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序　　　文

　研究成果シリーズは、農林水産省農林水産技術会議が研究機関に委託して推進した研究の成果を、総合的
かつ体系的にとりまとめ、研究機関及び行政機関等に報告することにより、今後の研究及び行政の効率的な
推進に資することを目的として刊行するものである。
　この第 560 集「気候変動に対応した循環型食料生産等の確立のためのプロジェクト－高精度リモートセン
シングによるアジア地域熱帯林計測技術の高度化－、－アジア地域熱帯林における森林変動の定量評価とシ
ミュレーションモデルの開発－」は、農林水産省農林水産技術会議の委託プロジェクト研究として、2011
年度から 2014 年度までの 4 年間にわたり、独立行政法人森林総合研究所を中心に実施した研究成果をとり
まとめたものである。
　IPCC（気候変動に関する政府間パネル）第 5 次評価報告書（2014 年 11 月公表）においては、気候シス
テムの温暖化は疑う余地はないとされており、地球温暖化は世界中の自然と社会に深刻な影響を与えること
が懸念されている。その中でも、森林の減少・劣化による温室効果ガスの排出は、工業等を含めた全世界の
排出量の約 1 割に達すると言われており、特に急速に進む熱帯林における森林減少・劣化が問題となってい
る。そのため、発展途上国が取り組む森林の保護・増進に対し、排出の削減量に応じて、先進国が経済的イ
ンセンティブを付与する仕組み、通称「REDD プラス」の枠組み作りが UNFCCC（国連気候変動枠組み条
約）を中心に行われており、その効果的な実施のための、森林炭素蓄積量とその変化を正確に把握する手法
の開発が課題とされている。
　本研究は、東南アジア熱帯林において、高分解能衛星画像や航空機計測を活用した正確で効率的な森林炭
素蓄積量の把握技術の開発、熱帯林における森林変動を予測する技術の開発を実施しており、REDD プラ
スの効果的な実施に資することを目的とした。
　この研究の成果は、途上国が熱帯林において実施する森林減少・劣化対策への活用や、今後の農林水産関
係の研究開発及び行政を推進する上で有益な知見を与えるものと考え、関係機関に供する次第である。
　最後に、本研究を担当し、推進された方々の労に対し、深く感謝の意を表する。

　2016 年 3 月

農林水産省農林水産技術会議事務局長　　　
西郷　正道　　
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Ⅳ　研究目的
１　高精度リモートセンシングによるアジア地
域熱帯林計測技術の高度化

　本課題では、東南アジアにおける主要な森林タイ
プである熱帯雨林と熱帯落葉林において、新しいリ
モートセンシング技術を用いた正確で効率的な森林
炭素蓄積量計測技術を開発する。
　森林から大気への炭素の排出・吸収量は、ある期
間の森林の炭素蓄積の変化量として求められる（蓄
積変化法）。森林に貯留される炭素のうち、ここで
は量及び変化の大きいバイオマスの炭素量を計測す
る。その際、森林の全ての立木を測れないので、リ
モートセンシングにより森林のタイプごとの面積を
求めるとともに、森林のタイプごとに単位面積当た
りの炭素蓄積量を複数の標本プロットで計測して推
定し、それらを掛け合わせて全体の炭素蓄積量を推
定する。しかし、発展途上国では標本プロットさえ
十分な数を確保するのが困難な場合もある。
　そこで、本課題では、地上調査ならびに航空機及
び衛星リモートセンシング技術を組み合わせて、高
分解能衛星画像等から林相や林冠構造を判別して森
林劣化などこれまで区分しにくかった森林の状態を
区分する技術と、航空機レーザー計測により森林炭
素蓄積量を正確に推定し地上の標本プロット調査を
補完する技術を開発する。
　高分解能衛星画像は地上分解能が 60 cm から 1 m
程度のものが入手可能である。これにより、林冠
を構成する上層木の個体の樹冠が画像上で見分け
られる。航空機レーザー計測とは航空機に搭載し
たレーザー測距計（Light…Detection…and…Ranging;…
LiDAR）と航空機の位置と姿勢を精密に計測する
GPS-IMU とを組み合わせて地表の高さの分布を精
密に計測するものである。森林では林冠から反射し
た林冠面の高さの分布と林床から反射した地盤高の
分布との差により林冠高の分布が推定できる。

研　究　の　要　約
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２　アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発

　東南アジアの熱帯地域では、開発行為や焼き畑な
どにより、森林減少・森林劣化が引き起こされてい
る。その結果、森林の樹木や土壌で固定されていた
炭素が、二酸化炭素として排出されていくという問
題がクローズアップされてきている。このような状
況のもと、「REDD プラス」として途上国における
炭素排出量削減と吸収量増加への取り組みが推進さ
れている。REDD プラスの実施効果を定量的に予
測・把握し、正確に評価するためには、森林などに
よる炭素吸収量の評価に加えて森林減少・劣化によ
る炭素排出量の変動を高精度で把握・評価すること
が重要である。
　本課題は、土地利用施策等のシナリオに応じた炭
素排出量の変動を予測するシミュレーションモデル
の開発を目的としている。このモデルでは、ある地
域における現状の土地利用状況に対して、土地利用
がどのように変化するのかを「シナリオ」に応じて
予測する。REDD プラスの取組によって森林減少
が生じなくなるシナリオ、逆に REDD プラスの取
組をなんら行われずに従来どおりのスピードで森林
減少の生じるシナリオ（レファレンスシナリオ）な
ど、多様なシナリオに応じて予測した土地利用状況
での炭素蓄積量を予測するのが、本課題で開発する
シミュレーションモデルである。本シミュレーショ
ンモデルには、多様な活用法が期待される。まず、
リファレンスシナリオの精度向上である。つまり
REDD プラスの取組を行わなかった場合であるリ
ファレンスシナリオによる炭素排出量の変動予測に
科学的根拠をもたらす。ひいては REDD クレジッ
ト算出精度を向上させることにつながる。さらに、
政府等による政策決定支援ツールとしての活用も期
待できる。たとえば、REDD クレジットをどの程
度に設定するのが効果的か ? 逆にどの程度まで森林
減少を許容するのか？という決定を政府等が行う場
面があろう。その際に、様々なシナリオに基づく炭
素蓄積量の変動をシミュレートすることで、政策決
定のための客観的な情報を提供できる。また、政府
機関などによる森林の保全や開発のためのゾーニン
グの効果把握にも活用できる。ローカルスケールで
は、森林減少は一般に道路や集落からの距離が近い
場所で生じやすいとされる。そこで、炭素排出量抑

制の観点から見て望ましい道路ルートの選定や集落
設置場所の選定などにも活用が期待できる。
　なお、本課題によって開発される技術は、必要と
されるデータが収集可能であれば、いずれも様々な
土地利用に適用できる。そのため、他の土地利用の
ある地域や国に、モデルを展開することは可能であ
る。

Ⅴ　研究方法
１　高精度リモートセンシングによるアジア地
域熱帯林計測技術の高度化

　森林炭素蓄積量の推定は多段サンプリングにより
行う。多段サンプリングとは、正確だが少ないサン
プルと正確さには劣るがより多い（または広い）サ
ンプル、さらに対象地全域を観測する衛星画像など
を段階的に組み合わせて、統計的に効率的に推定を
行うことである。ここでは、高分解能衛星画像によ
る森林タイプごとの面積推定、航空機からのレー
ザー計測や空中写真による林分炭素蓄積量の推定、
地上のプロットでの林分調査による森林蓄積量の詳
細調査を組み合わせて、それぞれに最適の推定モデ
ルを得る技術を開発する。
　研究対象地はマレーシア・サバ州の熱帯雨林と、
カンボジア・コンポントム州の熱帯季節林である。
それぞれ、東南アジアにおける代表的な森林タイプ
であり、かつ現地の景観は植生も攪乱の履歴も異な
る様々な状態の森林を含んでいる。
　サバ州の研究対象地は、Sabah…Forest…Industries…
Sdn…Bhd（SFI 社）が管理する択伐施業林及び皆伐
後の二次林と、地元住民が焼畑耕作を行う州有林な
どからなる。標高約 1000 ～ 2000 m の急峻な地形
である。ここで、航空機レーザー計測及び空中写真
撮影を 2012 年 10 月に実施した。また、高分解能衛
星画像 IKONOS-2 の 2010 年 2 月 28 日に撮影され
た画像を用いた。さらに、主に 30 m × 30 m のプ
ロット調査を 63 か所で行った。
　一方、コンポントム州の対象地は熱帯季節林（落
葉樹林）を中心に常緑樹林や焼畑後の二次林などが
混交する景観である。農地への転換や違法伐採によ
る森林減少と劣化が急激に進んでいる。ここでは、
2012 年 1 月と 2014 年 1 月に合計 2 回 LiDAR 計測
を行った。また、高分解能衛星画像は 2011 年には
11 月 30 日と 12 月 19 日に Quickbird 画像を、2013
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年には 11 月 28 日に Quickbird 画像と 12 月 22 日
に WorldView2 画像を取得した。さらに、0.12 ～
0.25 ha の固定プロット 65 点での調査を 2011 ～ 12
年と 2013 年に 2 回実施した。この対象地は課題 2

「アジア地域熱帯林における森林変動の定量評価と
シミュレーションモデルの開発」と共通である。

２　アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発

　天然生林とゴム林をそれぞれ対象に、炭素吸収
量・排出量を評価する手法を開発した。二酸化炭素
動態観測と供に、一般気象観測、土壌・植生調査に
よるデータなどに基づいて炭素吸収量・排出量を評
価する手法であるプロセスベースモデルを開発し
た。プロセスベースモデルの計算には、課題 1「高
精度リモートセンシングによるアジア地域熱帯林計
測技術の高度化」による三次元森林構造データも活
用した。評価結果は、土地利用情報データセットの
一部を構成した。
　リモートセンシング技術を利用して、各地点の土
地利用や被覆状態に影響を与えたイベントを把握す
るとともに、立地環境や環境因子の時系列データ
セットを開発した。このデータセットは、土地利用
情報データセットの一部を構成した。
　農業生産力評価図を作成するための、農地転用に
伴う農業生産力の推定手法として、国際農林水産業
研究センター（以下「JIRCAS」という）がバング
ラデシュのコメを対象に開発した単位面積当たりの

生産量を推定するプロトタイプモデルを活用し、対
象地域（国）の農業統計と地理情報に基づいて農業
生産力を推定するための面的評価手法の開発を行っ
た。本評価手法の開発により、農地転用によって期
待される農業生産や、農地転用しなかった場合に保
証すべき農業所得の算定基礎が得られた。得られた
水田・畑地の適地性評価図情報は、土地利用情報
データセットの一部を構成した。
　以上の成果などから土地利用情報データセットを
整備した。これは、リモートセンシング技術などに
より土地利用、森林構造や環境因子をマップ化し、
社会経済因子等の状況を把握するために使用した。
また炭素排出量変動を予測するために森林減少ポテ
ンシャルマップを作成した。土地利用情報データ
セットによるマップ情報を GIS 上で総合評価する
ことにより、森林伐採可能域や農地転用の可能性の
あるエリアを、いくつかのシナリオに応じて抽出し
た。この領域における森林の炭素吸収量・排出量
を、森林減少・劣化後の値と置き換えることによ
り、森林減少・劣化による炭素排出量の変動値を算
定するシミュレーションモデルを開発した。
　モデル流域として、カンボジア国中央部に位置す
るコンポントム州チニット河流域を選定した。この
流域内には、①比較的良好な天然生林が残っている
こと、②しかしながら農地やゴム林への転換による
森林減少が、急速に進んでいることから、シミュ
レーションモデルの開発に必要なデータセットを構
築するための事例が充分に期待されたからである。

研究計画表（研究室別年次計画）

研究課題
研究年度 担当研究機関・研究室

11 12 13 14 機関 研究室

1…　高精度リモートセンシングによるアジア地
域熱帯林計測技術の高度化

（1）高分解能衛星画像による林相区分と炭素
蓄積推定
1）高分解能衛星データによる林相区分及
び航空機計測技術との組み合わせによる
熱帯林の炭素蓄積推定手法の開発

森林総合研究所 資源解析研究室・
温暖化対策推進室・
北海道支所
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（2）航空機計測による森林の三次元構造・バ
イオマスの推定
1）熱帯季節林の三次元森林構造と地上バ
イオマスの航空機計測による推定技術開
発

2）熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイ
オマスの航空機計測による推定技術開発

（LIDAR）
3）熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイ
オマスの航空機計測による推定技術開発

（デジタル空中写真）
（3）森林構造の航空機計測技術

1）熱帯季節林における三次元森林構造の
航空機計測技術の開発

2）熱帯雨林における三次元森林構造の航
空機計測技術の開発

2…　アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発

（1）炭素吸収・排出量の評価手法の開発
1）天然生林における炭素吸収・排出量の
評価手法の開発

2）ゴム林の炭素吸収・排出量の評価手法
の開発

（2）炭炭素排出量変動シミュレーションモデ
ルの開発
1）土地被覆と立地環境の履歴データセッ
トの開発

2）農地転用に伴う農業生産力の推定手法
の開発

3）土地利用シミュレーションモデルの開発

九州大学
鹿児島大学

東京大学

サバ大学

アジア航測

パスコ

森林総合研究所

名古屋大学

東京大学

国際農林水産業研
究センター
森林総合研究所

農学研究院
農学部

大学院農学生命科
学研究科

国際熱帯林業学部

水保全研究室

地球水循環研究セ
ンター

生産技術研究所

社会科学領域

資源解析研究室、
環境計画研究室

注）文中の図、表に付した番号は、上記研究課題番号とその中の一連番号を組合せて表示してある。（例：
1-（1）-1）の課題の１番目の図の場合は、図111-1と表示）
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Ⅵ　研究結果
１　高精度リモートセンシングによるアジア地
域熱帯林計測技術の高度化

（１）　高分解能衛星画像による林相区分と炭素蓄積
推定
　高分解能衛星画像と航空機レーザー計測データを
多段的に組み合わせて炭素蓄積クラスを推定し、高
分解能衛星画像のオブジェクト指向型分類と組み合
わせて研究対象地の森林炭素蓄積分布図を作成し
た。さらに、異なる年の画像の比較から林相変化が
捉えられた。その結果、対象地域において、急速な
森林減少・森林劣化が生じていることが明らかに
なった。また、対象地において時系列の衛星画像を
取得して、森林減少による変化及び森林劣化による
変化をスペクトル情報及びテンプレートマッチング
で得られる樹冠情報から判別する手法を開発した。
その結果、森林から農地への転換による森林減少の
みならず、単木レベルでの違法伐採木を抽出するこ
とが可能となった。さらに、高分解能衛星画像自体
で林冠木の樹冠を計測してバイオマス量を推定する
手法を開発した。これにより、地上調査と衛星画像
の二段階でも森林炭素蓄積量を推定できることを示
した。

（２）　航空機計測による森林の三次元構造・バイオ
マスの推定
　カンボジア・コンポントム州の熱帯季節林におい
て航空機計測を 2012 年と 2014 年に 2 度行い、その
データと地上プロット計測データとから航空機レー
ザー計測による森林の地上部バイオマス量推定式を
得た。これは、様々な森林タイプ、レーザーデータ
のデータセットによらずこの地域のバイオマスを高
精度で推定できた。この推定式を用い、二時期の
レーザー計測結果を比較して、森林劣化を抽出し
た。さらに、デジタルオルソ空中写真の判読によっ
ても高精度でバイオマスが推定できることを示し
た。
　サバ州の熱帯雨林においては、攪乱の少ない天然
生林は林冠の多層構造が発達し複雑で、林冠最上面
の高さの情報だけでは精度が低かったが、林冠内の
レーザー透過率に関する変数を導入することにより
推定精度が向上した。また、レーザー計測から得ら
れる変数により攪乱履歴に由来する樹種構成の違い
を予測できることも明らかになった。さらに、航空

機レーザー計測に代わる林冠計測手法としてレー
ザー計測と同時に取得したデジタル空中写真を解析
し、レーザー計測と比較してその精度を評価したと
ころ、全体での RMSE は約 3 m となった。森林タ
イプによる違いでは、上部山岳林では過小推定、下
部山岳林では過大推定の傾向が見られた。空中写真
に困難な点は林冠に開いたギャップの検出であっ
た。レーザー計測より低コストな計測手法として
レーザーと組み合わせる手法が期待される。

（３）　森林構造の航空機計測技術
　熱帯季節林及び熱帯雨林で森林観測のための航空
機レーザー計測の適切なパルス密度を検討した結
果、双方ともに 5 点 /m2 が最適との結果を得た。
現地の天候やインフラなど、航空機計測に係る所要
件を検討し、熱帯季節林及び熱帯雨林における観測
のための「航空機 LiDAR による海外の森林の計測
事業発注のための技術仕様」をそれぞれ開発した。

２　アジア地域熱帯林における森林変動の定量
評価とシミュレーションモデルの開発

（１）　天然生林・ゴム林の炭素吸収・排出量の評価
手法の開発
　森林群落は、呼吸により二酸化炭素を排出する一
方で、光合成により二酸化炭素を吸収して成長す
る。特に植栽直後のゴム林の成長量は著しい。植栽
から数年で林冠は閉鎖し、ゴムの採取が可能とな
る。乾燥常緑林に比べるとその炭素蓄積量は少ない
ものの、二酸化炭素の吸収量は大きい。そのため、
乾燥常緑林からゴム林への転換が著しい対象流域に
おける炭素の蓄積量や排出量を予測するには、ゴム
林を含めた森林の光合成による二酸化炭素吸収・排
出量を評価する必要がある。その手法を開発した。
樹木は、光合成を行うために葉の気孔を通して二酸
化炭素を吸収する一方、土壌の乾燥などのために樹
体内の水分が不足するような時には気孔を閉じて蒸
散による大気への水分損失を防ごうとするため光合
成を行えなくなる。東南アジアのうちカンボジアや
タイなどには、11 月から翌年の 4 月の間は、ほと
んど降雨の無い乾季が存在するため、水文環境が光
合成に及ぼす影響はより顕著である。対象流域内の
森林は主に、乾燥常緑林、乾燥落葉林、ゴム林の三
つのタイプがある。それぞれの森林で水分環境と光
合成との特性が明らかになった。乾燥常緑林では、
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乾季といえども雨季に匹敵する蒸散を行っており、
土壌の乾燥による光合成の抑制は認められなかっ
た。樹木が、10 m 程度にもなる堆積層に貯留され
た水分を乾季に利用しているためと考えられた。ゴ
ム林は、乾燥常緑林よりもはるかに多い水を蒸散し
ている。そのため乾季には樹体内の水分が不足し、
光合成が抑制されることもあることが明らかになっ
た。これらの知見を含めて、森林の単位辺りの炭素
蓄積量を予測し森林の炭素吸収・排出量の評価手法
を開発した。その手法では、ゴム林の成長が植栽後
約 30 年程度から頭打ちとなる現象も再現されるな
ど、その信頼性が確認された。

（２）　森林減少ポテンシャルマップとシナリオの作
成
　対象地域内のどこがより開発されやすいか順位付
けを行う「森林減少ポテンシャルマップ」を作成し
た。このマップは、実際に過去に小規模開発された
場所と、林縁からの距離、道路、集落、河川や水域
データ、数値標高データから捉えた地形条件、ゾー
ニングなどとの関係を統計解析した結果から作成し
た。なお、対象地域では、主にゴム林への大規模開
発と、住民による主に商品作物キャッサバ畑への小
規模開発が共に著しい。量のシナリオとしては、こ
れまでと同様の森林減少がある BAU シナリオと、
森林減少が 3 倍に加速されるシナリオを作成した。
さらに、「コミュニティ林業地」、「REDD プロジェ
クト地」、「ELC（経済開発区）」の新規設定など、
政府機関などの決定による大規模開発に関連した土
地管理ゾーニングに関わる土地利用シナリオを設
定した。これらの「シナリオ」を作成してシミュ
レーションモデルを適用することで、政府などによ
る「土地管理」政策の効果を客観的に予測可能にな
り、政策決定支援ツールとしての活用が期待でき
る。

（３）　炭素排出量変動シミュレーションモデルの作
成
　対象地域の炭素蓄積量の予測を、土地利用の変化
予測マップにおける森林タイプ別に、面積×平均炭
素蓄積量の積算によって求めた。森林減少は 2010
年以降に加速し、それに伴い炭素排出量が急増して
いた。2010 年以降の傾向が続くならば、対象地の
森林は十数年で無くなると予想された。各期間の森
林減少を経済土地開発区（ELC）の内外で分ける

と、ELC 内の 2 倍以上の森林減少が ELC 外で生じ
ていた。各期間の年平均でみた森林減少面積と減少
率からも、森林減少が加速していることがわかっ
た。過去のどの時期まで参照レベルを設定するか
で、REDD における炭素クレジットの算出結果は
変わりうる。2000 年代前半よりも後半に森林減少
がやや加速したために炭素排出量が増加し、さらに
2010 年以降の大幅な森林減少によって炭素排出量
が急増した。また、主に ELC においてとくに 2010
年以降に急増したゴム林は多くが 5 年生までの若齢
林であるため、その炭素蓄積量の増加は、森林減少
による炭素排出量に比べて僅かであった。今後、ゴ
ム林の成長によって炭素蓄積は漸増が予測される
が、成長したゴム林の平均炭素蓄積は劣化した二次
林と同程度であるため、失われた森林に匹敵するよ
うな炭素蓄積の大幅な増加は期待できないと思われ
た。

Ⅶ　今後の課題
　課題 1「高精度リモートセンシングによるアジア
地域熱帯林計測技術の高度化」では、プロジェクト
レベルの REDD プラス活動に対応する空間スケー
ルで研究を実施した。今後、この成果を（準）国レ
ベルの活動に連結させるために、それぞれの技術の
空間的スケールアップが必要である。サバ州の熱帯
雨林の対象地においては、当初予定していた 2 回目
の航空機計測が実施できず、経時変化の解析を行え
なかった。本課題で得た貴重なデータを活かすため
に再度の計測が望まれる。
　課題 2「アジア地域熱帯林における森林変動の定
量評価とシミュレーションモデルの開発」では、カ
ンボジア中央部のチニット河流域をモデル流域とし
て、主に乾燥常緑林・落葉林からゴム林、キャッサ
バ畑などへの転換を対象に炭素排出量変動シミュ
レーションモデルの開発を行った。そのため開発し
たモデルの普遍性を確認する必要がある。例えば熱
帯降雨林などからの森林開発や、チーク林、ナツメ
ヤシ林などへの転換が、普遍性確認の対象として想
定される。また森林などの炭素吸収・排出量の年々
変動は非常に大きいため、その影響を確認する必要
がある。そのため、他地域、他の森林・植生タイ
プ、より長期間でのデータ蓄積を行い、土地利用情
報データセットの充実を図る必要がある。　
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　玉井幸治＊、宮本麻子＊、松浦俊也、倉島孝行、
　佐野真琴
独立行政法人国際農林水産業研究センター
　山本由紀代＊、古家　淳、小林慎太郎、越智士郎
国立大学法人東京大学
　沢田治雄＊、遠藤貴宏、川崎昭如、澤田義人、
　中園悦子、三塚直樹、竹内　渉
国立大学法人名古屋大学
　熊谷朝臣＊、小林菜花子、齋藤隆実、宮沢良行、
　松本一穂、上村真由子、立石麻紀子

（＊執筆者）

Ⅹ　取りまとめ責任者あとがき
　本課題では、REDD プラスの実施に不可欠な森
林炭素蓄積量の計測及び予測について、マレーシ
ア・サバ州とカンボジア・コンポントム州における
事例研究により、新たな手法を提案した。これらの
手法の開発の過程は他の地域においても適用可能で
あると期待される。今後、これらの手法を取り込ん
だ計測・予測のシステム化が、REDD プラス実施
をする際に求められるであろう。
　私たちはこれらの手法を学会に発表し、日本で関

係者に報告するばかりでなく、研究対象地でも情報
の発信を積極的に行ってきた。マレーシア・サバ州
では、課題担当者の一員であるマレーシア国立サバ
大学（州都コタキナバル市）において 2014 年 5 月
に国際セミナーを開催した。サバ州政府や林業会
社、NGO、そしてサバ大学の学生が出席し、お互
いの経験と意見を交わした。リモートセンシングに
よる遠隔地の森林の正確な把握は大変注目され、サ
バ大学は現地林業会社に対してより具体的な指導を
行うことになった。
　カンボジアでは、本課題の実施に当たり許可と協
力を得たカンボジア政府森林局に対して研究成果の
具体的内容を報告するために、2014 年 7 月に首都
プノンペン市にある政府森林局において技術ワーク
ショップを開催した。ここでは、成果の概要とその
意味合いを森林局幹部に報告するとともに、森林局
の担当職員に実際にデータに触れることにより理解
を深めてもらいこのデータと解析技術の実際に森林
管理への適応可能性について議論した。
　これらの活動を通じ、日本の内外に成果を広め、
そこからのフィードバックなどを考慮してさらに
REDD プラスへの適用性を高めていくことが今後
必要となる。

（推進リーダー：鷹尾　元）
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１　高分解能衛星データによる林相区分及び航
空機計測技術との組み合わせによる熱帯林の
炭素蓄積推定手法の開発
　ア　研究目的
　発展途上国における森林減少・劣化による排出の
削減（REDD）を実現するためには、森林の炭素蓄
積量とその変化の広域で正確な測定が不可欠であ
る。そのために、リモートセンシングによる森林の
タイプごとの面積推定が必要である。本研究の目的
は、森林の減少・劣化が進行する熱帯アジアの森林
において、林木個体の樹冠を識別できる高分解能光
学衛星画像を用い、その林冠画像に含まれる林相の
情報を新たな技術により効率よく抽出して自動区分
する手法を開発するとともに、その区分を用いた森
林炭素蓄積量の推定の有効性を検証することであ
る。

　イ　研究方法
　高分解能衛星画像上でオブジェクト区分を行い林
冠構造が似ていると思われる林分ごとの塊り（オブ
ジェクト）に区分し、区分された森林の実際の構造
を現地で調査して画像上のオブジェクトと森林構造
の一貫性を検証した。熱帯季節林において、その結
果と課題 1（2）「航空機計測による森林の三次元構
造・バイオマスの推定」による航空機計測データ解
析結果及び地上調査結果を組み合わせ、研究対象地
の森林炭素蓄積分布図を作成した。熱帯雨林におい
ては、林冠画像からの樹冠抽出を行い、樹冠サイズ
からのバイオマス推定を行った。
　高分解能衛星データのオブジェクト指向型分類に
より作成された林相図のオブジェクトをベースにし
た林相変化図を作成出手法を開発した。高分解能衛
星画像による広域の林相区分と、航空機観測による
変化した林相ごとの単位炭素蓄積量の積算により森
林炭素蓄積変化図を作成した。樹冠サイズ、樹冠陰
影比などを変数としたバイオマス推定モデルによ

り、景観レベルでのバイオマス推定を行った。
　熱帯季節林の研究対象地としてカンボジア・コン
ポントム州の国有林、熱帯雨林の研究対象地として
マレーシア・サバ州のサバ林業公社管理の天然林を
選定し、それぞれ、カンボジア政府森林局及びサバ
林業公社と研究推進体制を確立した（図 111-1）。さ
らに、それぞれの研究対象地で予備調査を行い現地
調査地域、現地調査地点を選定し、それら地域に対
して、現地の過去の高分解能衛星画像を取得すると
ともに、当年の撮影を行い、グランドトゥルース調
査を実施した。

　ウ　研究結果
　熱帯季節林（カンボジア）では、高分解能衛星画
像と航空機レーザー計測データを多段的に組み合わ
せて炭素蓄積クラスを推定し、高分解能衛星画像の
オブジェクト指向型分類と組み合わせて研究対象地
の森林炭素蓄積分布図を作成した（図 111-2）。
　さらに 2011 年と 2013 年に取得された高分解能衛
星画像を用いて林相の変化を捉えた。その結果、対
象地域において、急速な森林減少・森林劣化が生じ
ていることが明らかになった（図 111-3）。
　また、対象地において時系列の衛星画像を取得し
て、森林減少による変化及び森林劣化による変化を
スペクトル情報及びテンプレートマッチングで得ら
れる樹冠情報から判別する手法を開発した 1）。その
結果、森林から農地への転換による森林減少のみな
らず、単木レベルでの違法伐採木を抽出することが
可能となった（図 111-4）。
　熱帯雨林（マレーシア）では、樹冠面積と胸高直
径（dbh）との高い相関を明らかにした。これによ
り衛星画像による林相区分が可能となり、調査にか
かる時間と手間を大幅に削減することに役立つ。さ
らに、dbh を既存の地上部バイオマス量推定のため
のアロメトリー式に適用して地上部バイオマス量を
求めた（図 111-5）。推定された地上部バイオマス

第１編�　高精度リモートセンシングによるアジア地域熱帯林計測技術
の高度化

第１章�　高分解能衛星画像による林相区分と炭素蓄積推定
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量は調査によって測定された地上部バイオマス量と
非常に近い。この推定の標準誤差は 40 kg/tree 以
下であり、RMSE はおよそ 30％である 2）。さらに、
林冠の反射スペクトルの違いにより原生林と劣化林
を効率よく分類できることも明らかになった。

　エ　考　察
　普段、地元住民しか立ち入れない森林内で発生す
る単木的な森林劣化を定量的に抽出することによ

り、違法伐採による森林劣化の現状とその原因の解
明に貢献できる。以上のように、2 時期のリモート
センシングデータを組み合わせることにより、バイ
オマス量の推定の一貫性と、新しい変化抽出手法に
よるこれまで困難であった森林劣化の抽出に成功し
た。森林劣化の現状とその原因の究明に貢献できる
ものと期待される。
　航空機レーザー計測による炭素蓄積推定はより高
精度だが高価なため広い範囲で計測するのは困難で

図 111-1　研究対象地
1）カンボジア・コンポントム州（課題 1（2）　1）「熱帯季節林の三次元森林構造と地上バイオマ

スの航空機計測による推定技術開発」、課題 1（3）1）「熱帯季節林における三次元森林構造の
航空機計測技術の開発」と共通）

2）マレーシア・サバ州（課題 1（2）2）「熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイオマスの航空機計
測による推定技術開発（LIDAR）」、課題 1（2）3）「熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイオ
マスの航空機計測による推定技術開発（デジタル空中写真）」、課題 1（3）2）「熱帯雨林におけ
る三次元森林構造の航空機計測による推定技術の開発」と共通）
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図 111-3　熱帯季節林の林相変化図
1）林相変化の抽出に用いた高分解能衛星画像（QuickBird 画像、

左図：2011 年 12 月 19 日撮影、右図：2013 年 11 月 28 日撮影
2）抽出された林相変化

図 111-2　熱帯季節林の森林炭素蓄積分布図
1）研究対象地の高分解能衛星画像（QuickBird）（部分）
2）オブジェクト指向型分類による森林炭素蓄積分布図

航空機レーザー計測データを参照して炭素蓄積クラスを推定した。
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あり、一方高分解能衛星画像は精度では劣るが広い
範囲を一度に計測可能であるので、これらの方法を
組み合わせることにより広い範囲での低コストかつ
高精度の炭素蓄積推定が可能となる。さらに、衛
星画像より直接バイオマス量を推定することによ
り、地上調査と衛星画像の二段階でも森林炭素蓄
積量を推定できることを示した。

　オ　今後の課題
　開発した手法は比較的小面積（数万～数十万
ha）でのプロジェクト規模の推定手法である。（準）
国レベルでの森林炭素の増減を評価して REDD プ
ラス活動に結び付けるためには、さらに低分解能・
広域の衛星画像やその他の地理情報を用いてスケー
ルアップする手法の開発が求められる。

　カ　要　約
　森林タイプごとの面積と、その炭素蓄積量を推定
するために、高分解能衛星画像を用い航空機レー
ザー計測等と組み合わせた推定手法を開発した。高
分解能衛星画像の解析にはオブジェクト指向型分類
を用いて、分類精度の向上と安定化を図った。航空

機計測と衛星画像の組合せにより、広い範囲での低
コストかつ高精度の炭素蓄積推定が可能となった。
また、高分解能衛星画像は単木樹冠を認識できるこ
とを利用し、高分解能衛星画像のみによる森林炭素
蓄積推定手法も開発した。さらに、樹冠の消失を検
出して地元住民しか立ち入れない森林内で発生する
単木的な森林劣化を定量的に抽出した。

　キ　引用文献
… 1）古家直行…（2015）…メコン川中下流域におけるリ

モートセンシングを用いた森林変動モニタリング
手法に関する研究.…博士論文…東京大学大学院農学
生命科学研究科 .

… 2）Phua,…M-H.…et…al.…（2014）…Estimation…of…above-
ground…biomass…of…a… tropical… forest… in…northern…
Borneo… using… high-resolution… satellite… image.…
Journal…of…Forest…and…Environmental…Science…30

（2）:…233-242.

　研究担当者（鷹尾　元＊、平田泰雅、古家直行、
齋藤英樹）

図 111-5�　高分解能衛星画像の樹冠認識による単木バ
イオマス推定結果（Phua…et…al.2）を改変）

図 111-4�　高分解能衛星画像上で単木レベルでの違法
伐採抽出

　点は消失した樹冠の位置とサイズを表す。画像左側は
2011 年 11 月 30 日～ 2013 年 12 月 22 日まで、右側は 2011
年 12 月 19 日～ 2013 年 11 月 28 日までの変化。
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１　熱帯季節林の三次元森林構造と地上バイオ
マスの航空機計測による推定技術開発
　ア　研究目的
　発展途上国における森林減少・劣化による排出の
削減（REDD）を実現するには、森林の炭素蓄積量
とその変化を正確に効率よく推定することが不可欠
である。本研究の目的は、森林の減少・劣化が進行
するカンボジアの熱帯季節林において、植生及び撹
乱履歴が異なる林分（常緑林、落葉林、混交林、荒
廃二次林）を対象に地上測定を行い、航空機による
レーザー計測とデジタルオルソ空中写真撮影から三
次元森林構造と地上部バイオマスを推定する手法を
開発するとともに、それらの変化（森林劣化・回
復）の検出手法を考案し、REDD プラスの森林炭
素モニタリング手法としての適用可能性を検討する
ことである。

　イ　研究方法
　課題 1（3）1）「熱帯季節林における三次元森林構
造の航空機計測技術の開発」と協力して、カンボジ
ア・コンポントム州の熱帯季節林において航空機計
測を 2012 年 1 月と 2014 年 1 月の二度にわたり実施
した。この研究対象地は、落葉性の熱帯季節林のほ
か常緑林も含み、また攪乱の度合いが少ない保護林
から非常に大きい村落周辺の森林、村落により管理
された共有林など、様々な林相を含む景観である。
課題 1（1）1）「高分解能衛星データによる林相区分
及び航空機計測技術との組み合わせによる熱帯林の
炭素蓄積推定手法の開発」と協力して、この航空機
計測範囲に地上計測プロットを 65 か所設定し、航
空機計測とほぼ同時期にバイオマス量データを収集
してモデル構築及び検証に用いた。航空機レーザー
計測のデータ量と推定精度の関係を評価するため
に、レーザーパルスの密度を間引く実験を行った。

　ウ　研究結果
　取得された地上調査データと航空機レーザー計測
データ（図 121-1）を用いて、地上バイオスと航空
機レーザー計測から得られた指標（平均林冠高）と
の関係を調べた結果、両者には強い関係性がみら

れ、レーザー計測由来の指標から決定係数 97％で
高精度の地上バイオマス量推定式を得た。また、地
上バイオマスとレーザー計測指標の関係は、森林の
タイプにかかわらず一定であり、森林タイプに関係
なく航空機レーザー計測から森林のバイオマス量が
求められることもわかった。さらに、この推定式を
二つの異なる時期に取得したデータで比較した結
果、そのべき乗式に異なる時期による有意な偏りは
みられず、2 時期のデータを統合した一つのべき乗
式を用いることで、レーザー計測…データから地上
部バイオマスを精度よく（決定係数 0.96）推定でき
ることが分かった（図 121-2）。そして、航空機レー
ザー計測の点密度は推定精度にほとんど影響を与え
ないことがわかった 1）。
　2 時期のレーザー計測データの差分をマッピング
することにより、2 年間の平均林冠高及び地上部バ
イオマスの変化量の空間的分布を確認した。平均林
冠高及び地上部バイオマスが大きく減少している箇
所について現地で実際に確認した結果、大木が違法
に伐採されていることがわかり、上記で開発した地
上部バイオマス式を用いることで、違法伐採等によ
る森林劣化の抽出が可能であることがわかった（図
121-3）。
　デジタルオルソ空中写真の三次元判読による単樹
高推定及びバイオマス推定の精度検証を行った。林
道際の立木 17…本を対象に樹高の地上計測と複数人
による空中写真の三次元判読を比較した結果、デジ
タルオルソ空中写真の三次元判読では正確度及び精
度の高い樹高計測が可能であることが分かった。ま
た、林分レベルでのバイオマス推定式の開発に取り
組み、判読可能な樹木の本数、平均樹高、平均樹冠
直径の三つの変数を用いることで、高精度（決定
係数 0.86）でバイオマス推定が可能であることがわ
かった 2）。

　エ　考　察
　攪乱の激しいカンボジアの熱帯季節林において、
森林タイプや攪乱の度合いに関わらず、また航空機
レーザーの計測に依存しない、地上バイオマス量推
定式を得たことにより、この地域におけるバイオマ

第2章�　航空機計測による森林の三次元構造・バイオマスの推定
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図 121-1　熱帯季節林における航空機レーザー計測による林冠データ（部分）
　熱帯雨林（図 122-1）と比べて林冠が疎であることが分かる。

図 121-2　航空機レーザー計測データから推定される地上バイオマス量
　航空機レーザー計測データは森林の地上バイオマス量と森林タイプに関わらず一
定かつ強い関係がある。また、異なるレーザー計測データセットでの再現性も高い。

図 121-3　航空機レーザー計測データで検知された違法伐採
　２時期のレーザー計測データ（ａ）（ｂ）の差分（ｃ）から２年
間の平均林冠高の変化量の空間的分布を求めた。大きく減少して
いる箇所では実際に大木が違法に伐採されていた。
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ス推定が今後容易に行える。航空機レーザー計測の
点密度が推定精度にほとんど影響を与えないことか
ら、レーザーパルス密度が数点 /m2 でも十分に精
度よく計測でき、したがって低コストで大面積を推
定できることが期待される。
　なお、地上計測のプロットサイズについてもシ
ミュレーションで検討したところ、30 m × 30 m …
以下のプロットサイズでは、地上調査、レーザー計
測指標ともにばらつきが大きくなり、加えて、地上
調査とレーザー計測指標との関係式も精度が悪くな
ることが明らかとなった。

　オ　今後の課題
　本研究の成果はカンボジア・コンポントム州の限
られた面積の森林の計測から得られたものである。
この成果の不偏性を検証するために、より広い面積
で実証試験を行うことで、カンボジア全土の森林イ
ンベントリーに貢献できると期待される。

　カ　要　約
　カンボジア・コンポントム州の熱帯季節林におい
て航空機計測を 2012 年と 2014 年に二度行い、その
データと地上プロット計測データとから航空機レー
ザー計測による森林の地上部バイオマス量推定式を
得た。これは、様々な森林タイプ、レーザーデータ
のデータセットによらずこの地域のバイオマスを高
精度で推定できた。この推定式を用い、二時期の
レーザー計測結果を比較して、森林劣化を抽出し
た。さらに、デジタルオルソ空中写真の判読によっ
ても高精度でバイオマスが推定できることを示し
た。

　キ　引用文献
… 1）Ota…T.,…Kajisa…T.,…Mizoue…N.,…Yoshida…S.,…Takao…

G.,…Hirata…Y.,…Furuya…N.…（2013）…Estimating…above-
ground…biomass…using…airborne…LiDAR…in…tropical…
seasonal… forests… for…REDD+… implementation.…
Asia…Forest…Workshop…2013…“Interdisciplinary…
discussion… on… multiple… impacts… of… forestry…
and… land…use… change… in… tropical…Asia”…on… 3-4…
December…2013…in…Phnom…Penh,…Cambodia.

… 2）Shimizu… K.,… et… al.…（2014）… Estimation… of…
Aboveground…Biomass…Using…Manual… Stereo…

Viewing…of…Digital…Aerial…Photographs…in…Tropical…
Seasonal… Forest.… Land… 3（4）:… 1270-1283,… doi:…
10.3390/land3041270.

　研究担当者（溝上展也＊、吉田茂二郎、太田徹志、
寺岡行雄、加治佐剛）

２　熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイオマ
スの航空機計測による推定技術開発（LIDAR）
　ア　研究目的
　レーザー計測による森林の地上部バイオマス推定
が有効であることは、すでに熱帯林を始め世界の多
くの地域で実証されている。レーザー計測による林
冠観測で林木個体の樹冠高とその林分内の分布が明
らかになれば、これまで地上で測定されてきた林木
のサイズ構造及びその遷移の知識や空中写真とあわ
せ、より高い精度で林分の炭素蓄積の現状推定と将
来予測が可能となることが期待される。本研究の目
的は、現地で典型的と考えられる植生で撹乱履歴が
異なる林相の熱帯雨林の林分を対象地とし、三次元
構造及び地上部バイオマスの地上測定と、航空機に
よるレーザー観測及び空中写真撮影とを同期して行
うことにより、熱帯雨林の地上部バイオマスを推定
するために最適な統計モデルを作成することであ
る。

　イ　研究方法
　課題 1（3）2）「熱帯雨林における三次元森林構造
の航空機計測技術の開発」と協力して、マレーシ
ア・サバ州の熱帯雨林において航空機計測を 2012
年 10 月に実施した。この森林は天然生林の他に、
住民による焼畑利用や企業による皆伐まで様々な攪
乱を含む景観である。課題 1（1）1）「高分解能衛星
データによる林相区分及び航空機計測技術との組み
合わせによる熱帯林の炭素蓄積推定手法の開発」、
課題 1（2）3）「熱帯雨林の三次元森林構造と地上バ
イオマスの航空機計測による推定技術開発（デジタ
ル空中写真）」と協力して、この航空機計測範囲に
地上計測プロットを 63 か所設定し、航空機計測と
ほぼ同時期にバイオマス量データを収集してモデル
構築及び検証に用いた。航空機レーザー計測のデー
タ量と推定精度の関係を評価するために、レーザー

─ 15 ─



パルスの密度を間引く実験を行った。

　ウ　研究結果
　取得された地上調査データと航空機レーザー計測
データ（図 122-1）を用いて、地上バイオスと航空
機レーザー計測から得られた変数との関係を調べ
た。熱帯雨林では林冠がほぼ閉鎖し、かつ多層構造
を持つため、熱帯季節林（課題 1（2）1）「熱帯季節
林の三次元森林構造と地上バイオマスの航空機計測

による推定技術開発」）よりも構造が複雑である。
そこで、林冠高に関わる変数のほか、林冠疎密度に
関わる変数も計算し、パラメータ選択を行った。そ
の結果、決定係数が 0.81 となり、高い精度でバイ
オマスが推定可能なことがわかった（図 122-2）1）。
　また、レーザー計測から得られた変数を用いて森
林の攪乱履歴による樹種構成の類似度を推定し、人
為攪乱による樹種構成の違いをレーザー計測から推
定できることを示した 2）。

図 122-1�　熱帯季節林における航空機レーザー計測による林冠データ（部分）
　熱帯季節林（図 121-1）と比べて林冠が密で複雑な構造をしていることが分かる。

図 122-2　航空機レーザー計測データから推定される地上バイオマス量
1）変数の選択

レーザーパルスの反射位置による三次元の点群から、林冠高の分布に関する変数と、林
冠表面を透過して林床上のある高さまで達したパルスの比率に関する変数を算出する。

2）炭素蓄積量推定モデル
林冠高の分布に関する変数に加えてレーザー透過率変数もモデルに組み込むことによ
り、推定精度が向上した。
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　エ　考　察
　得られたモデルでも老齢林や中程度の劣化林では
分散が大きかった。この原因の一つとして地上調査
のデータの誤差が考えられる。閉鎖した複層林では
樹高測定のための立木梢端の同定が困難であり、ま
た急峻な地形により樹高測定が過大にも過小にもな
りうるからである。
　このモデルではあるレーザーパルスからの反射の
うちファースト・リターン（最初、つまり最高点）
とラスト・リターン（最後、つまり最低点）のみを
解析に用いたが、複層林冠の中間層を評価するため
に、その間の反射についても評価を行う必要があ
る。

　オ　今後の課題
　本課題では課題 1（2）1）「熱帯季節林の三次元森
林構造と地上バイオマスの航空機計測による推定技
術開発」と同様に二度の航空機計測による森林炭素
蓄積量の経時変化の解析を行う予定であったが、内
外の事情により二度目の計測を断念した。そのた
め、変化抽出モデルの作成や森林炭素蓄積量推定モ
デルの経時的一貫性についての評価はまだ行ってい
ない。近い将来に航空機計測を再度実施することに
より、これらの評価を行え、より信頼性の高いモデ
ルを作成することができる。

　カ　要　約
　熱帯雨林では、攪乱の少ない天然生林は林冠の多
層構造が発達し炭素蓄積も多く、更新途上の単層林
とは構造が異なる。このため、林冠最上面の高さの
情報だけでは構造の異なる林相の森林炭素蓄積を精
度良く推定できなかったが、林冠内のレーザー透過
率に関する変数を導入することにより推定精度が向
上した。また、レーザー計測から得られる変数によ
り攪乱履歴に由来する樹種構成の違いを予測できる
ことも明らかになった。

　キ　引用文献
… 1）Ioki…K.,…et…al.…（2014）Estimating…aboveground…

biomass… of… tropical… rainforest… of… different…
degradat ion… leve ls … in … Northern… Borneo…
using… airborne…LiDAR.… …Forest…Ecology… and…
Management…328:…335-341.

… 2）Ioki…K.,…et…al.…（2014）…Mapping…atand…diversity…
of… tropical… rainforest… in…northern…Borneo…using…
airborne… LiDAR.… ForestSAT… 2014,… Riva… del…
Garda,…Italy.

　研究担当者（露木　聡＊、伊尾木慶子、星元啓吾）

３　熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイオマ
スの航空機計測による推定技術開発（デジタ
ル空中写真）
　ア　研究目的
　空中写真は熱帯の林業セクターにおいて森林
構造と蓄積量を推定するために欠かせない情報
源である。国際的に重要な課題である REDD… に
とって、デジタル空中写真は高分解能情報によ
り熱帯林の森林構造と地上部バイオマス推定
を 向 上 す る こ と が 可 能 で あ る。 本 研 究 の 目 的
は、デジタル空中写真単体または LIDAR…と組み合
わせて、高分解能で森林のバイオマス及びその変化
を推定する手法を開発し評価することである。

　イ　研究方法
　課題 1（3）2）「熱帯雨林における三次元森林構造
の航空機計測技術の開発」と協力して、マレーシ
ア・サバ州の熱帯雨林において航空機計測を 2012
年 10 月に実施した。この森林は天然生林の他に、
住民による焼畑利用や企業による皆伐まで様々な攪
乱を含む景観である。課題 1（1）1）「高分解能衛星
データによる林相区分及び航空機計測技術との組み
合わせによる熱帯林の炭素蓄積推定手法の開発」、
課題 1（2）2）「熱帯雨林の三次元構造と地上バイオ
マスの航空機計測による推定技術開発（LIDAR）」
と協力して、この航空機計測範囲に地上計測プロッ
トを 63 か所設定し、航空機計測とほぼ同時期にバ
イオマス量データを収集してモデル構築及び検証に
用いた。
　ここでは、航空機レーザー計測に代わる林冠計測
手法としてステレオデジタル空中写真を評価するた
めに、レーザー計測と同時に取得したデジタル空中
写真を解析し、レーザー計測と比較してその精度を
評価した。
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　ウ　研究結果
　上部山岳林、下部山岳林、二次林など様々なタイ
プの森林を含む約 2,000 ha の研究対象地にて、ステ
レオデジタル空中写真より水平空間分解能 1 m の
デジタル表面高データを作成した（図 123-1）。面
積が 1 ha の 32 プロットにおいてレーザー計測デー
タを参照データとして表面高と比較したところ、残
差平均平方誤差（RMSE）は 1.01 m から 4.19 m の

範囲となり、林冠表面高の分散のうち 78.8％を説明
できた。上部山岳林では過小推定、下部山岳林では
過大推定の傾向が見られた（図 123-2）。32 プロッ
ト全体での RMSE は約 3 m となった。全体として、
表面高± 3 m の範囲内に面積の 88.7％が含まれた。
空中写真に困難な点は林冠に開いたギャップの検出
であった。なお、路面や水田などの非森林地起点で
は、RMSE は 0.5 m を越えなかった 1）。

図 123-2�　デジタル空中写真による表面高データとレーザー計測との比較（Wong…
et…al.…1）を一部改変）

　（a）…上部山岳林、（b）…劣化林、（c）…下部山岳林

図 123-1�　ステレオデジタル空中写真によるデジタル
表面高の鳥瞰図

(a)

(b)

(c)
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　エ　考　察
…下部山岳林にて過大推定の傾向があるのは、林冠
構造が複雑でギャップが存在するため、ギャップを
埋めるように誤って高く推定しているのが一因と思
われる。一方、上部山岳林における過小推定は、林
冠が均一なテクスチャを持つためにステレオマッチ
ングに問題が生じ誤って低く推定しているのが一因
と考えられる。
…デジタル空中写真計測はレーザー計測に比べて解
析も含めて低コストである。そのため、一度レー
ザー計測により地盤高を推定した後に、空中写真に
より林冠高の変化を計測するなどの調査手法も考え
られる。

　オ　今後の課題
　本課題では課題 1（2）1）「熱帯季節林の三次元森
林構造と地上バイオマスの航空機計測による推定技
術開発」と同様に二度の航空機計測による森林炭素
蓄積量の経時変化の解析を行う予定であったが、内
外の事情により二度目の計測を断念した。そのた
め、レーザー計測とデジタル空中写真を組み合わせ

た変化抽出モデルの作成はまだ行っていない。近い
将来に航空機計測を再度実施することにより、これ
らの評価を行え、より信頼性の高いモデルを作成す
ることができる。

　カ　要　約
　航空機レーザー計測に代わる林冠計測手法として
ステレオデジタル空中写真を評価するために、レー
ザー計測と同時に取得したデジタル空中写真を解析
し、レーザー計測と比較してその精度を評価した。
その結果、全体での RMSE は約 3 m となった。森
林タイプによる違いでは、上部山岳林では過小推
定、下部山岳林では過大推定の傾向が見られた。空
中写真に困難な点は林冠に開いたギャップの検出で
あった。デジタル空中写真計測はレーザー計測に比
べて解析も含めて低コストである。そのため、一度
レーザー計測により地盤高を推定した後に、空中写
真により林冠高の変化を計測するなどの調査手法も
考えられる。
　
　研究担当者（Phua…Mui…How＊、Wilson…V.C.…Wong）
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１　熱帯季節林における三次元森林構造の航空
機計測技術の開発
　ア　研究目的
　森林の炭素蓄積量と林分高との相関については既
にいくつかの研究で実証されているが、炭素量をよ
り精緻に求めるためには森林の三次元構造を正確に
把握した上で推定モデルを構築する必要がある。一
方、アジア地域の熱帯季節林は人為による減少・劣
化が進んでおり、本来の森林構造がより複雑化して
いる。
　本課題の研究目的は、熱帯季節林のフェノロジー
や気象条件などを踏まえ、レーザー計測やデジタル
カメラ等の航空機搭載センサーによって三次元的な
森林構造をより正確に捉える手法を開発することで
あり、炭素蓄積量推定の精度向上に資するデータ取
得とノウハウの確立を目指すものである。

　イ　研究方法
　課題 1（2）1）「熱帯季節林の三次元森林構造と地
上バイオマスの航空機計測による推定技術開発」と
協力して、カンボジア・コンポントム州の熱帯季節
林において航空機計測を 2012 年 1 月と 2014 年 1 月
の二度にわたり実施した。取得しレーザー及びデジ
タル画像データについて、解像度やオーバーラップ
部分の整合性などの面から精度を検証した。
　前回の計測データにおけるレーザー反射パルスの
分布状況、炭素蓄積量推定への適用性等をふまえ、
精度向上の手法を効率性の観点も含め検討した。改
善を加えた手法で再計測を安全・確実に実施し、
データを取得した。
　2 時期の計測結果を精査し、森林構造把握の観点
から使用機材や運航方法の得失を整理するととも
に、経済性等の観点も加味して実用的な航測手法を
検討した。森林炭素モニタリングへの適用を念頭
に、一定精度を確保するための航測手法の仕様書を
とりまとめた。

　ウ　研究結果
　対象地の森林は樹冠や下層植生の疎密度、階層構
造の発達状況が様々に異なり、これらの林分を幅広

く把握することが求められたため、可能な限り高密
度なデータ取得を目指し、回転翼（ヘリ）の航空機
材をプラットフォームとした観測を計画した。天候
が安定し、かつ落葉樹の葉が落ちきる前の時期とし
て、乾季の前半に当たる 2012…年 1…月を観測時期に
選び、予定範囲のデータ取得を完了した（図 131-1
の 1））。
　現地の検証点で計測した地上標高と LiDAR によ
る計測値を比較したところ、較差はいずれも 10 cm
未満に収まっており、平均誤差は 2 cm、平均二乗
誤差は 5 cm であった。課題 1（2）1）「熱帯季節林
の三次元森林構造と地上バイオマスの航空機計測に
よる推定技術開発」の地上調査で取得された樹高
データとの検証では、レーザーデータから作成し
た 10 m メッシュ単位での最大林冠高を地上調査各
プロットの上層木樹高と比較したところ、各プロッ
トの上位 10 本の平均樹高に対してレーザーデータ
から求めた最大林冠高は 73％～ 118％の値を示し、
平均値は 91％であった。計測データの精度と観測
条件との関係では、主に風の影響によるレーザー計
測密度のムラが課題として挙げられた。これについ
てはヘリの運航速度を上げる等の対応策が考えられ
る。
　課題 1（2）1）「熱帯季節林の三次元森林構造と地
上バイオマスの航空機計測による推定」での検証結
果より、炭素蓄積量の推定には 5 点 /m2 程度のレー
ザー反射パルスがあれば十分な精度が確保できるこ
とが示された。これは、前回計測時の点密度（20
点以上 /m2）より疎であるため、同一の機材を用い
てもより早い飛行速度、より少ない飛行コース数で
取得可能な値である。
　前回計測時に課題となった気流の影響によるデー
タ取得密度のムラについては、航空機の運航速度を
上げることで緩和されるが、機体の動揺が少ない固
定翼を使用できればより安定性が向上する。東南ア
ジア地域においては固定翼より回転翼の方が調達し
やすい環境にはあるものの、実用技術のノウハウ確
立という本課題の意義を考慮し、2…回目の計測は広
域を対象としたプロジェクトにも適用しやすい固
定翼をプラットフォームとして実施することとし、

第3章�　森林構造の航空機計測技術
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2014 年 1 月に計測を実施した（図 131-1 の 2））。
　計測密度の異なる 2…時期のレーザーデータを比
較したところ、第 2…回観測で取得した 5 点 /m2 の
データでも林冠のテクスチャや抜き伐りにより生じ
たギャップ、林分の垂直構造が詳細に把握できるこ
とを確認した。これを受けて、5 点 /m2 の計測密度
が単コースでの観測で確保できる機体及び観測諸元
を検討した。なお、プラットフォームとする航空機
は固定翼と回転翼に大別されるが、各々に得失があ
ることから、対象地の地形や林分状況を考慮し、調
達可能な機材をふまえて観測諸元を設定することが
推奨される。また、本研究開発では比較的小面積な
対象エリアについて、隣接する観測コースが相互に
重なるよう面的なデータ取得を行ったが、広域を対
象とした本格的なプロジェクトでは、対象範囲内に
配置された地上プロット箇所を単コースで縫うよう
に飛行する観測がコスト的に優位と考えられた。
　これらの検討結果をふまえ、森林炭素モニタリン
グにおいて一定精度を確保するための航空機レー
ザー測量の標準的な仕様書を作成した（図 131-2）1）。
とりまとめに際しては、我が国で規定されている航
空レーザーに関する準則を基本としつつ、東南アジ
ア地域での森林のモニタリングという条件に即した
仕様設定を行った。とくに、我が国では網羅的に配
置されている電子基準点が途上国では未整備であ
るため、航空機観測と同期させた地上局での GNSS…
観測は精度管理上の重要事項として盛り込んでい
る。

　エ　考　察
　本研究開発を通じて熱帯季節林の三次元構造計測
における航空機 LiDAR…の有用性を確認することが
できた。林冠高・地上高に加え、林内の垂直構造が
把握できる LiDAR…の特性は炭素蓄積量のみならず
森林モニタリング全般に有益な情報を提供すると考
えられる。その一方で、航空機 LiDAR…は通常の航
空写真撮影に比べてややコストが嵩む傾向にあるた
め、東南アジア地域において森林モニタリングの手
法として普及させるためには経済性を重視したアプ
ローチも欠かせない。

　オ　今後の課題
　航空機 LiDAR…で地上高も含めた詳細な基礎デー
タを整備した森林については、以後の定期的なモニ
タリングには航空写真撮影のみによる林冠高の計測
を適用するなど、コストを抑えた効率的な手法の組
み合わせが求められる。

　カ　要　約
　カンボジア・コンポントム州の熱帯季節林におい
て航空機計測を 2012 年 1 月と 2014 年 1 月の二度に
わたり実施した。第 1 回の計測結果より、樹高上
位木の最大林冠高測定結果は 73％～ 118％の値を
示し、平均値は 91％であった。また、第 1 回の計
測結果より炭素蓄積量の推定には 5 点 /m2 程度の
レーザー反射パルスがあれば十分な精度が確保でき
ることが示されたので、第 2 回の計測はそれに準じ

図 131-1　取得された航空機レーザー計測データ（一部）
ギャップが生じた箇所の断面を見ると、高木が 2 本消失した様子（丸）が明瞭に確認できる。
1）…2012 年 1 月取得データの断面（20 点以上 /m2）
2）2014 年 1 月取得データの断面（5 点以上 /m2）
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て行った。これらの検討結果をふまえ、航空機レー
ザー測量の標準的な仕様書を作成した。

　キ　引用文献
… 1）アジア航測…（2015）…航空機 LiDAR による海外

の森林の計測事業発注のための技術仕様 . 森林

総合研究所 REDD 研究開発センター HP,…http://
redd.ffpri.affrc.go.jp/pub_db/publications/_img/
standard_format_AAS.pdf.（参照日：2016.01.18）

　研究担当者（佐野滝雄＊、藤井紀綱、高本光太郎、
田崎弘太郎、大野勝正、沼田洋一）

図 131-2　熱帯季節林の航空機レーザー計測のための技術仕様書（部分）
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２　熱帯雨林における三次元森林構造の航空機
計測技術の開発
　ア　研究目的
　熱帯雨林における森林炭素蓄積モニタリングの新
たな技術体系のため、三次元森林構造の為の航空機
計測技術の開発を目的とする。レーザー計測やオル
ソフォト作成など航空機搭載センサーによる熱帯林
の観測の際に留意すべき点は、飛行や観測に影響を
与える気象条件と山岳地での地形形状及びレーザー
計測が地上の植生を透過し、地盤高を正しく測定で
きているかどうかである。これらの条件は地域の気
象や植生、地域住民の生活様式などに左右される。
そこで、熱帯雨林におけるレーザー計測及びデジタ
ル空中写真撮影を計画立案・実施する。レーザー計
測結果からは、地盤高及び林冠高の推定誤差を評価
し、精度向上の手法を検討する。
　これらの観測結果を踏まえ、熱帯雨林でのレー
ザー計測及びデジタル空中写真撮影の技術的、経営
的特徴と問題点を整理し、熱帯雨林における計測技
術の高度化に向けた仕様書を開発する。

　イ　研究方法
　課題 1（2）2）「熱帯雨林の三次元森林構造と地
上バイオマスの航空機計測による推定技術開発

（LIDAR）」、課題 1（2）3）「熱帯雨林の三次元森林構
造と地上バイオマスの航空機計測による推定技術開
発（デジタル空中写真）」と協力して、マレーシア・
サバ州の熱帯雨林において航空機計測を 2012 年 10
月に実施した。そして、現地調査により、航空機
データの精度検証及びその飛行・撮影条件との関係

の解析を行った。
　全計測データより低密度レーザー計測データを数
種類作成し、同データによる地形及び林冠抽出精度
の評価と熱帯雨林において必要な計測仕様策定を意
識したデータ評価検証を行った。それを基に、課題
1（2）2）「熱帯雨林の三次元森林構造と地上バイオマ
スの航空機計測による推定技術開発（LIDAR）」と
の連携により、バイオマス推定の為に必要なレー
ザーデータの計測仕様を決定し、計測技術の高度化
を見据えた仕様書を作成した。

　ウ　研究結果
　2012 年 10 月に取得したレーザー計測データの点
密度は平均 26 点 /m2 である。このデータを 1/5、
1/10、1/20 に間引き、それぞれ平均 4.3 点 /m2、2.4
点 /m2、1.2 点 /m2 の低密度化したシミュレーショ
ンデータセットを作成した。これらの低密度化デー
タによる地盤高推定をオリジナルデータによるもの
と比較して、± 1 m 以上の較差が生じた面積比率
で評価した。なお、研究対象地の地形は大きく分け
て西部の急峻な地形、中部の緩い平坦地形、東部の
盆地と山地が混在する地形に分かれていることか
ら、その地形ごとに評価を行った（図 132-1）。
　その結果、低密度化するほど高さ精度が低下す
ることが明らかになった。特に、間引き率 1/10 以
下（点密度 2.4 点 /m2 以下）では急峻な地形で過大
推定が多く発生し、地形表現が低下している。した
がって、特に急峻な地形では低密度データは林冠高
推定のバイアスの原因となりうる。このことから、
少なくとも 5 点 /m2 程度の密度が必要となる。

図 132-1　低密度化データによる地盤高推定値の較差発生率
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　このような急峻な地形上での航空機計測では標高
差による点密度の変化が生じやすく直線上の計測航
路の設定が難しい。さらに、熱帯雨林上空では低層
の積雲が発生しやすく飛行高度を高く取りづらい。
これらの困難な条件のため、固定翼機より高額な回
転翼機による計測が不可避となる場合もありうる。
　これらの点を踏まえ、日本の公共測量作業規程に
おける航空レーザー測量（第 7 章）の内容を基本と
して、熱帯雨林の計測技術高度化に対する仕様書を
作成した（図 132-2）1）。

　エ　考　察
　今回の計測対象範囲の結果を基準として、サバ州
の国立公園エリア（約 2,500 km2）を対象にして計

測計画を検討した。回転翼機を使用し、天候障害等
を勘案して年間計測可能日数を 60 日と想定した場
合、全域計測完了まで、本課題の取得密度である
26 点 /m2 では 2.7 年・機、5 点 /m2 では 1.4 年・機
掛かると推定された。このように、回転翼機のみで
は膨大な時間と費用がかかるため、安全飛行が可能
な範囲で、固定翼と使い分け、複数機材での計測を
検討することが必要である。

　オ　今後の課題
　本課題では課題 1（3）1）「熱帯季節林における三
次元森林構造の航空機計測技術の開発」と同様に二
度の航空機計測によるデータ仕様変更の影響評価及
び林相変化の抽出の評価を行う予定であったが、内

図 132-2　熱帯雨林の航空機レーザー計測のための技術仕様書（部分）
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外の事情により二度目の計測を断念した。そのた
め、データ仕様変更の評価については低密度化によ
るシミュレーションのみで実際の低密度データによ
る評価は行っていない。また、変化抽出の評価はま
だ行っていない。近い将来に航空機計測を再度実施
することにより、これらの評価を行え、より信頼性
の高いモデルを作成することができる。

　カ　要　約
　急峻な地形上の林冠が閉鎖した熱帯雨林におい
て、信頼できる地盤稿データ及び林冠高データを取
得するために必要となる航空機レーザー計測の仕様
を、2012 年 10 月に取得した高密度計測データの低密
度化により検討した。その結果、少なくとも 5 点 /m2

程度の密度が必要となることが明らかになった。こ
れらの点を踏まえ、日本の公共測量作業規程の内容
を基本として、熱帯雨林の計測技術高度化に対する
仕様書を作成した。

　キ　引用文献
… 1）パスコ（2015）航空機 LiDAR による海外の

森林の計測事業発注のための技術仕様 .… 森林総
合研究所 REDD 研究開発センター HP,…http://
redd.ffpri.affrc.go.jp/pub_db/publications/_img/
specification_form_Pasco.pdf.（参照日：2016.01.18）

　研究担当者（宮作尚宏＊、大坪和幸、中尾元彦、
平瀬麻衣、川井将之）
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１　天然生林における炭素吸収・排出量の評価
手法の開発
　ア　研究目的
　東南アジアの熱帯地域では、開発行為や焼き畑な
どにより、森林減少・森林劣化が引き起こされて
いる。REDD プラスなどによる取り組みでは、森
林減少・劣化が生じなかった場合と森林減少・劣
化が生じた場合における炭素蓄積量推定値の差が、
REDD クレジットの算定根拠となっている。調査
時点での炭素蓄積量の評価には、リモートセンシン
グによる手法と地上調査によるバイオメトリック的
な手法が主に用いられている。これらの手法は、現
存する森林の炭素蓄積量を評価することを目的とし
ている。
　一方で、森林減少・劣化が生じない場合でも、森
林は立地環境や気候条件に対応して大気との間で炭
素を吸収・排出して成長することにより、その炭素
蓄積量は変化する。この変化量を評価することがで
きれば、森林減少・劣化が生じない場合の炭素蓄積
量の予測値であるリファレンスシナリオの精度を向
上させることができる。それには、従来のリモート
センシングによる手法と地上調査によるバイオメト
リック的な手法に、二酸化炭素動態の連続的な観測
に基づく手法を組み合わせることが効果的である。
　そこで本課題では、アジア熱帯地域の天然生林を
対象に、二酸化炭素動態の観測データに基づいて、
炭素吸収・排出量を評価するプロセスベースモデル
を開発する。

　イ　研究方法
　プロセスベースモデルは、森林と大気間における
二酸化炭素交換量の変動を、気象データや林分構造
データから予測することにより、森林における炭素
吸収・排出量を評価する手法である。
　（ア）　プロセスベースモデルの開発
　プロセスベースモデルの計算に必要なデータは、

①林冠形状など森林群落構造に関するもの、②森林
微気象や水分環境に関するもの、③主要樹種の光合
成特性に関するもの、の三つがある。このうち林冠
形状に関するデータは、課題 1「高精度リモートセ
ンシングによるアジア地域熱帯林計測技術の高度
化」による航空機 Lidar によるデータを活用した。
　（イ）　観測サイトにおける二酸化炭素・水動態と
森林微気象観測　
　カンボジア国の天然生林は、乾燥落葉林と乾燥常
緑林に大別される。その両者でプロセスベースモデ
ルの検証データとして、二酸化炭素・水動態観測を
行った。特に炭素蓄積量の多い乾燥常緑林ではタ
ワーフラックスによる二酸化炭素と水蒸気のフラッ
クス観測も行った。森林の二酸化炭素動態は、気孔
開閉の要因である水動態の影響を強く受ける。その
ため二酸化炭素だけではなく、水の動態観測も同時
に行う必要があった。またプロセスベースモデルの
ための森林微気象・水分環境の観測も行った。
　（ウ）　乾燥常緑林・乾燥落葉樹構成樹木の光合成
特性の解明
　プロセスベースモデルでは、森林を構成する主要
な樹種の光合成特性に関する特性値を必要とする。
そのため乾燥常緑林・落葉林において、個葉レベル
での光合成特性を植物光合成総合解析システム（Li-
Cor 社製、LI6400XT）において測定した。

　ウ　研究結果
　（ア）　観測サイトにおける二酸化炭素・水動態と
森林微気象観測　
　観測サイトの乾燥常緑林と乾燥落葉林において二
酸化炭素・水動態と森林微気象観測を行った。観測
結果の一例として、2012 年に乾燥常緑林での短波
放射量、飽差、気温、雨量土壌含水率を示す（図
211-1）。
　森林群落内における主要な二酸化炭素動態の一過
程である土壌呼吸量には、土壌含水率への強い依存

第2編�　アジア地域熱帯林における森林変動の定量評価とシミュレー
ションモデルの開発

第1章�　炭素吸収・排出量の評価手法の開発
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性が認められた。しかしその関係は乾燥常緑林と乾
燥落葉林とでは対照的であった。乾燥落葉林におけ
る土壌呼吸量は、土壌含水率と単調増加の関係に
あった。そのため土壌呼吸量は雨季に多く、乾季に
少ない。一方乾燥常緑林における土壌呼吸量は、土
壌含水率が約 10％の時に最大値を示し、土壌が湿
潤な状態での呼吸量は減少した（図 211-2）。

　（イ）　個葉レベルでの光合成特性の解明
　乾燥常緑林と乾燥落葉林のそれぞれにおいて、20
～ 30 個体の個葉レベルでの光合成特性を、高度別
に測定した。個葉レベルでの気孔開閉の程度を示す
指数である気孔コンダクタンスは、高い部位の葉ほ
ど、気孔コンダクタンスが小さくなる傾向にあった

（図 211-3）。これは乾季の気象環境に適応するため
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図 211-1�　乾燥常緑林における森林微気象観測データの一例

図 211-2　土壌呼吸量測定値と土壌含水率の関係
　左：乾燥常緑林、右：乾燥落葉林
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と考えられる。
　プロセスベースモデルに必要な光合成特性に関す
るパラメータである VcMAX25、m、b を高度別、季節
別に平均した（図 211-4）。この値をプロセスベース
モデルによる計算に用いた。
　（ウ）　プロセスベースモデルの開発
　林冠形状を示すデータとして、課題 1「高精度リ

モートセンシングによるアジア地域熱帯林計測技
術の高度化」による航空機 Lidar データを活用し
た。得られたデータは、チニット河流域内の一部で
ある。100 m 四方の全域が乾燥常緑林で覆われてい
るメッシュは 433、乾燥落葉林で覆われていたメッ
シュは 73 であった。高度別の葉面積指数は高度別
のレーザー反射数に比例するとして、高度別の葉面

211-4 
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図 211-3　気孔コンダクタンスと高度の関係
　左：葉面積当たりの気孔コンダクタンス、右：葉重量当たりの気孔コンダクタンス

図 211-4�　プロセスベースモデルの計算に用いる光合成特性に関するパラメータ
　上：乾燥常緑林、下：乾燥落葉林
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積指数を図 211-5 のように求めた。
　構築したモデルの検証を、タワー観測による二酸
化炭素フラックスの観測値のある乾燥常緑林を対象
に行った。図 211-5 に点線で示されたタワーサイト
を含むプロットのデータを用い、純生態系生産量

（NEP）を算出した。NEP 計算値と乱流変動観測に
よる炭素吸収・排出観測値の日変化を比較した（図
211-6）。太線は NEP 計算値の時別アンサンブル平
均、灰色の部分は観測された値の範囲、細線はその
平均値を示している。観測値の平均値と計算値の平
均値では若干異なる部分もあるが、現在得られてい
るモデルパラメータに基づいた結果であり、モデル
による計算値は大まかながら観測値の日変化傾向を
再現することができた。

　エ　考　察
　（ア）　プロセスベースモデルによる年間 NEP の
計算と地上調査地との比較
　乾燥常緑林と乾燥落葉林のそれぞれに設置されて
いる気象観測タワーの周辺に 4 ha のプロットを設
定している。複数回の地上調査とアロメトリー式か
ら各プロットの地上部材積増加量は、乾燥常緑林と
乾燥落葉林でそれぞれ、2.0…tC…ha–1…year–1、0.4…tC…
ha–1…year–1 であった。
　2012 年 1 ～ 12 月に乾燥常緑林と乾燥落葉林の各
プロットで得られたモデルパラメータと、観測さ
れた気象データをプロセスベースモデルに入力し、
純生態系生産量（NEP）を算出した。NEP の年間
積算値は、乾燥常緑林と乾燥落葉林でそれぞれ

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 0.02 0.04 0.06 0.08
高度別の葉面積指数（m2/m2）

落葉林と判定された
73プロットの平均

タワーサイトを含む
1つのプロット

常緑林と判定された
433プロットの平均

高
さ
（
ｍ
）

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0.1 0.2 0.3

タワーサイトを含む

1つのプロット

常緑林と判定された

433プロットの平均

高
さ

[m
]

図 211-5　プロセスベースモデルの計算に用いる林冠形状
　左：乾燥常緑林、右：乾燥落葉林

図 211-6�　炭素吸収・排出のタワー観測による観測値
とプロセスベースモデルによる計算値の比較
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2.1 tC…ha–1…year–1、0.3 tC…ha–1…year–1 と、地上調査に
よる地上部材積増加量とほぼ等しい値を算出した。
　（イ）　NEP の季節変動の違いとその要因
　月別積算 NEP の季節変化は、両者の間で大き
く異なった。乾燥常緑林では雨季に炭素を排出

（－ 0.7… tC…ha–1…year–1）し、雨季に吸収（2.8 tC…ha–1…
year–1）する傾向にあった。それに対し、乾燥落葉
林では乾季に炭素を吸収（2.9 tC…ha–1…year–1）し、
雨季に排出（－ 2.4 tC…ha–1…year–1）する傾向にあっ
た（図 211-7）。両者で NEP の季節変動が大きく異
なったのは、土壌呼吸の特性の違いによると考えら
れる。乾燥落葉林における土壌呼吸量は、土壌含水
率と単調増加の関係にある。そのため土壌呼吸量は
雨季に多く、乾季に少ない。一方乾燥常緑林におけ
る土壌呼吸量は、土壌含水率が約 10％の時に最大
値を示し、土壌が湿潤な状態での呼吸量は減少す
る。そのため乾燥常緑林における土壌呼吸量は雨季
に少なく、乾季に多い。森林樹木は一年を通じてあ
る程度の光合成活動を行い、炭素を吸収している。
しかし土壌呼吸量の多い時期には、樹木による炭素
吸収量を上回るため、NEP は負となり、森林群落
全体では炭素を排出していることになると考えられ
る。
　乾燥落葉林では、乾季といえども樹木は葉をつけ

ており、樹液が樹体内を流れていることを観測して
いる。そのため乾季の乾燥落葉林でも、ある程度の
光合成活動により、樹木自体は炭素を吸収している
と考えられる。

　オ　今後の課題
　プロセスベースモデルの普遍性や精度を高めるた
めには、データセットの充実が必要である。アブラ
ヤシやチークなど、他の森林タイプにモデルを適用
するためには、それぞれの森林におけるデータセッ
トが必要となる。また年々変動を考慮したデータ
セットや検証データを活用すれば、本課題で対象と
した乾燥常緑林、乾燥落葉林に対してもモデル予測
値の精度向上につながる。

　カ　要　約
　天然生林における炭素吸収・排出量を評価するた
めに、乾燥常緑林・落葉林で得られた光合成特性な
どを示すモデルパラメータ、林冠形状などの森林情
報と、観測された気象データをプロセスベースモデ
ルに入力し、純生態系生産量（NEP）を算出する
手法を開発した。NEP 計算値と乱流変動観測によ
る炭素吸収・排出観測値の日変化を比較した。観測
値の平均値と計算値の平均値では若干異なる部分も

図 211-7�　モデルによって算出された NEP の月別積算地の季節変動
　上：乾燥常緑林、下：乾燥落葉林
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あるが、現在得られているモデルパラメータに基づ
いた結果であり、モデルによる計算値は大まかな
がら観測値の日変化傾向を再現することができた。
NEP の年間積算値は、乾燥常緑林と乾燥落葉林で
そ れ ぞ れ 2.1 tC…ha–1…year–1、0.5 tC…ha–1…year–1 と、
地上調査による地上部材積増加量とほぼ等しい値を
算出した。月別積算 NEP の季節変化は両者の間で
大きく異なった。その原因は土壌呼吸の特性の違い
によると考えられた。
　本課題で開発した手法による計算値は、土地利用
情報データセットを構成する。　

　研究担当者（玉井幸治＊、田中憲蔵、大貫靖浩、
清水貴範、飯田真一、伊藤江利子、清水　晃、
壁谷直記）

２　ゴム林の炭素吸収・排出量の評価手法の開発
　ア　研究目的
　インドシナ内陸部山地において、ゴム林が急速に
拡大しており、今後さらに加速されると予測されて
いる。ゴム林への土地利用変化が生物多様性や局地
の水・炭素循環に及ぼす破滅的な悪影響が指摘され
始めているが、その定量的評価は絶対的に不足して
いる。またゴム林の拡大により、リファレンスシナ
リオにゴム林における炭素吸収・排出量の評価値を
反映させる必要性が高まっている。そこで本研究で
は、カンボジアにおいてゴム林造成とその背景とな
る環境変動が地域の水・炭素循環に及ぼす影響を明
らかにすることを目的とし、詳細なフラックスタ

ワー観測を元に熱・水・二酸化炭素交換を評価する
プロセスベースモデルの開発とこれを用いたゴム林
の水・炭素収支評価を行う。

　イ　研究方法
　プロセスベースモデルは、森林と大気間における
二酸化炭素交換量の変動を、気象データや林分構造
データから予測することにより、ゴム林における炭
素吸収・排出量を評価する手法である。
　（ア）　観測サイトにおける森林微気象等の観測　
　カンボジアのゴムノキ実験林に既設の「熱・水・
二酸化炭素交換過程」観測サイトを利用し、時間分
解能の高い群落光合成速度・群落蒸散速度をはじめ
種々の大気－ゴム林間物質交換速度を観測した。森
林微気象観測もあわせて行った。
　（イ）　プロセスベースモデルの開発
　上記観測データを集積する事により交換速度の環
境因子依存特性を決め、樹液流計測、地下水位変
動、ゴムノキ成長量・天然ゴム生産量データを併せ
ることで、プロセスベースモデルを開発し、ゴム林
の炭素蓄積量の予測計算を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　ゴムノキの気孔開閉と土壌水分環境の関係
　樹液流計測によるゴムノキ蒸散特性／気孔開閉特
性を明らかにした（図 212-1）。図に示している気候
コンダクタンス（gc）は、気孔の開閉度を示す指数
である。これにより、群落スケールの大気－ゴム林
の物質交換特性、つまり、物質交換の決定因子は、
土壌水分と葉面積密が同程度、次に、飽差、放射と

図 212-1�　土壌水分（黒実線）、樹液流速計測から算定された
気孔コンダクタンス（点）と、そのモデル値（灰線）
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続き、気温は全く関与しないことが明らかとなっ
た。

（イ）　プロセスベースモデルの開発
　ゴム林は、ゴムノキが整然と並び、その群落放射
特性が特異であるため、その特性の計測・評価、モ
デル化に工夫が必要であったが、これらは全て新規
開発され、その問題点を克服できた。その結果、フ
ラックス計測値を良好に再現できるプロセスベース
モデルを開発した（図 212-2）。

　エ　考　察
　（ア）　プロセスベースモデルによるゴム林の炭素
蓄積量の経年変化予測
　2007 年から始まった天然ゴム採取（Tapping）が
ゴムノキの成長に及ぼす影響を調べる実験をまとめ
た（図 212-3）。なお、実験から得られた、このゴ
ムノキ林分の炭素貯留速度は約 8 tC/ha/year（炭
素換算）と推定された。そしてプロセスベースモ

デルにより、その実験結果を再現するシミュレー
ションを行った。結果、プロセスベースモデルは、
Tapping の有無に関わらずゴムノキの成長速度、天
然ゴム生産速度、の両方の実データを良好に再現す
ることができた。この再現計算では、特に、光合成
機作や気孔開閉に関連する生理生態パラメータは独
立に観測・取得されているので、プロセスベースモ
デルは未来予測にまで利用できる可能性が示唆され
た。そこで、実験の再現計算をより長期（50 年間）
シミュレーションに拡張した（図 212-4、212-5）。
Tapping の影響は、単木レベルの成長量だけでなく
死亡率にまで影響していた（図 212-4）。そのため、
林分スケールで見たときの成長量は 30 ～ 40 歳で頭
打ちになり、同時に、この頃、林分スケール天然ゴ
ム生産量も減少に転じた（図 212-5）。この計算結果
は、地元住民によるゴム林管理において、30 歳頃
で伐採・再植栽を行うという事実に即しているとい
う点で興味深い。

図 212-3�　天然ゴム採取がゴムノキ成長に及ぼす影響
を調べる実験結果（上図）とプロセスベース
モデルによる実験結果の再現計算（下図）

図　212-2�　10 日間の（a）CO2 フラックスと（b）H2O
フラックスの日変化

　灰面は計測値の上下４分位を除外したもの、点はモデル
による計算値である。
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図 212-4�　プロセスベースモデルによる長期（50 年間）
実験による林冠構造の変化

図 212-5　ゴム林の 50 年間の動態シミュレーション結果
　緑線：Tapping しない、青線：Tapping した場合

（a）個体スケール、（b）林分スケールの樹幹バイオマス、
（c）個体スケール、（d）林分スケールの天然ゴム生産量。

　（イ）　ゴム林の光合成・蒸散特性
　インドシナ半島の広域でゴム林蒸発散量のサイト
間比較を行った。そこで得られた傾向は、ゴム林
の蒸発散量は：（1）南・低地に向かって上昇した。

（2）潜在植生蒸発散と比べて 0.5 ～ 1.0 mm/day 多
い。（3）他植生タイプと比較した結果、はるかに大
きなサイズの樹木で構成される熱帯雨林並み、もし
くは、以上の蒸発散量であった。カンボジアサイト
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では、通年の二酸化炭素フラックスデータでは 11.3…
tC/ha/year（炭素換算）の炭素貯留能力が観測さ
れた。
　ゴム林では、このように大きな水利用が観測され
ているが、雨季・乾季がはっきりしている当該地域
で、どのように生態系水資源をやりくりしているの
か謎であった。観測と解析の結果、雨の多いタイの
ゴム林では、雨季に蓄えられた水を乾季に持ち越し
て利用するだけで、比較的雨の少ないカンボジアの
ゴム林では、雨季からの水だけでは不十分で、気孔
制御を厳しくして乾季に水ストレスを受けることな
く生存していることが分かった 1）。

　オ　今後の課題
　今後、気候変動条件下でのゴム林動態を予測する
数値実験を行うことは有意義である。当該地域は激
しいモンスーン気候条件下にあり、特に、雨季・乾
季に伴う生態系水資源の記述がモデル上で十分とは
言えない。まだ、この部分のモデル改善の余地があ
り、さらに、その正当性確認のために、ゴム林の林
分スケールの動態（天然ゴム生産量、バイオマス生
産量、など）の長期かつ広域データの取得を継続し
なければならない。また、リモートセンシングや社
会経済モデルを扱う他グループとの協同が、本課題
のさらなる発展に繋がると考える。

　カ　要　約
　ゴム林サイトでは、通年の二酸化炭素フラック
スデータが整備され、11.3 tC/ha/year（炭素換算）
の炭素貯留能力が観測された。2007 年から始まっ
た天然ゴム採取（Tapping）がゴムノキの成長に及
ぼす影響を調べる実験をまとめた。そして実験結果

を再現するシミュレーションを行った。その結果、
Tapping の有無に関わらずゴムノキの成長速度、天
然ゴム生産速度、の両方の実データを良好に再現す
ることができた。この再現計算では、特に、光合成
機作や気孔開閉に関連する生理生態パラメータは独
立に観測・取得されているので、未来予測にまで利
用できる可能性が示唆された。そこで、実験の再現
計算をより長期（50 年間）シミュレーションに拡
張した。Tapping の影響は、単木レベルの成長量だ
けでなく死亡率にまで影響していた。そのため、林
分スケールで見たときの成長量は 30 ～ 40 歳で頭打
ちになり、同時に、この頃、林分スケール天然ゴム
生産量も減少に転じた。この計算結果は、地元住民
によるゴム林管理において、30 歳頃で伐採・再植
栽を行うという事実に即しているという点で興味深
い。光合成機作や気孔開閉に関連する生理生態パラ
メータの観測・取得により、ゴムノキの整理生態学
的特異性が明らかになっている。そこで、「もし、
ゴムノキが平均的な熱帯樹木だったら？」という数
値実験を行うことで、ゴムノキの特異性とそれを支
えている外的・内的要因を明らかにした。
　本課題で開発した手法による計算値は、土地利用
データセットを構成する。

　キ　引用文献
… 1）小林菜花子（2014）カンボジアにおけるゴムプ

ランテーションの水・炭素収支に関する研究概要 .…
海外の森林と林業 .…91：26-30．

　研究担当者（熊谷朝臣＊、小林菜花子、齋藤隆実、
宮沢良行、松本一穂、上村真由子、立石麻紀子）
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１　土地被覆と立地環境の履歴データセットの
開発
　ア　研究目的
　伐採等の人為活動や地球規模の環境変動がもたら
す森林地帯への影響を広域に定量評価するための
データセットを開発し、シミュレーションモデルへ
情報を提供することを目的とする。
　森林変動の定量評価には森林型とその遷移段階を
把握することがまず必要であるが、それらは過去の
人為的な活動や災害イベント（火災、地滑り、洪水
など）の影響とともに、立地環境（土壌水分、気
温、光など）の影響を大きく受けて形成されてい
る。そこで、リモートセンシング技術を利用して、
各地点の土地利用や被覆状態に影響を与えたイベン
トを把握するとともに、立地環境の時系列データ
セットを開発する。

　イ　研究方法
　（ア）　森林被覆と土地利用変化の履歴
　過去の衛星データを利用して、森林被覆に影響を
与えた森林伐採や森林火災等のイベントの履歴（森
林変化の直接要因）を森林型分布図と対応させて整
備した。時系列変化を追える高分解能衛星データを
より多く利用するなどにより、10 年間のイベント
の履歴を明らかにする過程で精度評価を強化した。
　MODIS による 2000 から 2010 年の森林分布図か
ら森林の経年変化の地域特性を調べた。また、それ
ぞれの時期の特徴を高分解能衛星データと現地調
査によって確認した。これらの確認作業によって
2010 年森林型分布図に適宜修正を加えた。また合
成開口レーダ（PALSAR）を利用したバイオマス
推定図を作成し、2010 年森林型分布図の確認に利
用した。
　（イ）　立地環境変化の履歴
　過去の衛星データを利用して、森林被覆に影響を
与えたイベントの履歴（森林変化の直接要因）を整
備するとともに、広域かつ長期の環境パラメータ
データセットを整備した。

　ウ　研究結果
　（ア）　森林被覆と土地利用変化の履歴
　既存の森林情報とリモートセンシングデータを利
用して 2010 年時点などの森林型分布図を作成した

（図 221-1）。収集したデータは、既存の森林型分布
図、MODIS、ASTER、Landsat などの衛星データ、
2002 年のデジタルアトラスデータなどである。ま
ずこれらのデータ間のクロスチェックを行い、最も
信頼性が高いと判断した 2002 年の航空写真等をも
とに作成されたカンボジア森林型分布をベースとす
ることとした。10 年間分の MODIS データを処理
し、500 m 分解能で森林変化図を作成した。近年、
開発が著しいカンボジアの森林管理では森林分布の
迅速な更新情報が不可欠である 1）。共同研究機関で
あるカンボジア森林局でも 2010 年時点の森林図を
作成しているところであるが、その迅速な更新方法
が必要とされており、MODIS を利用する本手法に
対する関心が大きい。
　（イ）　立地環境変化の履歴
　一般的に提供されている MODIS の 10 日間合成
データから、雲の影響を極力除去して表層温度、水
分指数などの環境情報を 10 日間隔で作成したデー
タセットを整備した。特に、トンレサップ湖とメコ
ン川周辺で毎年発生する洪水（水域）を MODIS の
スペクトル分類で判定する手法を開発し、自動処理
システムを作成した。

　エ　考　察
　（ア）　森林開発の地域特性
　MODIS による 2000 から 2010 年の森林分布図か
ら森林の経年変化の地域特性を調べた（図 221-2）
結果、2003 年頃まではカンボジア西部（Battambang
周辺）、2005-2006 年は南東部（Kompong…Cham 周
辺）、2009 年以降は北東部（Kratie 周辺）が主に開
発されて来たことが明らかになった。なお、2007
年と 2008 年は開発面積が極めて少なかった。
　それぞれの時期の特徴を高分解能衛星データと現
地調査によって確認した結果、カンボジア西部の開
発は森林伐採後に二次林化しており、南東部では森
林開発後に農地造成が行われ、南東部では外国企業

第2章�　炭素排出量変動シミュレーションモデルの開発
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への委託による大規模な人工林造成が行われている
ことが確認できた（表 221-1）。
　2009 年の PALSAR モザイク（50 m）データと
地洋調査データを利用してバイオマス推定法を考案
し、カンボジア全土のバイオマス推定図を作成し
た。PALSAR は 150 tC/ha 程度でサチュレートす
るため、森林劣化の把握は困難な場合もあるが、平
地における皆伐のような森林開発は捉えられること
が確認できた。
　農地の Biomass が殆どの場合 50 Mt/ha 以下であ
るのに対し、プランテーションの Biomass は伐採
後に増加することを考慮して、地上分解能 50 m の
PALSAR モザイクデータで伐採後の土地利用を識
別することを考えた。その結果、伐採後 5 年ほど経
つと農地とプランテーションに識別できることを示
した。ただし、カンボジア西部（Battambang 周辺）
は当初パッチ状に森林が残され、2010 年ではプラ
ンテーションと判定された地点も、近年さらに開発
が進んで農地化していた。そのほとんどはキャッサ
バ栽培であり、近年のアルコール原料の需要が背景
にあることが示唆された。

　オ　今後の課題
　森林から農地への移行に関しては、地域的な傾向
が確認できるが、トウモロコシ畑が翌年にはキャッ
サバ畑になるなど耕作している農作物の種類変化は
きわめて早い。そのため、森林から農地への変化は
確認できるものの、衛星データによる農作物の同定
は困難である。また、常緑林の変化はほぼ確認でき
たが、低木の乾燥林の農地開発の確認は困難であっ

た。低木の乾燥林はバイオマス量も小さく、農地の
適地でもないため、衛星データによる開発把握の対
象外としても大きな問題はないと考えられる。
　なお、カンボジアでは急速に森林開発が進み、バ
イオマスエネルギーを生成するキャッサバが全国で
栽培されるようになってきた。森林減少を監視する
システムの実用化研究が望まれる。

　カ　要　約
　既存の森林情報とリモートセンシングデータを
利用して 2010 年時点などの森林型分布図を作成し
た。2003 年頃まではカンボジア西部（Battambang
周辺）、2005-2006 年は南東部（Kompong…Cham 周
辺）、2009 年以降は北東部（Kratie 周辺）が主に開
発されて来たことが明らかになった。なお、2007
年と 2008 年は開発面積が極めて少なかった。それ
ぞれの時期の特徴を高分解能衛星データと現地調査
によって確認した結果、カンボジア西部の開発は森
林伐採後に二次林化しており、南東部では森林開発
後に農地造成が行われ、南東部では外国企業への委
託による大規模な人工林造成が行われていることが
確認できた。2010 年ではプランテーションと判定
された地点も、近年さらに開発が進んで農地化して
いた。そのほとんどはキャッサバ栽培であり、近年
のアルコール原料の需要が背景にあることが示唆さ
れた。この成果は、立地環境の時系列データとして
整備され、土地利用情報データセットの一部を構成
し、森林減少ポテンシャルマップの作成や森林開発
量のシナリオ作成に使用される。

図 221-2　カンボジアの県別森林開発状況
　利用した新たな高分解能衛星データは、1989 年から 2006
年のランドサットデータ 42 シーン、ALOS/AVNIR2 デー
タ 26 シーンである。図 221-1　2010 年時点の森林型分布
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　キ　引用文献
… 1）中園悦子・沢田治雄・遠藤貴宏…（2012）……MODIS

の森林減少情報を用いたカンボジア森林被覆図の
更新 .…生産研究 .…64（4）:…581-584．

　研究担当者（沢田治雄＊、遠藤貴宏、川崎昭如、
澤田義人、中園悦子、三塚直樹、竹内　渉）

２　農地転用に伴う農業生産力の推定手法の開発
　ア　研究目的
　新たな農地の拡大は熱帯地域における森林伐採の
主たる要因の一つであるが、人口増加に伴う食料の
増産もまた多くの途上国が抱える重要な課題であ
る。このため、森林の伐採面積を最小限に抑えなが
ら必要な食料を確保する最適な土地利用配置計画の

策定が求められる。
　そこで森林を農地に転用した場合に期待できる農
業生産力を事前に推定するための評価手法を開発
し、対象地域の農業生産適地性評価図を作成するこ
とを目的とする。

イ　研究方法
　（ア）　農業統計情報と地理情報の整備
　JIRCAS で所蔵している資料集などを利用し、カ
ンボジアの農業統計と地理情報を収集・整備した。
　（イ）　農業生産力推定モデルの開発
　JIRCAS がバングラデシュのコメを対象に開発し
た単位面積当たりの生産量を推定するプロトタイプ
モデルの開発に用いた手法を元に、収集・整備され
たデータを用いて、標高、傾斜度、土壌類型、平均
気温、年降水量道路からの距離、などの要因につい

221-1 

Province   再植林  農地化  植林率(%) 森林開発  

Banteay Mean Cheay  5842  11  86  11.9  73  

Battambang  10661  47  680  6.5  645  

Kompong Cham  8679  222  273  44.9  243  

Kompo ng Chnang  5382  8  3  76.1  8  

Kampong Speu  6690  11  59  16.8  45  

Kampong Thom  12359  106  48  68.8  295  

Kâmpôt  4547  9  37  21.0  71  

Kandaal  3544  0  0  0.00  0.  

Koh Kong  11384  24  41  37.4  125  

Keb  96  1  2  23.4  2  

Kratie  11496  41  49  45.5  352  

Pailin  700  6  155  4.1 181  

Sihanoukville  1160  29  35  45.6  48  

Mondul Kiri  13442  31  16  66.8  117  

Oddâr Méanchey  4901  20  55  26.5  172  

Phnum Pénh  373  0  0  0.0  0  

Pursat  12246  29  12  71.0  76  

Preah Vihéar  13771  64  37  63.7  96  

Prey Veaeng  4735  0  1  20.8  3  

Ratana Kiri  11091  64  32  67.0  344  

Siem Reap  12075  70  243  22.6  492  

Stung Treng  11668  37  29  56.2  189  

Svaay Rieng  2727  4  8  33.0  12  

Takeo  3474  0  0  0.00  0  

sum  173057  841  1901  30.7  3590  
 

森林保全

表 221-1　森林開発後の農地化、再植林別の面積（単位：ha）
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て各行政区における属性区分の分布面積を算出し、
天水稲・陸稲・トウモロコシ・キャッサバの生産量
との関連を見出すための重回帰分析を行った。

　ウ　研究結果
　（ア）　農業統計情報と地理情報の整備
　カンボジアの農業統計及び地理情報の収集・整備
を行うとともに、農地転用の概況を把握することを
目的とする分析を行った。2000 ～ 2008 年の農業統
計からコメ・トウモロコシ・キャッサバ・サトウキ
ビの…栽培面積、収穫面積、生産量、収量等をデー
タセットとして整備し、生産動向の経年変化や各県
の農業的な特徴について分析した。
　コメの栽培面積は 262 万 ha（2008 年）と耕地の
中では卓越しているが、当該期間内の栽培面積の拡
大は 1.1 倍に留まった（図 222-1）。これに対してト
ウモロコシ・キャッサバ・サトウキビはいずれも栽
培面積が拡大傾向にあり、なかでもキャッサバは
2006 年以降、急激に栽培面積が拡大し、2008 年に
はトウモロコシの栽培面積を超えた（図 222-2）。
　他の作目に比べて国内での栽培面積は小さいもの
の、2008 年以降、ココン県でのサトウキビの栽培
面積が急速に拡大した。これは同県にカンボジア初
の製糖工場が建設されたことに伴う変化と考えられ
る。収量（単収）の年次変動をみると、コメ・トウ
モロコシ・サトウキビはいずれも 2000 年の収量水
準に比して 2008 年には 1.3 倍程度の向上であった
が、キャッサバの収量は 9.6 ton/ha（2000 年）から
20.4 ton/ha（2008 年）と、2 倍を超える増収を示し
た。各県の国内生産順位を比較すると、コメは順位

変動が小さく、トウモロコシも上位の県にはほとん
ど変化が見られなかったが、キャッサバやサトウキ
ビは順位変動が大きく、主産地の変化が認められ
た。
　カンボジアでは経済土地コンセッションによる大
規模なプランテーション開発が行われており、土地
利用型畑作物の生産動向を大きく変化させる要因に
なっていると推察された。産業連関表を用いたスカ
イチャート分析の結果、林業部門は産業連関表にみ
る輸入額は 0 であるが、スカイラインチャートで示
される自給率は約 60％と低く、建築資材や燃料な
どの中間財としての木材輸入が多いことや、天然ゴ
ムを主体とする商品作物は縫製業に次ぐ輸出産業で
あることが明らかになった。ゴム林の拡大は森林伐
採とトレードオフの関係にあるとみられるため、天
然ゴムを主体とする商品作物が今後も輸出産業とし
て成長を続けるならば、森林面積に及ぼす影響も拡
大すると予想された。
　（イ）　農業生産力推定モデルの開発
　標高、傾斜度、土壌類型、平均気温、年降水量の
属性区分（表 222-1）ごとに郡別の分布面積を集計
し、これらを説明変数として、天水稲・陸稲・トウ
モロコシ・キャッサバの郡別生産量を推定する重回
帰式を作成した。得られた 4 種類の重回帰式の決定
係数（自由度修正済み）は 0.8197 ～ 0.9438 であっ
た（表 222-2）。
　
　エ　考　察
　（ア）　適地性評価図の作成
　水田と畑地の適地性評価図を作成した（図 222-

図 222-1　コメの栽培面積の推移 図 222-2　主要畑作物の栽培面積の推移
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3）。これは、標高、傾斜度、土壌類型、平均気温、
年降水量の偏回帰係数による地図演算から推定した
1 km メッシュ当たりの水稲・陸稲・トウモロコシ・
キャッサバの推定生産量を作物ごとに閾値を設けて
5 階級化した画像と、陸稲・トウモロコシ・キャッ
サバ畑作物の適地性評価ランクを合算した総合評価
図である。得られた偏回帰係数を属性値に代入した
地図演算を行い、1 km メッシュごとの生産量を推
定した。同じ郡に属するメッシュの生産量の総和を

求め、2006-2008 年の平均生産量との相関係数を算
出したところ、天水稲は全サンプル及び 3 か年の生
産量の変動係数（CV）が 0.35 未満のサンプルにお
いて、トウモロコシは CV が 0.35 未満のサンプル
において、1％水準で有意な相関を得た（表 222-3）。
天水稲については、外れ値と思われる 6 サンプル
を除いた 177 サンプルの相関係数は 0.6720 となり、
比較的高い相関を示した。

 

区分 標高 （ｍ） 傾斜度 土壌類型 平均気温（°）  年降水量(mm)  
1 0 未満 1 未満 ACRISOL ≦0  ≦0  
2 0 - 10 1 - 3 ARENOSOL ≦22.4  <1200  
3 10 - 50 3 - 8 CAMBISOL ≦23.4  <1400  
4 50 - 100 8 - 15 FERRALSOL ≦24.4  <1600  
5 100 - 500 15 以上 FLUVISOL ≦25.4  <1800  
6 500 以上  GLEYSOL ≦26.4  <2000  
7    LEPTOSOL ≦27.4  <3000  
8   LUVISOL ≦28.4  <4000  
9   PLANOSOL  ≧4000  
10   PLINTHOSOL   
11   VERTISOL   

 

図 222-3　水田（左）と畑地（右）の適地性評価図

表 222-1　重回帰分析の説明変数に用いた各主題図の属性区分

表 222-2�　各作物の郡別生産量を推定する重回帰式の
精度

表 222-3　各作物の郡別生産量と推定値の相関係数
22-2 

対象作物 N 修正 R
2
 

平均 
生産量 

平均二乗誤

差（RMSE) 
誤差率（％） 

天水稲 444 0.8197 20143.9 11316.6 56.2 
陸稲 123 0.9438 797.1 243.1 30.5 

トウモロコシ 162 0.8521 6290.7 6398.4 101.7 
キャッサバ 72 0.9093 16082.6 9505.5 59.1 

 

対象作物
 

全サンプル CV≦0.351)のサンプル 

N 相関係数 有意性2) N 相関係数 有意性 

天水稲 183 0.3288 ** 149 0.4299 ** 
陸稲 183 -0.0338  42 -0.2623  

トウモロコシ 183 0.1161  54 0.3502 ** 
キャッサバ 183 -0.0220  25 0.2646  

 1）2006・2007・2008 年の cv が 0.35 未満の郡
2）＊＊ 1％水準で有意

─ 39 ─



　オ　今後の課題
　生産量を推定するための有意な重回帰式は得られ
ているものの、実生産量に対する推定誤差が大きい
場合もある。そのため農業生産力の推定は各地点の
優位性を表す相対評価を用いるなどの措置につい
て、検討を行う必要も考えられる。

　カ　要　約
　森林を農地に転用した場合に期待できる農業生産
力を事前に推定するため、標高、傾斜度、土壌類
型、平均気温、年降水量と、水稲・陸稲・トウモロ
コシ・キャッサバの生産量の関係を示す重回帰式を
得た。その重回帰式から、1 km メッシュの農業生
産力評価図を作成し、水田と畑地の適地性評価図を
作成した。この成果は土地利用情報データセットを
構成する。

　研究担当者（山本由紀代＊、古家　淳、小林慎太郎、
越智士郎）

３　土地利用シミュレーションモデルの開発
　ア　研究目的
　東南アジアの熱帯地域では、開発行為や焼き畑な
どより森林の劣化、収縮化、断片化が引き起こさ
れ、その結果、炭素の排出量増加という問題がク
ローズアップされてきている。この問題解決には、
森林の推移を広域、かつ、客観的に把握し、炭素の
排出がどのような過程で起こったかを分析すること
が重要である。また、これらの知見と二酸化炭素動
態観測の成果である天然生林・ゴム林における炭素
吸収・排出量などを元に、森林劣化・減少が生じな
い場合も含む様々なシナリオに基づいて、炭素排出
量の将来予測するためのシミュレーションモデルを
構築することが必要である。そこで、森林・農地の
面積や構造の変化に伴う炭素排出量の変動を試算す
るためのシミュレ－ションモデルを開発する。

　イ　研究方法
　モデル流域として、カンボジア国中央部に位置す
るコンポントム州チニット河流域を選定した。この
流域内には、①比較的良好な天然生林が残っている
こと、②しかしながら農地やゴム林への転換による

森林減少が、急速に進んでいることから、シミュ
レーションモデルの開発に必要なデータセットを構
築するための事例が充分に期待されるからである。
　（ア）　森林減少ポテンシャルマップとシナリオの
作成
　他の四つの課題による成果などから得られた、土
地利用・被覆状態、森林開発の履歴、水田や畑地の
適地性評価、天然生林やゴム林の炭素吸収・排出
量、地形、水系、路網に関するデータなどを整理
し、土地利用情報データセットを作成した。
　森林減少・劣化に関わる道路や集落からのアクセ
ス性などの社会経済条件や地形、コンセッションの
配置などの地理的条件を解析し、森林減少ポテン
シャルマップを作成した。経済開発区（ELC）や
保護林、コミュニティ林（CF）等の指定といった、
中央や地方の政府機関による土地利用に関する規制
を想定した土地利用シナリオを作成した。また森林
開発履歴データや現地での聞き取り調査を元に、森
林減少量のシナリオを作成した。
　（イ）　炭素排出量変動シミュレーションモデルの
作成
　森林減少ポテンシャルマップを用いて、確率の高
い場所から順に森林が減少するという仮定に基づ
き、複数のシナリオを設定して森林減少域を予測し
た。天然生林やゴム林における炭素蓄積量、炭素吸
収・排出量と、農地転換等による土地利用の変化が
起こった場合に排出される炭素量を算出するための
シミュレーションモデルを作成した。

　ウ　研究結果
　（ア）　森林減少ポテンシャルマップとシナリオの
作成
　2000 年代以降を対象として住民の小規模伐採に
よる森林減少しやすさを示すポテンシャルマップの
作成及び大規模な森林減少を引き起こす ELC に指
定されやすい場所の特徴整理を行った。小規模な
森林減少の解析には、カンボジア森林局が Landsat
衛星画像判読により作成した森林分布図（2002,…
2006,…2010 年）を部分修正した図、道路、集落、
河川や水域データ、数値標高データ 90 m…DEM

（SRTM）、森林の保全や開発に関わる各種ゾーニン
グ情報を用いた。これらの情報は全て 90 m…DEM
と同一のラスターデータに変換し、森林減少 / 残存
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地それぞれから 1000 点ずつ（計 2000 点）ランダム
サンプリングを行った。2000 年代前半（2002-2006）
と後半（2006-2010）について、住民による森林減
少（ELC の指定地以外）の有無を目的変数に、距
離、地形、各種ゾーニングの有無を説明変数とする
ロジスティック回帰モデルを R（ver.…2.15.0）によ
り作成し、森林減少の特徴を解析した。単回帰で有
意となる説明変数のみを用い、ステップワイズ減数
選択法により AIC（赤池情報量基準）が最小とな
るモデルを選択した。ここで、説明変数間のピアソ
ンの相関係数の絶対値が 0.5 以上となる変数は一方
のみを用いることで多重共線性の影響を避けた。森
林減少は主に、森林伐採コンセッション（FC）の
解除地で生じており、とくに 2000 年代後半に急拡
大した ELC 指定地において大規模に進行していた。
これは 2002 年以降、FC 指定地では伐採が凍結さ
れたのに対し、同年に指定解除された地域では規制
が緩くなり、ELC 等の大規模開発や住民による農
地開発が進行したためである。林縁に近く、河川や
水域からやや離れた場所で森林減少が主に生じてい
た。また、道路に近い場所ほど森林減少しやすい傾
向は 2000 年代前半のみ重回帰で選択された。これ
は、2000 年代後半には、道路から離れた場所でも
森林減少が生じるようになったことを示している。

さらに、2000 年代後半に指定が進んだコミュニティ
林業や保護林（研究林等）指定地では森林減少しに
くい傾向がみられ、これらのゾーニングが森林保護
に有効であることがわかった。また、対象地内に散
在する小丘等の傾斜地では森林減少しにくい傾向が
みられたのは農地開発に不適であることが理由と推
察された。
　有意となる説明変数を用いた多変量ロジスティッ
ク回帰式により住民による小規模森林減少のポテン
シャルマップ作成した（図 223-1）。推定結果の検証
のために、別途ランダムサンプリングした 2000 点
のデータについて ROC 曲線の AUC を求めると 0.9
以上となり、精度よく森林減少の傾向を捉えられ
た。
　ELC の指定は、FC 解除地のうち保護林指定のな
い場所で多く見られた。とくに対象地周辺ではゴム
林開発が大半であり、国内企業のほか、中国、ベト
ナム、タイ、韓国等の外資系企業が開発主体となっ
ていた。一部にコミュニティ林業と重複する場所が
みられ、これは、ELC 指定地に含まれた集落住民
の森林利用を担保するために ELC を部分解除した
場所であることが森林局への聞き取りから分かっ
た。また、ELC の地代は土壌条件により 0 ～ 10…
USD/ha となっており、土地生産性の違いが ELC

図 223-1　土地利用シナリオ別に求めた森林減少ポテンシャルマップ
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の指定に影響している可能性がある。なお、ELC
の新規指定が 2012 年に一時凍結された一方、コ
ミュニティ林業の指定は増加しており、伐採停止中
の FC 内では REDD プロジェクト候補地の策定準
備が森林局内で進んでいる。土地利用シナリオとし
て、CF や REDD プロジェクト地等の保護系ゾーニ
ングを新設する二つのシナリオと、ELC による開
発系ゾーニングを新設して大面積のゴム林開発が増
大するシナリオの計三つを設定した。なお、REDD
プロジェクト地は CF と同等の森林減少抑制効果が
あると仮定した。
　（イ）　炭素排出量変動シミュレーションモデルの
作成
　森林減少は 2010 年以降に加速し、それに伴い

炭素排出量が急増していた。2010 年以降の傾向が
続くならば、対象地の森林は十数年で無くなると
予想された。各期間の森林減少を経済土地開発区

（ELC）の内外で分けると、ELC 内の 2 倍以上の森
林減少が ELC 外で生じていた。各期間の年平均で
みた森林減少面積と減少率からも、森林減少が加速
していることがわかる（図 223-2）。この図に示す
通り、過去のどの時期まで参照レベルを設定するか
で、REDD における炭素クレジットの算出結果は
変わりうる。ここでは 2010 年以降も、2006 ～ 2014
年の間と同様の森林減少面積／年が生じるとする
BAU（business…as…usual）シナリオと、森林減少量
が 3 倍になるシナリオの二つを設定した。
　対象地内の森林における炭素蓄積量は、森林タイ

図 223-2�　モデル流域における炭素蓄積量の履歴と予測、それに基づく BAU

図 223-3　シナリオ別に予測された森林分布図

─ 42 ─



プごとの面積に平均炭素蓄積（tC/ha）を掛け合わ
せることで求められる。これを各年次について求
め、差をとると、森林減少による炭素排出量を算出
できる。実際の 2002 ～ 2014 年における対象地内の
森林タイプ別の面積変化にあてはめた。また、各シ
ナリオによって推定した 2014 年以降の森林分布図

（例えば、図 223-3）についても炭素蓄積を算出し
た。
　各年次における森林及びゴム林の炭素蓄積量の変
動を図 223-2 に示す。2000 年代前半よりも後半に森
林減少がやや加速したために炭素排出量が増加し、
さらに 2010 年以降の大幅な森林減少によって炭素
排出量が急増したことが分かる。また、主に ELC
においてとくに 2010 年以降に急増したゴム林は多
くが 5 年生までの若齢林であるため、その炭素蓄積
量の増加は、森林減少による炭素排出量に比べて僅
かであった。今後、ゴム林の成長によって炭素蓄積
は漸増が予測されるが、成長したゴム林の平均炭素
蓄積は劣化した二次林と同程度であるため、失われ
た森林に匹敵するような炭素蓄積の大幅な増加は期
待できない。なお、異なるゾーニングによって場所
に変化を持たせたシナリオごとにみると、ELC が
増加するシナリオ 3 でやや炭素排出量が大きくなる
だけでなく、配置する場所によっても炭素蓄積量に
は若干の違いがみられた。これは、ゾーニングを配
置した場所によって、森林タイプごとの減少面積に
差が生じるためである。炭素蓄積の大きい森林を保
護する観点からは、保護系のゾーニングを常緑林に
かけることや、ELC 等の開発系のゾーニングは常
緑林を避けるべきであることが分った。

　エ　考　察
　（ア）　炭素クレジット額と農地・ゴム林開発の機
会費用の比較
　REDD によって森林減少を抑制できるかを検討
するためには、森林炭素の経済価値と、森林保全に
よって得られなくなる農地開発等の機会費用とを比
較するのが有効である。そこで、それぞれについ
て t 年後の価値 V を現在価値 PV…=…Σ（V/（1+i）t）
に換算し、その積算値の推移を調べた。ここで、毎
年の割引率 i を 1 割と仮定した。また、将来のイン
フレ率は考慮しなかった。
　まず、森林減少による炭素排出量に、森林炭素の
ボランタリー市場価格を掛け合わせ、炭素クレジッ
トとして発生しうる額を試算した（図 223-4）。ここ
で、森林炭素の市場価格は、扱う市場によりばらつ
きが大きく年変動も大きい。代表的なボランタリー
市場の平均価格は、2012 年には 7.7 USD/tCO2e で
あったのが 2013 年には 4.8 USD/tCO2e に下落して
いる。そこで、単価を 1 ～ 10 USD/tCO2e に変動さ
せて森林炭素の経済価値を試算した。また、REDD
における取引コスト（transaction…cost）は通常 5
割以上とされる。本研究では取引コストを 5 割と
し、残る 5 割が対象地に入ると仮定して計算した。
また、参照レベルの設定期間によってクレジットは
変化する。ここでは、直近 8 年間（2006 ～ 2014 年）
における森林減少が継続する場合を BAU（business…
as…usual）シナリオに設定した。一方、森林減少が
全く生じない保全シナリオを設定し、参照レベルに
対する保全シナリオでの森林炭素排出量の抑制分に
相当する炭素クレジットを算出した。図 223-4 は、
BAU シナリオである直近 8 年間の傾向（ELC 外に

図 223-4�　炭素市場単価を変えた場合における、森林減少抑制の
ための炭素クレジットの現在価値（PV）の積算値の推移
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て毎年約 71.2 km2 の森林減少）が継続する場合の、
毎年の炭素排出量にもとづく炭素クレジットを積算
したものである。割引率 1 割での PV を積算したた
め、それぞれ上に凸のグラフとなっている。既述の
とおり、森林炭素の市場価格は毎年、市場によって
も大きく変動するため、対象地に入る可能性のある
クレジットの値は大きな変動幅をもつと予想され
る。
　一方、対象地における森林減少の主要因である農
地開発については、各開発に関わるコストと便益に
もとづく機会費用を算出した。とくに近年、地域住
民による森林開発に由来する農地での生産増加が
著しいキャッサバについて、後述する現地調査で
捉えた平均的な農家庭先収益額（約 357.1 ± 384.0…
USD/ha,…平均± SD,…n=24 世帯）を用い、年 1 回の
収穫を繰り返すと仮定して毎年の機会費用を算出し
た。ここで、収益額は売上からコストを引いた額で
ある。森林減少面積が全てキャッサバ畑に転換され
る場合を仮定した。なお、キャッサバは連作による
地力低下で収量低下が予想される。そこで、毎年 1
割の収益額の減衰を仮定し計算した。図 223-5 に、
キャッサバ収益額の毎年の積算値と、炭素クレジッ
ト（2013 年における炭素市場価格 4.8 USD/tCO2e
を使用）の積算値の推移の比較結果を示す。キャッ
サバ単収が不変の場合、11 年後の 2025 年頃には
キャッサバ収益が炭素クレジットの積算値より大き
くなるが、キャッサバ単収が 1 割ずつ毎年逓減する
場合は、炭素クレジットの積算値のほうが、キャッ
サバの収益の積算値よりも一貫して大きくなった。
ここから、キャッサバ開発のみについてみれば、炭

素クレジットが対象地域に配分されるしくみがあれ
ば森林減少を抑制しうることがわかる。ただし、こ
こでの計算では、森林伐採による木材や薪炭等から
の収益については見ていない。
　次にゴム林について比較した。ゴム林からの受益
者には、ゴム林を開発した企業とゴム林に雇用され
た現地住民の 2 者を想定し、それぞれの利益を別々
に算出した。カンボジアのゴム林の財務状況を調査
した世界銀行の報告書（2005 年）には、ゴム林に
おける経費と収入がゴムノキの林齢別に記載されて
いる。これらの項目のうち、収入と経費の差額を企
業の、賃金を地元住民の、それぞれの利益とした。
計算結果を図 223-6 に示す。林齢 6 ～ 30 年のゴム
ノキからゴムを採取するのが一般的である。そのた
めゴムノキ植栽から 5 年間の間はゴムを採取できな
いので、当初は赤字が累積する。10 年目に累積赤
字が解消される。そして 13 年後には累積黒字が、
炭素クレジットによる累積黒字を上回るようにな
る。20 年目の累積黒字は、炭素クレジットのそれ
の 4 倍近くにもなる。その一方で地元住民への累積
利益は 20 年目でも炭素クレジットのそれには、は
るかに及ばない。ゴム林への転換するにあたって、
セーフガードの一項目である地元住民の利益を守る
ためには、企業との間の利益分配に工夫を施す必要
のある事がわかった。
　（イ）　現地の社会経済状況と将来的な土地利用へ
の影響
　これまで明らかにしてきたように、調査地の森林
を消失させてきた最大の要因は大規模なゴム林開発
と小規模な換金作物栽培、なかでもキャッサバ栽培

図 223-6�　森林減少抑制のための炭素クレジットとゴ…
ム生産の機会費用それぞれの現在価値（PV）…
の積算値の比較

図 223-5�　森林減少抑制のための炭素クレジットと
キャッサバ生産の機会費用それぞれの現在価
値（PV）の積算値の比較
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である。基本的に前者はカンボジア政府から ELC
を受けた業者によるもので、後者は古くから定住し
ている、もしくは新しく入植してきた小農民による
ものである。また、これら以外にもここ 2 ～ 3 年で
増えてきた現象として、ELC 受領業者によらない
ゴム林造成がある。以上のうち、ここでは小農民の
キャッサバ栽培とその将来的な変化の可能性、さら
にはそれらの土地利用動態への影響について言及す
る。ELC の新規発行や取り消しは一般にカンボジ
ア政府の密室での決定事柄で、その趨勢について
正確な見通しを立てることは困難である。加えて、
ELC 受領業者によらないゴム林造成も新しい現象
で、調査を実施して一定の社会経済データを提示で
きる段階にはない。これに対し、小農民のキャッサ
バ栽培は 2000 年代後半から続いている現象で、同
時に聞き取り調査によって一定の傾向把握が可能な
ものであった。以下では、近年における周辺村の生
産構造変化を示すデータ、米国が始めた REDD プ
ラス事業の概要とともに、上記の諸点について述
べ、今後の土地利用展開を占う基礎資料としたい。
　調査地内、特に REDD プラス事業のコアエリア
として現在、保護林指定計画中の区画に隣接する 3
か村の 2003 年と 2012 年時点における世帯平均収入
及び収入源を表 223-11）に示す。この表で強調した
いのは 9 年間で「他作物栽培」（この場合ほぼキャッ
サバ栽培からの実質収入）が 6 倍強に増えている
点、そしてその結果として 2012 年時点で「他作物
栽培」からの収入が最大となっている点である。小

農民のキャッサバ栽培は森林を消失させたが、同
時に収入増に大きく貢献してきた点が以上のデー
タから見て取れる。つぎに表 223-21）は、調査地内
の同じ 3 か村の 2012 年時点における最貧困 25％世
帯と最富裕 25％世帯の畑地所有（キャッサバ畑が
主）とキャッサバ栽培の概要について示したもので
ある。両 25％世帯の世帯平均収入差はおよそ 10 倍

（251 USD：2,267 USD）、差をもたらしている最大
の収入源は「他作物栽培」（22 USD：1,199 USD）、
なかでもキャッサバ栽培であった。同じ小農民間の
貧富の差を生み出しているこのような事実も念頭
に、この表 223-2 で強調したいのは最貧困 25％世
帯の半数以上もすでにキャッサバ栽培を始めている
点、最貧困 25％世帯の畑地所有面積は最富裕 25％
世帯の半分に満たない点、最貧困 25％世帯のキャッ
サバ栽培の生産性が最富裕 25％世帯に比べて著し
く低い点である。
　以上をまとめると、次のような指摘が可能であ
る。つまり、キャッサバ栽培はこれまでも調査地内
の多くの世帯に収入増を生み出してきたが、少なく
とも貧困層にとってはいまだに大きな伸びしろもあ
り、現在のところその貧困状況を改善しうる最も現
実的な手段である。また、こうした貧困世帯が実際
にキャッサバ栽培から収入増を図ろうとする際、三
つの方法がありうる。一つは栽培面積の拡大、二つ
目は単位面積当たりの生産性を上げること、三つ目
は両方の方法を採ることである。明らかなように、
もし仮に 1 番目と 3 番目の方法が採られれば、森林

 

調査対象年  2003         2012 

   (N = 85)  (N = 146) 

収入源 
 Mean Percent  Mean Percent 
  of total   of total 

(USD) (%)  (USD) (%) 

稲作  199 37  93 10 

他作物栽培  66 12  412 43 

家畜飼育  32 6  29 3 

樹液採取  116 22  156 16 

野生動物狩猟  20 4  27 3 

非木材林産物採取  91 17  3 0 

木材伐採  NA -  11 1 

ビジネス/賃労働 
 

9 2 
 226 

(176/50) 24 
  

漁労  4 1  NA - 

合計  538 100  957 100 

調査対象年 2012a1 

 (N =146) 

土地所有/耕作 最貧困25% 最富裕25% 

畑作地所有世帯 (%) 97 100 

面積 (ha) 

平均 2.6 5.4 
標準偏差 1.8 4.3 
中間値 2.0 4.0 

キャッサバ耕作世帯 (%) 65 92 

世帯当たりの価値 (USD)   

投入費: 平均 (中間値) 191  (0) 855  (230) 
回収費: 平均 (中間値) 259(150) 2,750 (1,500) 
利益額: 平均 (中間値) 68  (0) 1,895  (900) 

  

表 223-1�　調査地内 3 か村の 2003 年と 2012 年におけ
る世帯平均収入と収入源 1）

表 223-2�　調査地内 3 か村の最貧困 25％世帯と最富裕
25％世帯の畑地所有とキャッサバ栽培の現状 1）

１：2012a の金額は 2012 年時点での現在値。
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消失は今後も続く。他方、2 番目の方法だけが採ら
れれば、現状のような森林消失は減速する。キャッ
サバ自体の価格動向などにも大きく依存するが、こ
れまでのように何の施策も取られなければ、少な
くとも 1 番目の方法が続けられていく可能性は高
い。これに対して、今年度から実地活動が始められ
た REDD プラス事業がうまく機能すれば、貧困世
帯が 1 番目の方法を抑制するという事態も起こりう
る。米国国際開発庁作成の REDD プラス事業案で
は、この地域全体で 150 万 ton の温室効果ガスの
排出削減を目指し、住民参加型対話や土地権発行支
援とともに、地域社会のための小規模事業開発の実
施が謳われている。これらのうち、今のところ一定
の進展が見られるのは、対話と小規模事業である。
現在、担当のコンサルタント業者が村々を廻り、住
民とコミュニケーションを図りつつ、実施事業項目
の選定や調整を行っている。現状ではまったく予断
を許さないが、今後の土地利用展開を占う一つの鍵
は、こうした作業の成否である。この作業が小農
民、特に貧困世帯の畑地拡大意欲を抑制する方向に
結び付けば、森林消失は減速する。逆に抑制に失敗
すれば、小農民のキャッサバ栽培は引き続き森林消
失の主要因であり続けるだろう。

　オ　今後の課題
　定量的データはないが、森林局現地事務所や既存
文献（Muller…2012）及び現地踏査の情報から、「貧
困層による森林伐採と初期的な開墾及び作物栽培」
→「富裕層による土地の買い取りと農地経営」によ
り、開墾最前線が森林地帯奥地へと移動するパター
ンの存在も確認できた。このようにして生み出され

た新規耕地では、2 ～ 3 年でキャッサバ畑からゴム
園へと転換される場所も多い。このことから、比較
的短い周期で利益を得ようとする貧困層と、逆にゴ
ム園経営のようにより長い周期での利益回収を求め
る富裕層の双方の行動を制御しうるしくみや施策が
必要であると考えられる。

　カ　要　約
　他の細部課題の成果などから、土地利用情報デー
タセットを構築した。また炭素排出量変動を予測す
るため、森林減少ポテンシャルマップと量、場所の
森林減少シナリオを作成し、モデル流域の炭素排出
量を算出する土地利用シミュレーションモデルを開
発した。算出された炭素クレジットと、森林開発の
結果得られるキャッサバとゴムの生産による便益の
比較を行った。キャッサバの場合、炭素クレジット
が対象地域に配分されるしくみがあれば森林減少を
抑制しうることがわかった。ゴム林の場合、セーフ
ガードの観点から地元住民の利益を守るためには、
企業との間の利益分配に工夫を施す必要のある事が
わかった。

　キ　引用文献
… 1）Kurashima…T.,…Matsuura…T.,…Miyamoto…A.,…Sano…

M.,…Tith…B.…Chann…S.…（2014）…Changes…in…Income…
Structure… in…Frontier…Villages…and…Implications…
for…REDD+…Benefit…Sharing.…Forests…5（11）:…2865-
2881.

　研究担当者（宮本麻子＊、松浦俊也、倉島孝行、
佐野真琴）
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