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背景と目的
地球温暖化問題が大きく取り上げられる中、温暖化を緩和する森林の炭素吸収機能に期待
が集まっています。森林の炭素吸収量は気象条件と森林の状態、そして森林の取り扱いに大
きく左右されます。今後、森林の炭素吸収量を適切に維持・管理していくためには、温暖化
する気候を考慮しながら、長期的な視点に立った有効な林業政策を推進することが必要です。
そのためには、気象条件、森林の状態および林業政策の影響を反映しながら炭素吸収量を予
測できるモデルと、そのモデルを用いたシミュレーションが不可欠です。そこで、日本全国
のスギ林を対象としてモデルを開発し、これを用いて 2050 年までのシミュレーションを行い
ました。さらに、複数の林業施策シナリオによる炭素吸収量の比較を行いました。
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