室効果ガスのインベントリ調査を支援する新しいデータの創
出と森林部門でより高次のTierを実施する国家的な能力の両方に関して、
この10年の進展は
ゆっくりとしたものであったということである。REDD+準備活動の一環として、いくつかのMRV
の能力開発の活動が進行中であるが、その効果はFRA2010に現れていない。科学者の集団
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はより正確で精密なインベントリ調査を可能にするようなよりよいデータを要求する政策
ニーズに応えるきざしがあり、数多くの新規性と重要性が統合した研究論文が公表されて
いる。
それにもかかわらず、現在のところは活動は断片的でまとまりがない。
早くからREDD+活動に取り組んだ国々の中では、MRV実施機関と先進諸国との間で、
いくつかの多国間、
あるいは二国間の協力関係が存在してきた。UN-REDDプログラムとそ
のパートナー国は、透明性の高いMRVシステムを確立するために多くの国とともに活動し
ている。
インドネシアにおけるオーストラリアの協力関係は、二国間協力の一例である。
こ
れらの協力関係は、主として土地利用の評価と土地利用変化の検出に重点を置いてきた。
排出係数に起因する制約に関する問題は、議論され始めたにすぎない。
ほとんどの発展途上国には、林業研究機関と大学の林学部がある。カンクン合意は
REDD+における三つのフェーズのアプローチを決め、第1、第2フェーズにおける能力開発
の一環として、
より上位のTierのインベントリ調査へと促進するために必要なデータと知
識をもたらすように、訓練を受けた人材が動員される必要があるだろう。第１フェーズの期
間中は、
インベントリ調査は、主要なカテゴリー基準をすり合わせる活動のために、Tier 1
とTier2の混合アプローチで実施されるべきであろう。温室効果ガスの排出係数が限定さ
れているというインベントリ調査への制約を克服するために投資と調整された労力が必
要とされるであろう。
より多くのデータが集められるにつれて、主要なカテゴリーにおいて
Tier 1の推定がなされることは少なくなっていくであろう。
これからの10年にわたって、協
調を重んじながら、目標を絞りこんだ投資を、能力の開発と動員に投入するならば、大き
な進展が期待できる。一方で、REDD+を主催する国々の林業や農業、
その他の土地管理シ
ステムの研究をする研究所や大学の学部や技術力のある国際機関（GEO、UEO、CGIARな
ど）
、先進国の先端研究施設の間の協力関係は、協調と相補的な技術、能力開発を可能に
するために築かれるべきである。南南協力と地域的な技術ネットワークの構築も、同様に
促進していかなくてはならない。

（訳

河原崎 里子）

