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 第 1章 はじめに Chapter 1 Introduction 

 

 1．目的 Object 

本算定方法は、海外植林地における C蓄積量・CO2吸収量評価認証システムにおいて、海

外植林地における C蓄積量を算定するための方法を定めたものである。  

The estimation methods presented here defines the ways to estimate carbon stocks in 

overseas plantation under the evaluation and certification system of carbon stocks and CO2 

removals in overseas plantations 

 

 2．適用条件 Condition of application 

本指針の算定対象地は、民間企業や NGO等が海外で造成している植林地とし、プロジェクト

の実施地域や開始時期を問わないものとする。  

The methods are applicable to plantations which private companies and NGO establish out 

of Japan. Place and date of commencement are not asked. 

 

 第 2章 C蓄積量の算定方法 Chapter 2 Carbon stocks estimation methods 

 

 算定対象範囲 The scope of the estimation 

 1.1 算定対象地の境界 Boundaries of areas to be estimated 

算定対象地である海外植林プロジェクトの地理的境界線を、次の情報等により明らかにする。 

Geographic boundaries of project area to be estimated are explained with the following 

information  

 

 国名や行政区名などの名称  

Name of country or administrative district 

 地理的確認をするための位置図および位置情報（基準点や緯度経度、方位）  

Location map and location information(base point, longitude, latitude, direction) to 

confirm the geography. 

 スケールを示す情報（縮尺、面積）  

Information which shows the scale(a scale of a map, area)  

 

 1.2 算定対象とする炭素プール Carbon pools to be estimated 

算定対象とする炭素プールは、樹木の生体バイオマス（表 1）とする。  

The carbon pool to be estimated is living tree biomass(table1).  
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表 1．算定対象とする炭素プール Carbon pools to be estimated 

炭素プール 

Carbon pool 

算定対象 
Selected 
(answer 

with Yes or 
No) 

正当性／根拠の説明 

Justification／explanation 

樹木地上部バイオマス 

Above-ground biomass 

Yes 主要な炭素プールmain carbon pool 

樹木地下部バイオマス 

Below-ground biomass 

Yes 主要な炭素プールmain carbon pool 

枯死木 

Dead tree 

No IPCC1「土地利用、土地利用の変化及び林業に関

するグッドプラクティスガイダンス（GPG-

LULUCF）」の tier1（デフォルト）では、持続的森林

経営がなされる限りこれらの炭素プールへのインプ

ットとアウトプットは平衡していると仮定され、炭素蓄

積の変化量は有意ではないとされている。したがっ

て、本評価認証システムでは保守的にみて無視で

きる。 

According to tier 1 of the IPCC GPG-
LULUCF,as long as a forest is managed 
sustainably, the input and the output are 
supposed to be equilibrium and carbon stocks 
change is not considered significant. Therefore,  
Judging conservatively, this carbon pool can be 
ignored in this evaluation system.  

落枝落葉（リター） 
litter 

No 

土壌有機炭素 

Soil organic carbon 

No 

 

 算定対象地の層化 Stratification of areas to be estimated 

 2.1 層の区分指針 Guidelines for the stratification 

算定対象地の総炭素蓄積量をより正確に把握するために、“樹種”、“林齢”の 2指標を用いて層

化を行う。例えば、植栽樹種が A と Bの 2樹種、伐期がどちらも 7年の場合、2樹種×（7林齢＋

1）＝計 16層に区分する（図 1）。  

In order to estimate total carbon stocks, 2 indicators “tree age” and “stand age” are used 

for the stratification. For example, in case there are 2 planted tree species A  and B, and 

the cutting rotation is 7 years for the both of them, 2 tree species ×(7 stand age + 1) = 16 

strata (Figure1).      

                                                 
1
  Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：気候変動に関する政府間パネル 
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図 1．植栽樹種 A、B（どちらも伐期 7年）の海外植林地における層区分（例） 

Stand age   

 Strata 1 strata2 

Tree species A Not yet planted or already harvested  

 Strata 9  

Tree species B Not yet planted or already harvested  

 

Figure 1. Stratification of the planted species  A, B(the cutting rotation of the both species is 7 years) 

in overseas plantation (example) 

なお、算定対象地内において、区域ごとに植林木の材積・上長成長量に明らかな違いが見られ

る場合には、“樹種”、“林齢”の 2 指標に加えて、“地位級2”という概念を加えて層化を行う。例えば、

上記の植栽樹種 A（伐期 7 年）について、地位級が 3 段階に分かれる場合、樹種 A については、

（7林齢＋1）×3地位級＝計 24層に区分する（図 2）。  

In case there is a significant difference of tree volume and above-ground increment 

between areas to be estimated, the areas are stratified based on “site class2 ” added to the 

2 indicators above “tree species” and  “stand age”.For example, in case the planted tree 

species A above(7 years cutting rotation) has 3 site classes, A can be stratified into (7 

stand age＋1) × 3 site classes =24 strata(figure 2).  

                                                 
2
  地位級とは林地の生産力を示す等級であり、土壌・地形・地床植物の種類・繁茂の状況などを参考にして、

材積・上長成長量により決定される。Site class is a grade of land which shows the productivity of a stand. 

The class is decided based on the tree volume and above-ground increment taking into account of the status 

of soil, topography, types and growth of floor plants. 
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図 2．植栽樹種 A（伐期 7年）について地位級が 3段階に分かれる場合の層区分（例） 

Figure 2. Stratification in case a planted species A(7 years cutting rotation) is divided into 3 site 

classes (example) 

Stand age   

 Strata 1 strata2 

Site class 1 Not yet planted or already harvested  

 算定に使用するデータ、パラメータ等の選択指針 Guidelins for the selection of data 

and parameters for the estimation 

算定に使用するパラメータやアロメトリー式の選択に当たっては、CDM植林のガイドラインに準

拠して、以下の基準に従うこと。  

When selecting parameters for the estimation or allometry equations, the following conditions have 

to be cleared as it's defined in the A/R CDM guidelines. 

 

 算定対象地内または周辺地域において植栽樹種と同樹種を実測することにより導き出され

たもの  

They have to be set by measuring tree species same to the planted ones in areas to be 

estimated or surrounding areas.  

 公的機関、学術雑誌等でオーソライズされたもの（優先順位は、地域レベル＞国レベルまた
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は自然条件の似た近隣国）  

They have to be authorized by public organizations or scientific journals(They have to be 

used preferentially in the following order:  parameters or allometry equations of the same 

region＞parameters or allometry equations of the same country＞parameters or allometry 

equations of near countries which have similar climate condition) 

 同樹種がない場合は、同じ属、類似樹形、類似生活形 

In case there is no parameters or allometry equations of the same species,use those of the 

same family, similar trees or similar habitat environment. 

 上記が利用不可能な場合は、国際的な値（IPCC等）  

If none of the above is unavailable, use international ones (IPCC,etc) 

 

実測値により導き出した場合はその実測値を資料として添付する。それ以外は出典を明記する。

パラメータやアロメトリー式の選択に当たっては、蓄積量が過大評価されないよう保守的な観点か

ら選択する。 

 

In case parameters or allometry equations are set by the measured values, the measured 

values have to be attached. Source of the other information also have to be indicated. 

Parameters and allometry equations have to be selected from a conservative point of view 

in a way they are not overestimated.  

 

 C蓄積量の算定式 Estimation equation of carbon stocks 

 

 4.1 算定対象地内の総 C蓄積量の算定式 Estimation equation of total carbon stocks 

in areas to be estimated. 

ある時点 tにおける算定対象地内の総 C蓄積量（Ct）は、算定対象地内の総樹木地上部・地下

部バイオマス（Bt）に、炭素含有率（CF）を掛けることにより算出する（式 1）。  

Total carbon stocks（Ct） at a certain point of time t,are calculated multiplying carbon 

fraction(CF) by total above-ground and below-ground biomass（Bt） in areas to be 

estimated(equation1). 

 

Ct ＝ Bt × CF ・・・(1) 

 

Ct ある時点 tにおける算定対象地内の総 C蓄積量（ton C）   

total carbon stocks in areas to be estimated at time t（ton C） 

Bt ある時点 tにおける算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス乾重量  
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dry weight of total above-ground and below-ground biomass in areas to be 

estimated at time t  （ton d.m.
3）  

 算定方法は 5.1.2で説明 Estimation method is explained 5.1.2. 

CF 樹木バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）IPCC規定値  

Carbon fraction of tree biomass =  0.5（tonC/ton d.m.）IPCC default value 

 

 4.2 算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマスの算定式  

Estimation equation of total above-ground and below-ground biomass in areas to be 

estimated 

 

ある時点 tにおける算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス（Bt）は、各層（1～ni）の

樹木地上部・地下部バイオマス蓄積量（Bi,t）の総和とする（式 2）。   

Total above-ground and below-ground biomass within areas to be estimated at time t （Bt）

is the total sum of total above-ground and below-ground biomass（Bi,t） of each stratum 

（1～ni） 

ni 

Bt ＝ ∑ Bi,t ・・・(2) 

i=1 

Bt ある時点 tにおける算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス  

total above-ground and below-ground biomass within areas to be estimated at time t

（ton d.m.） 

Bi,t ある時点 tにおける層 iの樹木地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）  

above-ground and below-ground biomass in stratum i at time t  

ni 層 iの総数 The total number of stratum i  

 

 4.3 各層の樹木地上部・地下部バイオマスの算定式 Estimation equation of above-

ground and below-ground biomass in each stratum 

ある時点 tにおける層 iの樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t）は、層 iにおける ha当たりの樹

木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）に層 iの面積（Ai）を掛けることにより算出する（式 3）。  

 above-ground and below-ground biomass in stratum i at time t is calculated by 

                                                 
3  dry matterの略。乾燥重量のこと。 
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multiplying above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i（Bi,t/ha）by 

area of stratum i（Ai） (equation 3) 

Bi,t ＝ Ai × Bi,t /ha ・・・(3) 

Bi,t ある時点 tにおける層 iの樹木地上部・地下部バイオマス  

above-ground and below-ground biomass in stratum i at time t（ton d.m.） 

Ai 層 iの面積 area of stratum i（ha） 

Bi,t /ha ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス  

above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t（ton d.m./ha） 

 各層の ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定方法  

Estimation methods of above-ground and below-ground biomass per ha in each 

stratum（Bi,t/ha） 

本評価認証システムでは、申請者が下記の 4つのうちから、各層の ha当り樹木地上部・地下

部バイオマス（Bi,t/ha）の推定方法を選択できることとする。 

In this evaluation and certification system, applicants can select one of the following 4 

estimation methods of above-ground and below-ground biomass per ha in each stratum

（Bi,t/ha）. 

 

① 統計学的に設計されたサンプリング調査を利用する方法  

Method which makes use of statistically programmed sampling survey 

CDM植林、VCSの実施後のモニタリング等で採用  

This method is adopted in the monitoring after the implementation of A/R CDM and VCS 

手法

method： 

・ 無作為（ランダム）または格子状のシステマティック・サンプリングにより蓄積量

を推定  

Estimating stocks with random sampling or systematic sampling with a 
grid pattern.  

長所
advanta

ge： 

・ 統計学的精度を示すことができる  

It's possible to show the statistical accuracy  

・ 第 3者による定量的信頼性の客観的評価が可能  

It's possible to have objective evaluation of quantitative reliability by a 

3rd party. 

短所
disadva

ntage： 

・ 企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用していない This 

method is usually not adopted for yield prediction of industrial plantation 
by enterprise. 

・ 成長のバラツキが大きい場合、必要な精度を満たすためにはサンプルプロッ

ト数が増加 → コスト・労力大  

In case there is a large difference of the growth between areas , sample 
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plots have to be put more in order to fulfill the necessary accuracy. →  

It requires cost and labour. 

・ ある時点の蓄積量を把握できるが、将来予測には使えない  

It's possible to grasp the stock at a certain time, but it cannot be used 

for the prediction of stocks. 

 

②公的機関等が作成した収穫予想表／成長曲線を利用する方法  

Method which makes use of yield tables/increment curves prepared by public 

organizations 

CDM植林、VCSの事前の推定で採用。J-VER4でも採用 This method is adopted in ex-

ante estimation in A/R CDM and VCS. J-VER5 also adopts this method.  

手法

method： 

・ 標準地サンプリング調査により地位を特定し、既存の収穫予想表を選択して

蓄積量を推定  

Identifying the site class of lands from results of sampling plot survey, 
and select existing yield tables to estimate stocks. 

・ 地位の特定にあたっては保守性を考慮する必要 

Site class has to be identified conservatively. 

長所 

advanta

ge： 

・ 土地にあった既存の収穫予想表が存在すれば、あとは、適切な地位を決定

することで、ある時点の蓄積量のみならず将来予測も可能  

If there are yield tables of the lands, just set the site class and it's 
possible not only to know the stock at a certain time but also to predict 
the harvest in the future.    

・ 適切に標準地調査を行うことにより、統計学的調査よりも少ないサンプリング

数で林分地位の把握が可能  

If sampling plot survey is conducted adequately, it's possible to grasp 

the stand class with less samples than statistical survey.  

短所
disadva

ntage： 

・ 統計学的精度を示すのが困難  

It's difficult to show the statistical accuracy. 

既存の収穫予想表、成長曲線が存在しない場合は使用できない  

It's impossible to use this method if there is no yield tables and 
increment curves. 

 

③プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を作成して利用する方法  

Method which makes use of project specific yield tables/increment curves 

企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用  

This method is usually taken for yield prediction of industrial plantation by enterprise. 

                                                 
4
  環境省オフセット・クレジット（J-VER）制度 

5
  環境省オフセット・クレジット（J-VER）制度 
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手法

method： 

・ 標準地調査の結果を基にして、プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を

作成   

Preparing project specific yield tables and increment curves based on 
results of sampling plot survey 

・ 各林分の地位に適した収穫予想表／成長曲線を利用して蓄積量を推定 

Estimating stocks using yield tables/ increment curves applicable to 

each stand. 

長所
advanta

ge： 

・ その土地にあった収穫予想表が作成される  

A yield table specific to the land is prepared. 

・ 適切な地位を決定することで、ある時点の蓄積量のみならず将来予測も可能

By allocating adequate site class, it's possible not only to know the 

stock at a certain time but also to predict the harvest in the future.    

短所
disadva

ntage： 

・ 統計学的精度を示すのが困難  

It's difficult to show the statistical accuracy. 

 

④年平均幹材積成長量（MAI）を利用する方法 Method which makes use of Mean Annual 

Increment of stem volume  

企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用 

This method is usually taken for yield prediction of industrial plantation by enterprise. 

手法

method： 

・ 収穫までの年平均幹材積成長量（MAI）をサンプリング調査や実際の出材量

より把握して蓄積を推定  

Estimating stocks by calculating MAI until the year of harvest based on 
results of sampling survey or actual wood productivity. 

長所
advanta

ge： 

・ MAI×林齢でその時点での蓄積量が把握できるので計算が容易 

The calculation is not complicating as it's possible to grasp stocks at the 
moment by multiplying MAI×stand age 

・ 出材量データが利用可能な場合は、全数調査なので、サンプリング調査より

も林分全体の量をより正確に把握できる  

In case wood productivity data is available, stocks of the whole stand 

can be calculated more accurately than sampling survey as the data is 

of the whole area. 

短所
disadva

ntage： 

・ 統計学的精度を示すのが困難  

It's difficult to show the statistical accuracy. 

・ 収穫予想表／成長曲線と比較して、蓄積が弱齢で過大評価、高齢で過小評

価になる可能性あり  

There is a possibility that stocks of young stands are overestimated and 

stocks of old stands are underestimated in comparison with the 

estimation made with yield table and increment curves. 



海外植林地 C 蓄積量・CO2 吸収量評価認証システム 03「C 蓄積量の算定方法」 第 1.0

版 

2011.5.11 
Evaluation and Certification system of carbon stocks and CO2 removals in overseas plantations  

03 “Carbon stocks estimation methods”  Version 1.0 
2011.5.11 

 10 

・ 出材量データを利用している場合は、次のローテーションも前回と同様の成

長をするかが不確定要素  

In case harvest volume is used for the estimation, it's uncertain if stands 

would grow as much as they've grown in the next rotation.   

 

 5.1 統計学的に設計されたサンプリング調査を用いて推定する方法 Estimation 

method which uses a statistically programmed sampling survey  

統計学的に設計されたサンプリング調査方法（図 3）を用いて、下記の通り、ある時点 tにおける

層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。  

Above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t （Bi,t/ha）is 

estimated with the method which makes use of statistically programmed sampling 

survey(figure 3) as follows.  

 

 

 

 

 

図 3．統計学的なサンプリング設計（システマティック・サンプリング） 

 statistically programmed sampling(systematic sampling) 

 

5.1.1 統計学的に設計されたサンプリング調査方法の実施手順 Procedure of the method 

which makes use of statistically programmed sampling survey 

step1：サンプリングプロットの形と大きさを設定 Decide the shape and size of sample plot. 

円形または方形プロットとし、円形プロットならその直径、方形プロットならその一辺が、プロッ

ト内植林木の成熟樹高以上とする。  

The shape of plots are circular or square. Diameter of circular plot and side of square 

plot have to be longer than the tree height of planted trees in mature.  

 

step2：サンプリングプロットの数を設定 Decide the number of sample plot.  

Decide the number of sample plot with 「Tool for the calculation of the number of sample plots 

          

          

          
 ：plot location 
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for measurements within A/R CDM project activities 
6」 

 

ステップ 3：サンプリングプロットの配置を設定 Decide the location of sample plot 

プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置する。 

Put plots randomly or systematically with in the area to be estimated.   

 

ステップ 4：各サンプリングプロット内の樹木の胸高直径（DBH）および樹高（H）を実測  

Measure diameter at breast height (DBH) and tree height(H) within sample plots. 

実測方法の詳細については、第 3章 森林資源調査の方法を参照。 

Refer to Chapter 3 Method of implementing forest resource assessment for the details 

of measuring method. 

 

5.1.2 ある時点 tにおける層 iのサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一本一本の地上部・

地下部バイオマス  

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j in sample plot p 

within stratum i at time t（ton d.m.） 

次の二つの方法のうちどちらかによって算出する。  

Estimate using one of the following method 

 

（a） バイオマス拡大係数（BEF）法 Biomass expansion factor method 

（b） アロメトリー式法 Allometry equation method 

 

（a）バイオマス拡大係数（BEF）法 Biomass expansion factor method   

ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一本一本の地上

部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）は、実測調査の結果である胸高直径（DBH）および樹高（H）を

基にして幹材積表または幹材積式を用いて導き出される樹種 jの樹木一本一本の幹材積

（VTREE,j,p,i,t）、容積密度（Dj）、バイオマス拡大係数（BEFj）および地下部／地上部比（Rj）を用いて

算出する（式 4）。  

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j in sample plot 

p within stratum i at time t（BTREE,j,p,i,t）is estimated with stem volume of individual tree of 

tree species j （VTREE,j,p,i,t）,volume density（Dj）,biomass expansion factor（BEFj）and 

root/shoot ratio （Rj）which are decided based on measured DBH and H using stem 

                                                 
6
  Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project activities 

(Version 02.1.0), http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-03-

v2.1.0.pdf 
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volume table or stem volume equation (equation 4).    

 

BTREE,j,p,i,t ＝ VTREE,j,p,i,t × Dj × BEFj × ( 1 + Rj ) ・・・(4) 

 

BTREE,j,p,i,t ある時点 tにおける層 iのサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一 

本一本の地上部・地下部バイオマス  

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j 

in sample plot p within stratum i at time t（ton d.m.） 

VTREE,j,p,i,t ある時点 tにおける層 iのサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一 

本一本の幹材積  

Stem volume of individual tree of tree species j in sample plot p within 

stratum i at time t （m3） 

Dj 樹種 jの幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度 

（ton d.m./m3） 

Volume density for converting stem volume of tree species j into biomass 

(dry weight)  （ton d.m./m3） 

BEFj   樹種 jの幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし） 

Factor which converts stem biomass of tree species j into above-

ground biomass 

Rj  樹種 jの地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための 

地下部／地上部の比率（単位なし） 

root/shoot ratio which convert anove-ground biomass of tree 

species j into below-ground biomass (dimensionless) 

 

（b）アロメトリー式法 Allometry equation method 

ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一本一本の地上

部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）は、実測調査の結果である胸高直径（DBH）および樹高（H）

を基にしてアロメトリー式を用いて導き出される樹種 jの樹木一本一本の地上部バイオマス（fj 

(DBHt,Ht)）および地下部／地上部比（R j）を用いて算出する（式 5）。  

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j in sample 

plot p within stratum i at time t（BTREE,j,p,i,t）is estimated using above-ground biomass of 

individual tree of tree species j （fj (DBHt,Ht)）which is calculated based on DBH and H 
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using allometry equation and root/shoot ratio（R j）(equation 5) 

 

 

BTREE,j,p,i,t ＝ fj (DBHt,Ht) × ( 1 + Rj ) ・・・(5) 

 

BTREEj,p,i,t  ある時点 tにおける層 iのサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一 

本一本の地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）  

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree 

species j in sample plot p within stratum i at time t（ton d.m.） 

 

fj (DBHt,Ht) ある時点 tにおいて層 iのサンプルプロット p内の樹種 jについて計測

された樹木一本一本の胸高直径（DBH）および樹高（H）を基にして、樹

木一本一本の地上部バイオマスへ変換するアロメトリー式                

Allometry equation which converts into individual tree of above-

ground biomass based on measured DBH and H of individual tree 

of tree species j in sample plot p within stratum i at time t 

 

Rj     樹種 jの地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための 

地下部／地上部の比率（単位なし） root/shoot ratio for estimating 

below-ground biomass from above-ground biomass of species j 

(dimensionless) 

 

5.1.3 ある時点 tにおける層 iのサンプルプロット pの ha当り樹木地上部・地下部バイオ

マス（Bp,i,t/ha）Above-ground and below-ground biomass per ha in sample plot p within 

stratum i at time t（Bp,i,t/ha） 

 

ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット p内の樹種 jの樹木一本一本の地上

部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）の和をサンプルプロット面積（Ap,i）で割ることにより算出する（式

6）。 

The sum of above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j in 

sample plot p established in stratum i at time t（BTREE,j,p,i,t）is divided by area of sample plot

（Ap,i）to calculate（Bp,i,t/ha）.(equation 6) 

nj,p,i 

Bp,i,t /ha ＝ ∑ BTREE,j,p,i,t ／ Ap,i ・・・(6) 
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j=1 

 

Bp,i,t /ha  ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット pの ha当り 

樹木地上部・地下部バイオマス  

above-ground and below-ground biomass per ha in sample plot p 

established within stratum i at time t（ton d.m./ha） 

BTREEj,p,i,t  ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット p内樹種 j 

の樹木一本一本の地上部・地下部バイオマス 

Above-ground and below-ground biomass of individual tree of tree species j in 

sample plot p established within stratum i at time t（ton d.m.） 

 

Ap,i  階層 iにおけるサンプルプロット pの面積 

                    Area of sample plot p in stratum i （ha） 

 

nj,p,i  階層 iにおけるサンプルプロット p内の樹種 jの総数 

                    Total number of trees of species j in sample plot p in stratum i 

 

5.1.4 ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定     

Estimation of above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t

（Bi,t/ha） 

ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット pの ha当り樹木地上部・地下部バイオ

マス（Bp,i,t/ha）の平均値を用いて推定する（式 7）。 

     (Bi,t/ha) is estimated using average value of above-ground and below-ground biomass 

per ha in sample plot p established in stratum i at time t（Bi,t/ha）(equation 7) 

np,i 

Bi,t /ha ＝ ∑ Bp,i,t /ha ／ np,i ・・・(7) 

p=1 

 

Bi,t /ha ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス 

 above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t （ton 

d.m./ha） 
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Bp,i,t /ha ある時点 tにおける層 iに設定されたサンプルプロット pの ha当り樹木地 

上部および地下部バイオマス（Bp,i,t/ha）  

above-ground and below-ground biomass per ha in sample plot p established in 

stratum i at time t 

 

np,i 階層 iにおけるサンプルプロット pの総数 

Total number of sample plot p in stratum i 

 

 

 

 5.2 公的機関などが作成した収穫予想表／成長曲線を用いて推定する方法

Estimation  method which used yield tables/increment curves published by public 

organizations 

公的機関などが作成した収穫予想表／成長曲線を用いて、下記の通り、ある時点 tにおける層

iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。 

Above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t （Bi,t/ha）is 

estimated using yield tables/increment curves published by public organizations. 

 

5.2.1 標準地サンプリングによる地位の特定手順 Procedure of identifying site class by 

conducting a sampling plot survey 

既存の収穫予想表における地位を特定するために、下記のステップに沿って各層において標

準地サンプリングを実施する。その結果により、各層に適した収穫予想表を特定する。 

In order to know which site class of yield tables the area to be estimated come 

under ,sampling plot survey is conducted in each stratum according to the following steps. 

Yield tables applicable to each stratum is identified based on results of the survey.  

 

step1：サンプリングプロットの形と大きさを設定 Decide the shape and size of sample plot. 

円形または方形プロットとし、円形プロットならその直径、方形プロットならその一辺が、プロッ

ト内植林木の成熟樹高以上とする。The shape of plots are circular or square. Diameter of 

circular plot and side of square plot have to be longer than the tree height of planted 

trees in mature.  

 

step2：サンプリングプロットの数を設定 Decide the number of sample plot  

各層の地形、傾斜に応じて、目安として、30～100haに一つの標準地サンプリングプロットを

設定する。 Put one sample plot in each 30 to 100 ha depending on the topography and 

inclination of each stratum. 
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Step 3：各サンプリングプロットの位置を設定 Decide where to put sample plots 

プロットの位置は、林縁を外し、斜面なら中腹に設定する等、地形等に偏りがないよう配慮し

て層を代表する地点にする。 The location of plots have to be in a land typical to a stratum 

considering that a whole land within a plot could be in the same topographic condition 

avoiding the edge of the forest or setting a plot in the middle of the slope if there is a 

inclination. 

 

Step 4：各サンプリングプロット内の樹木の胸高直径（DBH）および樹高（H）を測定 Measure 

diameter at breast height (DBH) and tree height(H) within sample plots. 

実測方法の詳細については、第 3章 森林資源調査の方法を参照。 

See Chapter 3  Method of implementing forest resource assessment for the details of 

measuring method. 

 

Step 5：既存の収穫予想表の地位別樹高曲線と照らし合わせて地位を特定 Identify the site 

class by comparing tree height curves of each site class in an existing yield table with 

measured data. 

既存の収穫予想表の地位別樹高曲線にあわせて、測定結果を基にして上層樹高（Hup）また

は平均樹高（Hav）を算出し、地位別樹高曲線と照らし合わせて、保守的に地位を特定する（図

4）。Stand height（Hup） and average height （Hav）are calculated by applying results of the 

measurement to tree height curves of each site class in an existing yield table. Site class 

is conservatively identified by applying the stand height and average height to tree height 

curves of each site class. 

 

Step 6：各層における ha当たり幹材積（Vi,t）の特定 Estimation of stem volume per ha in each 

stratum 

決定された地位を基にして、該当する収穫予想表から該当林齢を参照し、各層における ha

当たり幹材積（Vi,t）を特定する。 Estimate stem volume（Vi,t） per ha in each stratum from  

yield table of the applicable stand age based on site class of plots.  

参考資料として、J-VERのモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）を参照。

See the monitoring guidelines of J-VER(for forest management projects). 

 

5.2.2 ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定

Estimation of above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t

（Bi,t/ha） 

上記 5.2.1 ステップ 6で特定した各層における ha当たり幹材積（Vi,t）を基にして、下記の通り
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バイオマス拡大係数（BEF）法を用いて算出する。 Above-ground and below-ground biomass 

per ha in stratum i at time t（Bi,t/ha）is estimated using BEF method as follows based on 

the stem volume per ha in each stratum calculated in step 6 of 5.2.1 above. 

   

バイオマス拡大係数（BEF）法 Biomass expansion factor(BEF) method  

上記で特定した各層の ha当たり幹材積（Vi,t /ha）に、容積密度（D）、バイオマス拡大係数

（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する（式 8）。 The estimation is conducted 

by multiplying  the stem volume per ha in each stratum calculated above（Vi,t /ha）by 

volume density(D), BEF and root/shoot ratio(R) (equation 8).   

 

Bi,t /ha ＝ Vi,t /ha × D × BEF × ( 1 + R ) ・・・(8) 

 

Bi,t ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス 

above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t（ton d.m./ha） 

Vi,t /ha ある時点 tにおける層 iの ha当たり幹材積 

stem volume per ha in stratum i at time t（m3/ha）  

D 幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度  

Volume density for converting stem volume into biomass(dry weight)（ton d.m./m3） 

BEF 幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし） expansion factor 

which convert stem biomass into above-ground biomass (dimensionless) 

R 地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための地下部／地上部 

の比率（単位なし） root/shoot ratio with which estimate below-ground 

biomass from above-ground biomass(dimensionless) 

 

 5.3 プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて推定する方法 

 Estimation method which uses yield tables /increment curves particular to projects  

プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて、下記の通り、ある時点 tにおける層 iの

ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。  

Above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t（Bi,t/ha）is 

estimated as below using  yield tables /increment curves particular to projects. 

 

5.3.1 プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線の作成 Preparation of yield tables 

/increment curves particular to projects  
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算定対象地である海外植林プロジェクトにおいて固有の収穫予想表／成長曲線を作成する

（図 3）。なお、地位級ごとに層化が必要な場合は、地位級ごとに成長曲線を作成する（図 4）。 

Prepare yield tables /increment curves of project areas in overseas plantation (figure3).  

In case the stratification of site class is necessary, growth curve of each site class is 

prepared (figure 4). 
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図 3．植栽樹種 jについてプロット調査の結果を基にして作成した成長曲線（例） 

Figure 3. growth curve prepared based on results of a sampling plot survey of planting 

species j(example) 

 

ha当たりの立木蓄積量 Standing stocks per ha 

林齢  stand age 

 

（yr） 

（m3/ha） 
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図 4．植栽樹種 jの地位級ごとの成長曲線（例） 

Growth curve of each site class of planting tree species j (example) 

 

プロジェクト固有の成長曲線の作成は、算定対象とする海外植林事業地のなかに、サンプルプ

ロットを設定し、その実測調査データを基にして作成する。プロットの配置は、算定対象地内にお

いて、無作為または規則的に配置する方法（統計学的サンプリング）と林分を代表する場所に配

置する方法（標準地調査7）がある。 

Preparation of growth curve particular to projects are prepared based on data measured in 

sample plots in overseas planting project areas to be estimated. There are 2 ways of 

allocating plots. The one is to put them at random or regularly (statistically programmed 

sampling” and the other way is to put them in lands typical to stands(sampling plot survey).  

 

植栽樹種が、短伐期の早成樹の場合は、林齢ごとに 5～10つ程度のプロットを設定し実測調

査する。その場合、例えば、7年伐期なら、合計で 35～70程度のプロットが必要となる。 

In case a planting species grows rapid and is of short rotation, 5 to 10 plots are put in each 

stand age and measure the trees. If the rotation is 7 years, 35 to 70 plots are established in 

total. 

植栽樹種が、中・長伐期の場合は、伐期齢までの期間を 5～10区間に区切り、それぞれの区

間において 5～10つ程度のプロットを設定し実測調査する。その場合、例えば、20年伐期なら、

2年～4年間隔で 5～10区間に区切るとすれば、合計で 25～100程度のプロットが必要となる。 

                                                 
7
  詳細については、J-VERのモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）を参照。See the 

monitoring guidelines of J-VER(for forest management project) for the details. 

（年） 

（m3/ha） 
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If a planting species is of medium to long cutting rotation, the duration till the cutting is 

divided into 5 to10 segments and in each segment of the time, 5 to10 plots are established 

and trees are measured. For example, if a tree species is of 20 years cutting rotation,20 

years are divided into 5 to 10 segments with the interval of 2 to 4 years, 25 to 100 plots will 

be necessary in total. 

そうして得られた胸高直径（DBH）や樹高（H）のデータを基にして、ha当たりの幹材積蓄積量

を幹材積表やアロメトリー式を用いて推定する。それらのデータを、カレイダグラフや Excel等のソ

フトを利用して、散布図にプロットし、回帰曲線や近似曲線を作成することによって、プロジェクト固

有の収穫予想表／成長曲線を作成する。 

Based on data of DBH and H calculated in a way explained above, stem volume stocks are 

estimated with stem volume table and allometry eqaution. 

 

5.3.2 各層の ha当たりの幹材積量（Vj,i,t /ha）を特定 Identification of stem volume per ha 

in each stratum （Vj,i,t /ha） 

作成したプロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて層 iの該当林齢における ha当た

りの幹材積量（Vi,t /ha）を特定する。 

なお、算定対象地内において、地位級ごとの収穫予想表／成長曲線が利用可能な場合は、そ

れらを用いて層 iの ha当たりの幹材積量を特定する。  

Stem volume per ha in each stratum (Vi,t /ha) is estimated using yield tables /increment 

curves particular to projects. If yield tables /increment curves of each site class of project 

areas are available, stem volume per ha in each stratum （Vj,i,t /ha）is estimated with 

them. 

 

5.3.3 ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定 

Estimation of above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t(Bi,t/ha)  

上記で特定した各層の ha当たり幹材積（Vi,t /ha）を基にして、容積密度（D）、バイオマス拡大

係数（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する（上述の 4.2.2 と同様、式 8 を参照）。

The estimation is conducted based on the stem volume per ha in each stratum (Vi,t /ha) 

calculated above using volume density(D), BEF and root/shoot ratio(R)(estimate with 

equation 8 in 4.2.2). 

 

 

 5.4 年平均幹材積成長量（MAI）を用いて推定する方法 Estimation method which 

uses mean annual increment of stem volume (MAI) 

算定対象地内における各層の ha当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を用いて、下記の

通り、ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t /ha）を推定する。A 
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Above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t(Bi,t/ha) is estimated 

using mean annual increment of stem volume per ha in each stratum（MAIi /ha） within 

areas to be estimated. 

 

 

5.4.1 各層の ha当たりの平均幹材積成長量（MAIi,j /ha）を特定 Estimate mean increment 

of stem volume per ha in each stratum（MAIi,j /ha） 

統計学的に設計されたサンプリング調査（4.1参照）または標準地調査（4.2参照）等によって、

算定対象地の各層における ha当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を特定する。または、ha

当たりの出材実績から伐期齢における ha当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を特定する。 

Mean annual increment of stem volume per ha in each stratum（MAIi /ha）is estimated 

with statistically programmed sampling survey(see 4.1) or sampling plot survey(see 4.2). 

Or, mean annual increment of stem volume per ha in each stratum (MAIi /ha) at cutting age 

is estimated using actual wood productivity per ha. 

 

5.4.2 各層の ha当たりの幹材積量（Vi,t /ha）を特定 

Estimation of stem volume per ha in each stratum（Vi,t /ha） 

上記で特定した各層の ha当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を基にして、それに林齢

（Agei）を掛けることにより、ある時点 tにおける各層の ha当たり幹材積（Vi,t /ha）を算出する（式

9）。  

Stem volume per ha in each stratum at time t （Vi,t /ha）is estimated multiplying the mean 

annual increment of stem volume per ha in each stratum（MAIi /ha）calculated above by 

stand age（Agei）. 

 

Vi,t /ha ＝ MAIi × Agei ・・・(9) 

 

Vi,t /ha ある時点 tにおける層 iの ha当たり幹材積  

Stem volume per ha in each stratum at time t  （m3/ha） 

MAIi 階層 iにおける ha当たり年平均幹材積成長量 

 mean annual increment of stem volume per ha in each stratum （m3/ha） 

Agei 階層 iにおける林齢（年生） stand age in stratum i (years) 

 

4.4.3 ある時点 tにおける層 iの ha当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定

Estimation of above-ground and below-ground biomass per ha in stratum i at time t(Bi,t/ha)  
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上記で算出したある時点 tにおける各層の ha当たり幹材積（Vi,t /ha）を基にして、容積密度

（D）、バイオマス拡大係数（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する（上述の 4.2.2

と同様、式 8を参照）。 

The estimation is conducted based on the stem volume per ha in each stratum at time t 

（Vi,t /ha）calculated above using volume density(D), BEF, and root/shoot ratio(R) 

(estimate with equation 8 in 4.2.2).  

 

 

 第 3章 森林資源調査の方法 Method of implementing forest resource assessment 

 

 1 実測調査プロットの配置 Allocation of plots for measurement  

プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置する方法（統計学的サ

ンプリング）と林分を代表する場所に配置する方法（標準地調査8）がある。 

なお、地位級ごとに層化が必要な場合は、地位級ごとにそれぞれ必要なプロット数を配置する。 

There are 2 ways of allocating plots. The one is to put them at random or regularly 

(statistically programmed sampling” and the other way is to put them in lands typical to 

stands(sampling plot survey).  

 

 2 実測調査プロットの形 Shape of plots for measurement  

プロットの形は、円形プロットならびに方形プロットのどちらでもよい。 

The shape of plots can be either circular or square. 

 

 3 実測調査プロットの大きさ Size of plots for measurement  

円形プロットならその直径、方形プロットならその一辺が、プロット内植林木の成熟樹高以上とす

る。 

Diameter of circular plot and side of square plot have to be longer than the tree height of 

planted trees in mature.  

 

 4 実測調査項目 Items to be measured 

設定したプロット pにおいて、以下の 3つの項目（表 2）を実測調査する。  

Measure the following 3 items(table 2) in established plot p. 

表 2．プロットにおける実測調査項目 

 Items to be description 

                                                 
8
  詳細については、J-VERのモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）を参照。 See the 

monitoring guidelines of J-VER(for forest management project) for the details. 
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measured 

（1） Ap プロット pの面積 Area of plot p（ha） 

（2） DBH プロット p内の全植林木の胸高直径 Diameter at breast 

height of all trees planted in plot p 

（3） H プロット p内の植林木の樹高（15本程度）。DBHの最大級から

最小級までの個体がまんべんなく含まれるようにする  

Height of trees(about 15 trees)in plot p. trees whose height 
is measured have to be of minimum to maximum class of 
DBH. 

  

（1）apの実測調査 Measurement of ap 

コンパス等の測量機器、または高精度の GPSを用いた実地測量を実施してプロット pの境界

を特定し、プロットの面積（Ap）を算出する。  

Area of plot（Ap） is calculated by deciding borders of area p with equipments like compass 

or high precision GPS. 

 

（2）DBHの実測調査 Measurement of DBH 

プロット p内の全植林木について、直径巻き尺等を用いて胸高直径（DBH）を実測する。  

DBH of all trees planted in plot p is measured with a diameter tape measure,etc. 

 

（3）Hの実測調査 Measurement of H 

プロット p内の植林木について、15本程度のサンプル木について樹高（H）を実測し、胸高直

径－樹高の関係式を導き出す。導き出した関係式を用いて、プロット p内の全植林木の樹高（H）

を算出する。なお、サンプル木には DBHの最大級から最小級までの個体がまんべんなく含まれ

るようにする。  

Height of around 15 trees planted within plot p is measured to make a relational equation 

of DBH-Height. Height of all the planted trees in plot p is estimated with the equation. 

Sample trees have to be of minimum to maximum class of DBH. 

以上 


