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Ⅰ. スコープ、適用条件、パラメータ  

スコープ 

このツールはサンプルプロットがモニタリング目的である時に適用できる。このツールは、望ましい正確さ

で炭素プールの変化をモニタリングするに必要な永久サンプルのプロット数を推定するツールである。永

久サンプルプロットは次の時に用いる： 

 

 ・ 特定の時間間隔で測定が行われる時 

 ・ 高い共分散が継続したサンプリング間で生じる可能性がある時 

 

永久サンプリングプロットは炭素蓄積量の変化を測定し、モニターするための長期間のサンプリングに用

いる。永久サンプリングプロットは、継続したサンプリング調査間に典型的に高い共分散あるので、森林炭

素蓄積量の変化を推定するに統計的に効果的であるとされている。しかしながら、そのプロットは、プロジ

ェクト境界内のその他の土地と同じ方法で処理され、例えば、地拵えの時、下刈りの時、施肥の時、灌水

の時、間伐の時など、そしてモニタリングの期間中に破壊されてはならない。理想的には、管理活動に携

わるスタッフはモニタリングプロットの位置を知るべきでない。地域的な標識が用いられるところでは、それ

らは可視的であってはならない。 

 

適用条件 

このツールは次の条件で適用できる： 

 ・ 対象の変数が正規分布しているか、又は正規分布に転換されるとき。 

正規分布は次のような時に仮定できる： 

 ・多くの小さい（独立的な）効果が相加的に個々の観測結果に寄与する場合 

 

パラメータ 

このツールは以下の変数を決定する方法を提供する： 

変 数 SI 単位 説 明 

 ｎ なし プロジェクト領域内のサンプルの大きさ（必要とされる永久サンプルプ

ロットの合計数） 

 ｎi  なし 階層 i 内のサンプルの大きさ 

 

Ⅱ. 手順 

1. 最初の計算（以下の方法ⅠとⅡの両方法に共通） 

以下の変数はプロジェクトの設定、事前推定（例えばパイロット調査の結果）あるいは文献データから求め

る。 

A     ＝全階層の合計面積（A）、例えば全プロジェクト面積； ha 

i      ＝階層の表示；単位なし 

L      ＝階層の合計数；単位なし 

Ai     ＝各階層 i の面積； ha 

AP     ＝サンプルプロットの面積（全階層一定）； ha 



sti      ＝各階層 i の標準偏差；単位なし 

Ci      ＝各階層 i におけるサンプルプロット設定の費用；例えば US$ 

 

次に、 

 
ここで 

N      ＝プロジェクト領域内のサンプルプロットの最大可能数 

Ni      ＝階層 i 内のサンプルプロットの最大可能数 

 

２．方法Ⅰ （補充なしで計画したサンプルの時：使用不能になった時プロットを補充しない） 

サンプルプロットの数は精度とコストに依存して推定される。 

上記“最初の計算”に掲げた仮定と変数に加えて、次の変数がプロジェクトの設定時、事前推定（例えば

パイロット調査の結果）あるいは文献データから仮定される。 

 

Ql      ＝推定した量 Q （例えばヘクタール当たりの地上部幹材積の推定平均値）；例えば m3 ha-1 

p       ＝精度の希望レベル（例えば 10％）；単位なし 

 

次に 

 

 
 

ここで 

El       ＝推定した量 Q の許容誤差 

 

上記情報に基づいて、サンプルの大きさ（設定され、測定されるサンプルプロットの最小の数）が次式で

推定できる。 

 

 
 

ここで 

n    ＝プロジェクト領域のサンプル数（必要とされるサンプルプロットの総数） 

i    ＝1,2,3,….L プロジェクト階層 

α    ＝１－αが，推定平均が誤差範囲 E 以内にある，確率である。  

Zα/2  ＝統計値ｚの値（standard normal probability cumulative distribution として Excel に組み込まれ

ている）例えば，1―α＝0.05（信頼区間 95%で）Zα/2＝1.9599 

 

式（２）によって計算されたｎの値は確率１－αで誤差範囲 E 以内である推定平均値をもたらす最少のサ

ンプルプロット数である。この値はサンプルプロットの設定と維持の費用の合計を最少にもする。費用のデ

ータは概数でよいが，階層間の費用比率は正確であるべきである。 

 



   
 

ここで 

ni    ＝階層 i のサンプル数 

i     ＝1,2,3,…L プロジェクト階層 

α    ＝α    ＝１－αが，推定平均が誤差範囲 E 以内にある，確率である。  

Zα/2  ＝統計値ｚの値（standard normal probability cumulative distribution として Excel に組み込まれ

ている）例えば，1―α＝0.05（信頼区間 95%で）Zα/2＝1.9599 

ここで，費用に関する資料がないとき，あるいはすべての階層で費用が同じであると仮定されるときは， 

 
 

ここでのｎサンプル数で求められた炭素蓄積量の現実の分散に基づいて，最初のモニタリング後に，この

サンプル数を合理的に修正することはできる。 

 

３．方法Ⅱ（補充する計画のサンプルの時；使用不能のプロットには，新しいプロットを補充する時）  

“最初の計算”の項に掲げた仮定と変数に加えて，次の変数がプロジェクトの設定時、事前推定（例えば

パイロット調査の結果）あるいは文献データからさらに仮定される。 

 

Q2   ＝プロット当たりで推定した Q 量のおおよその平均値（例えば，プロット当たりの地上部材積，

m3）；例えば m3 

ｐ   ＝精度の水準（例えば，10%）；単位なし 

 

そこで， 

 
ここで， 

   E2     ＝推定された Q 量の許容誤差 

 

A/R CDMプロジェクト活動のマニタリングのための永久サンプリングプロットの数はWenger（1984）1による

                                                  
1 Wenger, K.F. (ed) 1984. Forestry handbook (2nd edition). New York: John Wiley and Sons. 



次の近似式の平均によって推定できるであろう。 

 

 
 

ここで， 

ｔn-L,a     信頼水準１-α（例えば，α=0.05 は信頼水準 95％に等しい）及び n-L の自由度に対する

Student’s t-分布値 

E2        プロット当たりの許容誤差の絶対値（例えば，m3）   

 

各階層の標準偏差（sti）は，方法論考えられているプールの炭素蓄積量の分散の事前推定によって決定

できる。95%の信頼水準に対する Student’s t 分布値は，サンプルプロット数が 30 を越える時は，おおよそ

２に等しい。最初のステップとして，ｔn-L,a の値に２を用いて，そしてその結果 n-L が 30 より小さいならば，

新しいｎを用いて新しいｔn-L,a の値（統計表あるいは Excel ファイルに組み込まれた Student’s t 分布の逆

数から）を得て再計算を行う。この相互操作は計算された n が安定するまで続ける。 

ここでのｎサンプル数で求められた炭素蓄積量の現実の分散に基づいて，最初のモニタリング後に，この

サンプル数を合理的に修正することは推奨できる。 

 

４．サンプルプロットの大きさ（両方法に対して） 

プロット面積APはサンプリングの密度と時間そして野外測定の労力に関係する。プロットの大きさは林分

の密度に依存する。プロット面積の増加は２サンプルプロット間の分散を減らす。Freese(1962)2によれば，

変動係数とプロット面積の間には次式のような関係が成り立つ。 

 

                          (10) 

 

ここで，AP1 と AP2 は異なったサンプルプロト面積を意味し，それらに対応する変動係数が CV1，CV2 であ

る。それで，サンプルプロット面積の増大によって，そのプロット間の変動は，同じ精度レベルで小さいサ

ンプルの大きさの利用を可能とするように，減少できる。通常は，プロットの大きさは高密度林分で 100m2

から疎林分の 1000m2 の間になる。 

 

5.プロット位置の決定（両方法に対して） 

1． 永久サンプルプロットは，GPG-LULUCF の推奨方法に述べられているランダムな出発点から系統的

に配置すべきである。これには現地において GPS の助けを得て実施できる。地理的な位置（GPS 座

標），行政的位置，階層及び林分，各プロットのシリーズ番号が記録され，保存されるべきである。 

 

２． サンプリングプロットは階層内に均一に配分されていることを確認する。もし，ある階層が地理的に離

れたサイトにあるときには，各サイトに設定されるプロットは，その全階層面積に対して，そのサイトの

面積の比率で配分されるべきである。例えば，一つの階層が３つの離れたサイトからなるときは，次

のように計画する； 

・全階層面積をプロットの数で除して，各プロットが代表する平均面積が得られる。； 

・プロット当たりのこの平均面積によって各場所の面積を除して，この結果の整数をその場所に割り

                                                  
2 Freese, F. 1962. Elementary Forest Sampling. USDA Handbook 232. GPO Washington, D.C.91pp 



当てる。例えば，割り算の結果が 6.3 プロットであれば，6 プロットをこの場所に割り当て，そして 0.3

プロットは次のサイトに持ち越される。 

 

３．プロット位置による偏向を避けるために，設定前に地図上にその位置を落としてみる。これは必要とさ

れるプロットの数を基礎とした単純格子を用いる。ほとんどの場合，プロットは林縁効果を除くために，

林縁から離れて設置される。境界の平面図をチェックし，全サンプルプロットが階層内にあることを確

かめる。GIS を用いてサンプルプロットの位置がプロジェクト境界線から 10m 内側にする。 

 


