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「ベトナムにおける参照排出レベルの開発」 

鈴木 圭（日本森林技術協会 事業部 森林情報グループ） 

 

  

 私は 2009 年からベトナムにおける事業に参画し、特に参照排出レベル／参照レベル

（REL/RL）の開発に携わってきた中で技術的な困難に幾つか直面したので、その知見や経

験を共有したい。 

 

  

 最初に、われわれのプロジェクトが REDD の中で一体どの辺に位置しているかを頭に描

いてもらいたい。SBSTAで議論されている三つのコンポーネント（RL
136、セーフガード、

MRV）の中で、特に RLについて述べる。REDD を語るときには幾つかのスケールがある。

それぞれの活動のスケールの位置を非常に強く意識する必要がある。 

 

                                                        
136

 Reference Level：参照レベル 
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 さて、ナショナルスケールにおける RL/REL
137の開発について発表する。 

 

 われわれのプロジェクトのタイトルは“Study on Potential Forests and Land Related to 

Climate Change and Forests”138である。期間が 2009～2012年で、今年 3月で終了するので、

既にファイナルのレポーティングに取り掛かっている。 

 

 私たちのプロジェクトには七つのコンポーネントがある。そのうち、RL を作るための

最初の地図作り、NFI（National Forest Inventory）がベトナムで今までやっていた地上調査

のデータをうまく活用した排出係数作り、これらの二つのデータを用いて行った Setting 

interim RL/RELs を説明する。 

 

                                                        
137

 Reference Emission Levels：参照排出レベル 

138
 

http://www.theredddesk.org/fr/countries/vietnam/info/activity/the_study_on_potential_forests_and_land

_related_to_climate_change_and_forests 

http://www.theredddesk.org/fr/countries/vietnam/info/activity/the_study_on_potential_forests_and_land_related_to_climate_change_and_forests
http://www.theredddesk.org/fr/countries/vietnam/info/activity/the_study_on_potential_forests_and_land_related_to_climate_change_and_forests
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 最初に、どのように Carbon estimation を行うかというメソドロジーを説明する。アクテ

ィビティデータと排出係数の二つを掛け合わせることによって、カーボンチェンジを見る

ことができるだろう。こういうデータを基に RL/REL が作れるのではないかということが

方法論の基本となる。アクティビティデータは主に衛星データ（リモートセンシング）の

データを用いて地図化し、排出係数は地上調査のデータを用いて製作する手順を取った。 

 

  

 アクティビティデータの整備では、まず今までベトナムサイドでどのようなデータが収

集されていたかを調べた。彼らの手持ちのデータをうまく活用することによって、今後の

国のデータ収集システムをうまくハーモナイズできるので、既存のデータをレビューする

ことが最初のスタートとなる。その結果、1991～2010年までにさまざまな衛星を用いてデ

ータを作っていたことが分かった。そして、衛星の分類の仕方が目視判読によって森林か

非森林か、どのようなタイプの森林があるかを分類し、地上のデータを用いてそれを修正

するという手法を用いていることが分かった。さらに、彼らのデータは 30 以上の LU/LC

（Land Use/Land Cover）のカテゴリーに分類されていたが、これには時点ごとに分類の項

目が違うなど、幾つかの問題があるため、われわれはその修正作業を行って地図を完成さ

せた。 
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 1990～2010 年までにベトナムの森林がどのように変化したかが見て取れるアニメーシ

ョンを作った。ベトナムの森林は 1990年を大体の境として、既に増加に移っている。一方

で、中部もしくは南部ではまだ森林が減少している状態が見て取れる。これをグラフにし

て、もう少し詳しく見てみよう。 

 

 面積ベースのグラフを見ると、1990年以降、面積が増えていると思われる。これに一番

貢献しているのはプランテーションであり、ベトナムの森林はよく守られてどんどん増え

ていると解釈しがちだが、Evergreenの rich、medium、poorの三つのカテゴリーは 90年か

らすべからく減少傾向をたどっており、ベトナムは新規植林をしている一方で、まだ天然

林の減少が続いていることが分かる。この問題は RLおよび RELの構築に効いてくる。 

 

 

 ベトナムの森林が非常に増えていると述べたが、面積ベースのグラフを地域的に分ける

と、少し異なる傾向が見られる。特に North Eastリージョンはプランテーションが非常に

多いことが分かる一方で、中部森林、中部高原と言われる森林の蓄積が多いところでは、

依然として森林の総面積があまり増えていない。また、天然林の減少は多少あるが、かな

りステーブルではないかということが分かる。北部の常緑林を見るとかなり減っているの

が分かるので、中部高原では森林は増えていないが、森林減少が少し止まりかけているこ

とが分かる。これらの過去のトレンドは、RL もしくは REL の構築において非常に大きな

意味を持つ。 
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 続いて、面積に掛け合わせていく排出係数をどのように構築したかを説明する。ベトナ

ムではサンプリングシステムを既に採用しており、1991～2010 年まで 5年間隔のインター

バルで既に第 4期の調査を終えている。システマティック・サンプリング・プロットなの

で 8km 四方間隔で、一つのプロットに 40 のサブプロット（クラスタープロット）を設け

ている。一つのサブプロットは 20ｍ×25ｍの方形で、かなり膨大なデータがそろっている

と言える。これだけの過去のデータをそろえて経年的に同じ方法で繰り返し調査を行って

いることは、ほかの国とはかなり違っている状況だろう。 

 

  

 これらのデータを用いて排出係数を計算した。サイクル 4 のデータには、縦軸に

Bio-ecoregionsという一つの生態学的な地理的区分を採用している。上段の 1～12番は森林

のタイプで、1～3 番が常緑林の rich、medium、poorである。例えば、2番目の Bio-ecoregions

の常緑林（rich）は平均 604 CO2t/haを有していることが分かる。ちなみに、この値は地上

部と地下部のバイオマスを合計している。地下部バイオマスは FAO
139が提供した Tier1 の

値で計算した。このようなタイプでサイクル 1～4まで 4期分のデータを作成した。ここま

では簡単だと思っていたのだが、その後、問題に突き当たった。 

 

                                                        
139

 Food and Agriculture Organization: http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/
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 地図は 90年から 5年間隔でそろい、第 4期分のデータもそろったので、これからどうや

って RL を作ろうかと考えた。料理に例えると、材料はそろったがどうやって調理するの

かという段階だ。そこで、われわれには幾つかのオプションがあることが分かった。 

 

  

 昨年 11 月にドイツのボンで開かれた SBSTA の RL/RELに関する専門家会合で、ディス

カッションの際、チェアが各グループに出した課題がある。例えば、その 1点目は最も基

本的な考え方で、RLと RELのデフィニションをもう 1 回考え直そうではないか、もしく

はきちんと決めようではないかという部分だった。また、REDD の活動は五つに分かれて

いるが、その五つごとに REL/RLsが作れるのかという議論も行った。結局、対立した意見

があったため、明確なコンクルージョンはなかった。最終的には昨年のダーバンでガイド

ラインが示されているが、いまだに「REL/RL」と明記されているのは、これを分けるべき

なのか、一体化するのかがいまだに決まっていないからだ。この問題は、REL と RL はモ

ダリティの中でのフレキシビリティを持たせるべきだという各国の専門家の意見を加味し

た最後の決定だったと理解している。 
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 このような状況で、地図とエミッションファクターを基にしてどうやって計算するかと

いう段階に行ったときに、われわれは二つのアプローチを考えた。最初に、どうやって計

算するかということだ。排出と吸収を一つのバスケットに入れて計算する方法と、分ける

方法がオプション 1として考えられる。もう一つは、どういう単位で集計するかというこ

とで、ナショナルでいくのか、リージョナルスケール（行政区画、州、県）で集計すべき

かという問題を、オプション 2として検討した。 

 

  

 オプション 1について、考え方は非常にシンプルである。1990年の地図とサイクル 1の

データから、1990 年のカーボンストックの総量を計算する。同じように、次の時点の 1995

年地図とサイクル 2のデータを用いてカーボンストックの 95年を計算する。その中には吸

収も排出もないため、単なるカーボンストックが計算されることになる。この差を取るこ

とによって、1990～1995年にかけて、吸収したか排出したかが分かる。これは IPCC がい

うところのストックチェンジ法という、広く認められた方法である。例えば、1990～95年

は 50 MCO2tが排出されている。ベトナムは 2000年を境に排出から吸収に移行したことが

見て取れる。 

 一方、排出と吸収を分けて計算する方法については、最初に 1990年と 1995年の地図か

らどういう森林のタイプが変化したかを GIS
140のテクニックを用いて計算する。同時に 2

時点のエミッションファクターの変化を計算して、この二つのマトリックスを掛けること

により、吸収と排出に分けた計算ができる。われわれはこれをフォレスト・チェンジ・マ

トリックス法と呼ぶことにした。このメソッドを考えたときの問題は、分けるべきか、一

                                                        
140

 Geographic Information System 
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緒にすべきかということだ。 

 

  

 図の左側が 1990年の森林タイプで、カテゴリーの緑の部分が森林、赤が非森林としてい

る。GIS を用いてエクセルにはき出すのだが、例えば 1990年に非森林であったものが 2000

年に森林になると、これは再植林、新規造林に該当することが分かる。逆に、1990年に森

林だったものが 2000 年において非森林カテゴリーに行くということは、森林が減少してな

くなるということなので、deforestationと認識できる。残りの黄色の部分は forest remaining 

forest、つまり森林から森林になったというタイプだが、このカテゴリーの中に例えば

degradation や conservation などが含まれるということが、このマトリックスから分かる。

われわれはカテゴリーごとに集計して先ほどのグラフを作った。それが最初のオプション

となった。 

 

  

 もう一つ、ナショナルでいくか、少し違うリージョンで集計するかを検討した。図のグ

ラフは炭素ベースである。一番上がナショナルスケールで、森林は増えており、森林減少

に基づく排出はかなりステーブルだと分かる。ところが、これをリージョナルベースに分

けると、それぞれの特徴が出てくる。例えば、North リージョンに至っては森林のカーボ

ンの増加が非常に激しく出てくることが見て取れる。一方、森林の蓄積の高い Centralリー

ジョンは森林減少に基づく排出がかなり抑制されてきている。つまり、先ほど地図で述べ

たようなことが炭素ベースでも分かるということだ。 

 これが何を意味しているかというと、それぞれの地域によって追加的政策、森林のドラ

イバーなどが違うと言えるのではないか。これについても、ナショナルでいくのかリージ

ョナルでいくのかが一つの問題点として出てくる。 
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 UNFCCCでも議論の途中であると同時に、国によっても状況が違うので、以上の二つの

アプローチについてどちらがいいという結論はわれわれからは提示しない。ただ、こうし

た技術的な課題点が今後、皆さんが取り組む中で必ず出てくると思われるので、このよう

な点に気を付けながらやっていく必要がある。 

 

     

 最後に、計算したベトナムにおける Interimのサマリーを紹介する。将来予測には過去の

平均を用いた。赤が deforestationに基づくもの、緑が reforestation、黄色が forest remaining 

forest である。それぞれ平均値を計算して外挿したところ、2010～2015 年までにベトナム

全土において-0.62 MCO2t が一つのベンチマークとして出てくる。これを年に換算すると

-0.124 MCO2tという結果が得られる。参照レベルにいろいろなモデルをどのように当ては

めるかということは一つの議論になるが、この部分の RL についてはかなり政策的・政治

的な判断になると思われるので、マラケシュのように政治決着でいきなり決まる可能性は

十分に残されている。まだテストの段階なので、どれがいいかなどの結論を得ているわけ

ではない。 

 

  

 要求される技術は何か。地図についてはリモートセンシングのデータを扱うので、技術

的なものが必要になるし、分類に対しての技術も必要だ。排出係数を作るため、どういう

森林タイプがあるかという知見が要るだろうし、調査点を設計するための統計学的なバッ

クグラウンドも必要になる。それから、最後に集計するときにはデータベース化、GIS の

テクニックが必要になる。ただ、1 点確認しなければならないのは、われわれが行ったの
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は REL/RLというよりも過去のヒストリカルトレンドに基づく BAU
141モデルなので、国情

を加味して RL を作るという話になる。ただ、この点は政治決着になる可能性が十分にあ

ることも留意しておくべきだろう。 

 以上のようないろいろな技術的な問題があるが、研究開発センターでは REDD プラスに

関するクックブックを開発中だ。これは特にどのようにカーボンを測ってモニターしてい

くべきかを示した一つのガイドライン、テキストとなるだろう。ぜひこちらも参考にして

いただきたい。 

                                                        
141

 Business as Usual：地球温暖化対策を何も講じなかった場合の将来予測排出量 


