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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 CO2吸収量を算定するための方法を定めるものである。  

The estimating methods define the ways to estimate CO2 removals in plantations out of 

Japan under the evaluation and certification system of carbon stocks and CO2 removals in 

overseas plantations  

 

 2．適用条件 application condition 

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 CO2吸収量の算定方法 Chapter 2  Estimating methods of CO2 removals 

 

 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 

別途定める「C蓄積量の算定方法」と同じとする。   

They are the same with the ones defined   in “Carbon stocks estimation methods” 

ただし、CO2吸収量の算定期間である 2時点間で対象となる植林地の面積が異なる場合は、

そのどちらの時点においても全ての植林地面積が含まれる区域を算定対象地とする。 

However, In case the area to be estimated is different at 2 time points for the estimation of 

CO2 removals), only the area which is covered at both time points is estimated.     

 

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

別途定める「C蓄積量の算定方法」と同じとする。 

They are the same with the ones defined   in “Carbon stocks estimation methods” 

 

 1.3 算定対象とする排出源 Emission sources to be estimated 

算定対象とする排出源は、CDM植林のルールに準拠して、表 1の通りとする。  

The emission sources to be estimated are as Table 1 following to the rules of A/R CDM. 
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表 1．算定対象とする排出源 Emission sources to be estimated 

Emission 
source 

gas Estimated or 
Not estimated 

Justification／explanation 

木質バイオ 

マスの燃焼 

CO2 含めない ただし、木質バイオマスの燃焼時に発生する

CO2排出量は、炭素プールにおいて、炭素蓄積

の変化量としてカウントする 

CH4 含める 木質バイオマスの燃焼から発生する CH4排出量

をカウントする 

N2O 含める 木質バイオマスの燃焼から発生する N2O排出量

をカウントする 

 

 

 CO2吸収量の算定式 Equation to estimate CO2 removals 

CO2吸収量の算定は、IPCC1の「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）」の蓄積変化法に準拠することとする。  

The estimation of CO2 removals follows the stock change method of IPCC GPG-LULUCF. 

海外植林地におけるある 2時点（t1 と t2）の間の期間 Tにおける CO2吸収量は、算定対象地

内の t1 と t2における総炭素蓄積量（CO2相当量）の差から、プロジェクト実施により発生する上

記 1.3で規定した算定対象とする温室効果ガス（GHG）の排出量を差し引いたものとする（式 1、

図 1）。  

CO2 removals for a period T between 2 points(t1and t2) are estimated subtracting GHG 

emissions defined in1.3 above which caused by the implementation of a project from the 

difference of total carbon stock(CO2e) at time t1 and t2(equation1,figure 1). 

 

ΔCO2T ＝ (Ct2, CO2 - Ct1, CO2) - GHGE,T ・・・(1) 

 

ΔCO2T ある 2時点（t1 と t2）の間 Tにおける CO2吸収量 

                   CO2 removals for a period T between 2 points(t1and t2)

（tonCO2／T） 

Ct1, CO2  ある時点 t1における総炭素蓄積量の CO2相当量    

                    total carbon stock in CO2e at time t1 （tonCO2） 

Ct2, CO2  ある時点 t2における総炭素蓄積量の CO2相当量   

                    total carbon stock in CO2e at time t2 （tonCO2） 

GHGE,T ある 2時点（t1 と t2）の間 Tにおけるプロジェクト実施による GHG排出量    

                                                 
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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GHG emissions caused by the implementation of a project  for a 

period T between 2 points(t1and t2) （tonCO2／T） 

 

ある時点
t2における
炭素蓄積量

の
CO2相当量

ある期間T

における
GHG排出量

ある時点
t1における

炭素蓄積量
の

CO2相当量

ある期間
Tにおける

CO2吸収量

Ct1

(tonCO2-e)

GHGE,T

(tonCO2-e/T)

⊿CO2,t

(tonCO2-e/年)

Ct2

(tonCO2-e)

ある期間
Tにおける
炭素蓄積量

の差
（CO2

相当量）

⊿CT

(tonCO2-e)

ある時点
t2における
炭素蓄積量

の
CO2相当量

ある期間T

における
GHG排出量

ある時点
t1における

炭素蓄積量
の

CO2相当量

ある期間
Tにおける

CO2吸収量

Ct1

(tonCO2-e)

GHGE,T

(tonCO2-e/T)

⊿CO2,t

(tonCO2-e/年)

Ct2

(tonCO2-e)

ある期間
Tにおける
炭素蓄積量

の差
（CO2

相当量）

⊿CT

(tonCO2-e)
 

図 1．ある 2時点（t1 と t2）の間 Tにおける CO2吸収量の算定方法 

CO2 removals for a period T between 2 points (t1and t2) 

 

   From the left   carbon stocks in CO2 equivalent at time t1 

               carbon stocks in CO2 equivalent at time t2 

        difference of total carbon stock(CO2e) at time t1 and t2 

       GHG emissions for a period T 

         CO2 removals for a period T 

 

 ある時点 tにおける総炭素蓄積量を CO2相当量へ換算する式   

 Equation to convert total carbon stock at time t into CO2 equivalent quantity  

 

算定対象地内における、ある時点 tにおける総炭素蓄積量の CO2相当量は、その時点におけ

る総炭素蓄積量を下記式により CO2相当量に換算したものとする（式 2）。  Total carbon stock 

in CO2 equivalent at time t is calculated by converting total carbon stock at time t into the 

CO2 equivalent quantity(equation 2). 

 

Ct, CO2 ＝ Ct × 44/12 ・・・(2) 
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Ct, CO2 ある時点 tにおける総炭素蓄積量の CO2相当量   

         total carbon stock in CO2e at time t（tonCO2-e） 

 

Ct ある時点 tにおける総炭素蓄積量  total carbon stock at time t （tonC） 

 

44/12 炭素蓄積量を CO2相当量へ換算するための係数（CO2と Cの分子量比）  

Coefficient for converting carbon stocks into CO2 equivalent quantity (molecular weight 

ratio of CO2 and C)  

 

 

 ある時点 tにおける総炭素蓄積量の推定 Estimation of total carbon stock at time t 

算定対象地内における、ある時点 tにおける総炭素蓄積量の推定は、別途定める「C蓄積量の

算定方法」を参照すること。 

See “Estimation of carbon stocks” for the estimation of total carbon stock at time t. 

 

 

 ある 2時点（t1と t2）の間の期間 T における GHG排出量（GHGE,T）の推定 

 Estimation of GHG emissions for a period T between 2 points(t1and t2) 

 

期間 Tにおける GHG排出量（GHGE,T）については、上記表 1の通り、木質バイオマスの燃焼

時に発生する非 CO2温室効果ガスである CH4 と N2Oのみを算定対象とする。  

Estimated non-CO2 GHG emissions for a period T are CH4 and N2O caused by the 

burning of woody biomass as table1 shows.  

木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2温室効果ガスである CH4 と N2Oの算定方法は、

CDM植林の方法論支援ツール、「CDM 植林プロジェクト活動によるバイオマス燃焼による非

CO2温室効果ガス排出量の推定2」に準拠して下記の通りとする 

The estimation method of CH4 and N2O caused by the burning of woody biomass is as 

follows based on the A/R CDM methodology tool “Estimation of non-CO2 GHG emissions 

resulting from burning of biomass attributable to an A/R CDM project activity”. 

 

                                                 
2
  http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html よりダウンロード可。 
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 5.1 木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2温室効果ガス（CH4と N2O）の算

定方法 

森林火災時などに木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2温室効果ガス（CH4 と N2O）の

算定式は下記の通り（式 3）。 

Estimation method of non-CO2 GHG emissions (CH4 and N2O) caused by the burning of 

woody biomass is as follows. 

 

GHGE,T ＝ BBURN,T × CF × 44/12 × 0.07 ・・・(3) 

 

GHGE,T ある期間 Tにおける木質バイオマスの燃焼から発生する GHG排出量の 

CO2相当量 

CO2 equivalent quantity of GHG emissions caused by the burning of woody 

biomass for a period T（tonCO2-e） 

 

BBURN,T  ある期間 Tにおける木質バイオマスの燃焼量 

                   Woody biomass burnt for a period T（ton.d.m.） 

 

CF  木質バイオマス中の炭素含有率 Carbon fraction of woody biomass ＝                  

0.5（tonC/ton d.m.）（IPCC default value） 

44/12            炭素蓄積量を CO2相当量へ換算するための係数（CO2と Cの分子

量比） 

                Coefficient for converting carbon stocks into CO2 equivalent 

quantity (molecular weight ratio of CO2 and C)  

0.07               バイオマスの燃焼時に発生する CO2量に対する非 CO2温室効

果ガス（CH4 と N2O）排出量の比（IPCC規定値）  

                The proportion of CO2 and non-CO2 GHG emissions caused by 

biomass burning(IPCC default value) 

 

 

 5.2 火入れ地ごしらえ時に発生する非 CO2温室効果ガス（CH4と N2O）の算定方

法 Estimation method of non-CO2 GHG (CH4 and N2O) emissions caused by site 
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preparation burning 

 

火入れ地ごしらえ時に林地残材の燃焼等により発生する非 CO2温室効果ガス（CH4 と N2O）

の算定式は下記の通り（式 4）。  

The equation to estimate non-CO2 GHG (CH4 and N2O) emissions caused by site 

preparation burning is as follows. 

 

GHGE,T ＝ BHARVEST,T × fBL × CF × 44/12 × 0.07 ・・・(4) 

 

GHGE,T ある期間 Tにおける木質バイオマスの燃焼から発生する GHG排出量の

CO2相当量 

CO2 equivalent quantity of GHG emissions caused by the burning of woody 

biomass for a period T（tonCO2-e）（tonCO2-e） 

 

BHARVEST,T ある期間 Tにおける出材量のバイオマス 

                   Biomass harvested for a period T（ton d.m.） 

 

fBL                                  出材量に対する林地残材率 

The proportion of logging residues to harvested wood ＝ 0.10

（Temperate forest）、0.2(tropical forest)（IPCC default value） 

 

CF  木質バイオマス中の炭素含有率  

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

 

44/12  炭素蓄積量を CO2相当量へ換算するための係数（CO2と Cの分子量比） 

Coefficient for converting carbonstocks to CO2 equivalent quantity   

(molecular weight ratio of CO2 and C)  

 

0.07 バイオマスの燃焼時に発生する CO2量に対する非 CO2温室効果ガス

（CH4 と N2O）排出量の比 （IPCC規定値） 
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                     The proportion of CO2 and non-CO2 GHG emissions 

caused by biomass burning(IPCC default value) 

 

以上 


