飯田ら：炭素貯留量の推定

衛星データを用いた同齢スギ人工林小班内における炭素貯留量の推定
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高分解能 IKONOS 衛星データを利用して、同一小班内での林分成長量のバラツキを解析し、プロット材積とプロット平均輝
度値との関係から、炭素貯留量の推定を行った。炭素貯留量は現地で幹、枝、葉の重量を測定し、これらの絶乾重量と材積と
の関係式から現存量の推定を行った。森林簿では調べるために同齢のスギ人工林を対象にした現存量調査と林分解析を行なっ
た。現存量調査より従来スギの容積密度値として扱われている0.32とは別に新たなスギの容積密度の値を算出した。一方同一小
班の材積は森林簿ではただひとつの値が計上されているのにすぎない。そこで、高分解能衛星データから推定された値と森林
簿の値を比較した。推定された材積は実測値材積よりもやや過小な値をとったが、森林簿の値に比べ、格段に精度は良かった。
採取したプロット毎では材積推定値と実測値との差が大きいものが見られるが、衛星データを用いて小班内の細かなバラツキ
を解析し、炭素貯留量を推定することは可能であると考えられた。
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らず、このような森林簿の材積量が現実林分をどの程度反映し
ているかは，調査して検証してみないと分からない（Abe and
Ishida，2005）
。一方で、スギの容積密度も検討していかなく
てはならないと考える。
炭素貯留量の推定には、容積密度の値が大きな影響を与える。
容積密度とは生材の容積に対する全乾重量の比のことであり、
個々の樹種によって値は異なる。木材工業ハンドブック（1982）
によるとスギの容積密度は 0.299 〜 0.333 とかなり値がばらつ
いている。松本（2001）はスギの容積密度の標準値を 0.32 と
設定し、日本全体の森林の炭素貯留量を求めた。しかし、スギ
は周囲環境によって成長量が異なり、成長量の差は容積密度に
も反映される。容積密度を求めるためには、幹現存量を測定す
る必要がある。
現存量調査は森林生態系における物質循環の解明や林分の生
産力の評価などを目的として 1950 年代から 70 年代まで盛んに
行われてきた調査である（佐藤ら
（1966）
，
斉藤ら（1967）
（1973），
，
坂口ら（1969）
）
。近年、森林による二酸化炭素吸収量をより正
確に評価することが求められているため、再び注目されてきて
いる（嘉戸ら，2003）。渡邊ら（2005）は森林の炭素固定に関
する調査は各地で行われているが、同一の森林立地条件で樹種
と炭素固定の関係が報告された事例は少ないことを指摘してお
り、同齢のアカマツをはじめ、スギ、ヒノキの現存量及び炭素
量を測定している。従来、現存量調査は手間がかかるものだと
考えられてきたが、飯田ら（2005）は高性能林業機械と電子は
かりを用いて現存量調査を行い、労力と調査に伴う時間を大幅
に短縮できた。当該造林地はほぼ同時期に植栽されているが、
成長量や地位にはバラツキが見られた。本研究は衛星データを
利用して公社造林地のより詳細な炭素貯留量分布を解析し、小
班内の材積の分布状況の推定方法、森林簿との差について解析
したものである。

2005 年２月 16 日、京都議定書が発効された。これにより来
る第一約束期間（2008 − 2012）に向けて温室効果ガス排出量
を 1990 年比で先進国全体では−５％、日本は−６％削減しな
ければならない。日本は COP7 のマラケシュ合意が得られた
ことで、1990 年比６％の温室効果ガスの削減が求められる中、
その内の 3.9％を森林の二酸化炭素吸収量として認められ、森
林が吸収源として果たす役割は大きい。しかし、これら大きな
吸収源を算入するモニタリングやインベントリー評価体制の構
築が課題として挙げられている（米ら，2003）。その主な内容は、
排出・吸収量の推計をするための国内制度を 2007 年までに整
備しなくてはならないこと、排出・吸収インベントリーに京都
議定書に遵守したことを明らかにする情報を含めなくてはなら
ないこと、専門家審査チームがインベントリー情報をレビュー
することである。これらの課題を詳細に精度良く整備・評価し
ていくことが必要となってきている。
吸収源算入モニタリングとして期待されている技術の一つが
リモートセンシングである。山形ら（2001）はリモートセンシ
ング計測手法が果たす役割と今後の展望を述べている。リモー
トセンシングの利点は広範囲のデータが取得できること、定期
的なデータ取得が可能なこと等が挙げられる。通常、我が国の
森林資源は森林簿の情報を積算して計上される。森林簿の精度
や材積から炭素貯留量への変換に必要な既定の容積密度の値を
調べておく必要がある。
新潟県の森林簿の材積はⅠ−Ⅲ区域に分け、それぞれの区域
に対応した材積成長式から求められているため、実測値と異
なっている場合が多い。わが国の森林が吸収している炭素量の
合計は、各都道府県、国有林の小班材積を合計して推定される。
しかし、各都道府県における森林簿の材積推定は、新潟県同様、
管内を地位区分し、それぞれの地位ごとに材積量を推定してい
る。この方法では、小班内の材積値は平均材積量が一つだけ推
定されることになり、小班内の地位のバラツキについては考慮
されていない。小班面積が大きくなると、成長実態を表してお
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調査地、使用データ

存量を算出するため伐採された木の伐根径とその伐根径から胸
高直径、樹高を推定できるようプロット１内立木胸高直径と伐
根に相当する直径を同時に調べた。２プロットの平均樹高、平
均胸高直径、本数密度を表 1 に示す。事前にプロット内で各直
径 か ら 伐 倒 す る 供 試 木（No.627，628，629，632，633，634，
635）７本を選び出し、チェーンソーで根元から伐倒した。そ
の後、幹、枝、葉の生重をそれぞれ測定し、サンプル葉、枝、
円板を選び、大学の乾燥器で温度を 90 度に設定し、72 時間乾
燥した。乾燥後、枝、葉、幹の絶乾重量を測定した。
現地調査は鳥井団地より 100m2 〜 600m2 のプロットを 14 プ
ロット設定し、現存量調査で設定した１プロットを加え、計
15 プロットを解析の対象とした。鳥井団地とプロットの位置
を示したものを図１に示す。それぞれのプロットで樹高、胸高
直径、地位、ha 当たり材積等のその他林分因子を算出した。
地位に関しては Lestari（2004）が求めた新潟県全体のスギ地
位指数（基準年数 60 年）を基に算出している。新潟県全体の
スギ地位指数ガイドカーブ式は以下のミッチャリッヒ式で表さ
れ、西沢ら（1965）の示した方法により地位指数曲線群を求め
た。

調査地は新潟県東蒲原郡阿賀町にある県公社造林地鳥井団地
（旧津川町）
、豊実団地（旧鹿瀬町）で行った。鳥井団地は昭和
52 年（1977）に 10ha のスギ林の植栽をし、その後 1999 年に
５残１伐方式、2004 年に４残１伐の間伐が行われた。豊実団
地では昭和 51 年（1976）〜 53 年（1978）にかけて 10ha 植栽
され、2000 年に間伐が行われた。
今 回 使 用 す る 画 像 は 2001 年 ５ 月 29 日 に 撮 影 さ れ た
IKONOS のパンクロマチック画像（幾何補正済み）を用いた。
画像解析には ESRI 社の ERDAS IMAGINE8.7 と Arc View9.0
を使用した。

調査方法
現存量調査は 2004 年５月に鳥井団地内にプロット１（大き
さ 20m × 30m）、豊実団地にプロット２（大きさ 20m × 20m）
を設定し、行った。両プロットとも昭和 52 年に植栽が行われ
た地域である。プロット１、２ともに毎木調査を行い、胸高直
径、樹高を測定した。樹高は Haglof 社の VERTEX Ⅲを用い
て測定した。尚、プロット１では 2004 年に間伐が入っており、
間伐前と間伐後とでは現存量に違いが出てくる。間伐前後の現
表１ プロット別林分表
本数 /ha

樹高：m

胸高直径：cm

＝ 41.5452（1 −

平均胸高直径

本数密度

プロット１
（間伐前）

14.0

19.2

1300

プロット１
（間伐後）

13.7

18.2

883

プロット２

11.3

17.8

1125

図１

）

（− 0.01446 ）

H; 上層木平均樹高 T；林齢
材積に関しては材積表（林野庁計画課，1973）を用いて求めた。
材積式は以下の通りである。
log ＝ 1.8876 log ＋ 0.8223 log − 4.0989
（d:4 〜 10）
log ＝ 1.82147 log ＋ 1.08770 log − 4.27591 （d:12 〜 30）
画像上で、ピクセル毎に材積値を推定するために、算出した
材積とプロットの輝度値との回帰式が必要になってくる。プ
ロット内の輝度値を平均値化し、材積との回帰式とピクセルサ
イズを変更し、対応する輝度値と材積とを比較した式を検討し
た。ピクセルサイズを変更するリサンプリング作業によって切

本数密度：

平均樹高

第 61 巻１号（2008）

プロット位置図
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り出した画像の１ピクセルの画像サイズは 20m*20m とした。
イコノス画像のパンクロマチックの解像度は１ｍ×１ｍであ
る。しかし、ピクセル単位に材積を推定することはできない。
今回は、小班内の材積のバラツキを検討するのが目的なので、
調査プロットの大きさに対応させて、１ピクセルを 20 ｍ× 20
ｍにした。リサンプリングを行うことでピクセル単位の分類を
行うよりもある程度の大きさで解析を行うことで画像を判別し
やすくなることが期待されるからである。他の理由に Awaya
et al（2004）は、プロット内の輝度値の最大輝度値、最小輝度
値、平均輝度値と林分因子とを比較し、材積推定には平均輝度
値を用いた場合、相関が最も高くなることを示しており、リサ
ンプリングを行い、ピクセルのサイズを大きくし、輝度値を平
均値化することで、材積を精度よく算出できることが期待でき
る。今回リサンプリング手法には Nearest Neighbor Method
（最
近隣内挿法）を用いた。この手法は元のピクセル値を保持する
ために極端なデータ値や微妙なピクセル値の変化を保ちたい場
合に有効である（ESRI ジャパンホームページより）ため、今
回の解析には最適な手法である。リサンプリング後、対応する
プロット内の平均輝度値と材積との回帰式を作成した。プロッ
ト内に複数のピクセルが混ざっていた場合、目視で最もプロッ
ト内で大きい面積を占めるピクセルを選んだ。大きい割合を占
めるピクセルが無かった場合、上位二つを選び、平均値化して
求めた。リサンプリング前と後の平均輝度値と材積の回帰式を
比較し、最適な回帰式を用いて、対象地の材積を算出し、小班
内のバラツキを調べた。同時に、推定材積と実測値との差を調
べ、森林簿との違いについて解析した。
次に求めた地位を４段階に区分した。60 年時の上層高を地
位指数として地位指数 25 以上を地位Ⅰ、地位指数 20 〜 24 を
地位Ⅱ、地位指数 15 〜 19 を地位Ⅲ、15 未満を地位Ⅳと定義
した。地位区分を行なうために、材積と地位指数の回帰曲線を
求め、回帰式に材積値を代入し、地位指数が 15，20，25 と推
定された時の材積値を地位区分の閾値として設定した。設定し
た閾値から地位区分を行ない、地位のバラツキ具合を調べた。
最後に対象地全体の炭素貯留量推定を行なった。炭素貯留量
（tC）は以下の式にて表される（松本，2001）
。
炭素貯留量＝0.5 ×森林面積（ ）× 当り森林剤積
（m3/ ）×
容積密度× 1.7
本研究では、地上部の現存量についてのみ、現存量調査を行っ
ているので、今回の推定式には、拡大係数 1.7 を乗じていない。
炭素貯留量を算出する方法として①従来のスギの容積密度とし
て定義されている値 0.32 と森林簿材積を用いる② 0.32 と実測
値平均材積を用いる③今回算出した容積密度を用い、推定した
地位毎に炭素量を求める方法の 3 種でそれぞれ炭素貯留量を算
出することにした。

結果・考察
各部位における現存量の推定方法には、相対成長式を利用し
た（阿部，1981）。ここで幹重を WS、葉重を WL、枝重を WB（い
ずれも絶乾重であり、単位は㎏とする）とし、伐倒した供試木
の D2H（D：胸高直径㎝、H：樹高 m）と WS、WL、WB の相
対成長式の関係は図２のように示された。図２に示すように
WS、WL、WB の各部位における絶乾重と D2H の間には相対成
長が成立していた。相関係数も幹 0.9877、葉 0.725、枝 0.9267
と高い値を示した。
logWS ＝ 0.8923 logD2H − 3.4463

図２

幹・葉・枝の乾燥重量の相対成長式

logWL ＝ 0.5523 logD2H − 2.5514
logWB ＝ 0.5681 logD2H − 2.1291
プロット１ではプロットを設定する直前に間伐が行われてい
た。間伐木材積を推定するために、立木の根元径と胸高直径と
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の回帰式を作成した。この式を利用し、間伐後の根元径から胸
高直径を推定した。以下の式はプロット１内の伐根径（X）か
ら胸高直径（Y）推定式である。
Y ＝ 7.2092e0.0398X （R2 ＝ 0.8147）
一方、樹高はプロット１の毎木調査から得た樹高（H）と胸
高直径（DBH）との樹高曲線式から求めた。
2
H ＝ DBH2 /（0.2055DBH ＋ 0.0143）
＋ 1.3
この樹高曲線を用いてプロット１内で伐採された木の樹高推
定を行った。推定した樹高から D2H を求め、相対成長式を利
用し、間伐木を含めた現存量を推定した。
相対成長式と胸高直径、樹高の現地データからプロットのス
ギ地上部現存量を推定した。結果を表 2 にまとめて示した。プ

表２

プロット別現存量

単位：ton/ha

葉現存量

幹現存量

枝現存量

プロット１
（間伐前）

20.13

89.81

11.51

プロット１
（間伐後）

12.72

54.26

7.29

プロット２

14.32

58.67

8.23

表３ プロット別容積密度

ロット１では間伐前と間伐後の現存量の違いを見るために間伐
前後の現存量を算出した。
スギ現存量の報告例は過去に数多く報告されているので、今
回調査した現存量を今までの報告と比較してみることは容易で
あると考えていた。しかし、現存量調査の多くが幼齢林や 60
年生以上のものを対象にした報告が多く、今回の対象地に近い
ものを示した報告例は残念ながら見つけられなかった。葉乾重
に関して只木（1976）はわが国における森林の葉量をまとめて
いるため、葉乾重のみ比較した結果を簡単に示す。只木（1976）
によれば、スギの葉量は 19.6 ± 4.4ton/ha であるとしている。
プロット１の間伐前は当てはまっているが、その他は当てはま
らなかった。考えられる原因として間伐が行われたことや（プ
ロット１間伐後）
、同じ林齢であるにもかかわらず成長量が低
く、葉量が低いこと（プロット２）等が考えられた。容積密度
を推定するための供試木から求めた幹材積 V（区分求積法によ
る）と D2H との関係は次式で近似され、高い相関（R2 ＝ 0.9941）
が見られたためこの式から幹材積（V）と絶幹重（WS）を推
定することで容積密度を求めることができる。
V ＝ 0.00004D2H ＋ 0.0174
logWS ＝ 0.8923 logD2H − 3.4463
D2H と材積、幹の絶乾重式 logWS ＝ 0.8923 logD2H − 3.4463
との間には非常に高い相関関係が見られたため、両式を用いて
プロット１、２の他の木についても容積密度を算出した。
求めた幹材積と幹の絶乾重量からプロット１の間伐前、間伐
後、プロット２の容積密度を推定した。容積密度の結果を示し
たのが表３である。表３からプロット１の間伐前容積密度は
0.2927、間伐後 0.2946 と間伐前後でやや変化した。プロット２
は 0.2836 となった。前述のようにスギの容積密度は 0.299 〜
0.333 とされており、従来の容積密度の値に比べ小さい結果と
なった。

容積密度：t/m3
容積密度

プロット１間伐前

0.29273

プロット１間伐後

0.294618

プロット２

0.28364
表４

プロット no

平均 D

平均 H

現地調査

地位

材積（m3/ha）

本数密度（本 /ha）

7

20.84

11.87

21

160.407696

750

8

14.54

9.17

18

129.450409

1600

9

14.65

7.56

16

88.7165642

1300

10

15.67

8.88

18

115.289265

1300

11

24.64

15.49

26

254.926358

700

12

26.79

16.30

27

272.958395

600

13

11.11

5.09

12

31.487788

1100

14

15.01

7.88

16

71.1777516

1000

15

19.23

10.23

19

173.928911

1150

16

16.52

8.80

18

93.466599

950

17

15.21

7.64

16

75.9395841

1050

18

16.38

8.72

17

136.288176

1450

plot1

19.19

13.95

24

313.613119

1217

plot3

19.13

12.98

23

198.783301

1022

plot4

20.59

12.97

23

201.679631
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ンプリングをかけて求めた推定材積値を求めるための回帰式が
図３、４である。図３はプロット内の輝度値を平均値化して求
めた輝度値（X）と材積（Y）との関係であり、
次式で表される。
Y ＝ 75326e − 0.02X （R2 ＝ 0.6947）
図４はピクセルサイズを 20m × 20m にリサンプリングした後
の輝度値（X）と材積（Y）との関係式で、次式で表される。
Y ＝ 1048.4e − 0.0063x （R2 ＝ 0.367）
両式を比較すると、プロット内の輝度値を平均値化して求めた
方が相関は良いという結果となった。しかし、プロット内の輝

現地調査の結果を表４に示す。表 4 から地位も材積にも値に
バラツキが見られることが分かった。材積について注目し、プ
ロットの実測値平均の材積を算出したところ、154.54m3/ha と
なった。鳥井団地に対応する森林簿の ha 当り材積を調べると
249.35m3/ha と記載されており、森林簿材積が実際の値より過
大に推定されていることが分かった。調査プロットで森林簿材
積の値を超えているのは２プロットしか該当せず、森林簿の値
を使用することの妥当性に問題があると考えられた。
プロット内の輝度値を平均値化して求めた推定材積値とリサ

図３

プロット内の輝度値を平均値化して求めた輝度値と材積との関係式

図４ リサンプリング後のプロット輝度値と材積との関係式
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度値を平均値化して対象地の材積を推定する方法では、予め画
像を一定のセルに仕切り、その平均輝度値を求めなければなら
ず、画像中のピクセル一つ一つに式を当てはめ、計算量も膨大
になる。一方、リサンプリング後の材積と輝度値との回帰式は
５％で有意であった。これらを踏まえて図 4 に示される回帰式
を用いて対象地の材積推定を行なうことにした。
図４より求めたリサンプリング後の輝度値に対応した材積分

図５

図６

第 61 巻１号（2008）
布図は図５に示す通りである。図５から求めたリサンプリング
後の１ピクセル当たりの平均材積量は 144.87m3 であった。結
果は実測値平均に比べ、やや過小であるが、森林簿材積よりも
精度は格段に良いことが実証できた。しかし、全体的な誤差は
少なくできたが、プロット毎では、誤差が大きいプロットが何
箇所かあった。今後推定精度を上げるためには、誤差の要因を
解析する必要がある。

材積分布図

実測値材積と地位指数との回帰式
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図７

地位区分図

次に、地位区分を行なった。実測値材積と地位指数との回帰
式を示したものが、図６である。図６より、両者の相関は高い
ことがわかったので、図６を利用して、材積から地位を推定し
てみた。地位が 15、20、25 のときの材積を閾値に用いている。
各地位毎の閾値は表５に示す。表５に示した閾値から４つに地
位区分をしたものが図 7 である。図７より調査地の地位のバラ
ツキを示すことができた。図７の下部の標高が低い部分は、地
位が高く、成長が良いことがわかる。全体的には地位Ⅲ（地位
指数 15 〜 19）と示された箇所が多かった。今回、地位のバラ
ツキが示すことができたことから、地位の良い所、悪いところ
が判断できるので、適切な森林施業計画の策定に応用すること
が可能だと考えられる。
表６に炭素貯留量を比較したものを示す。③の求め方は今回、
地位Ⅰ，Ⅱにプロット１の間伐後の容積密度 0.2946 を用い、
地位Ⅲ，Ⅳにはプロット２の容積密度 0.2836 を用い、炭素量
を推定している。表 6 より値の採り方によって炭素貯留量にか
なり差があることがわかる。①と②の差は、森林簿材積と実測
値材積との値の開きにある。森林簿材積を用いて貯留量推定す
る場合には注意する必要があると考える。②と③の比較のよう
に、容積密度の値が少しでも変われば、炭素量の値にも変化が
ある。本研究では小面積を対象にしたため、数値にそれ程差が
見られなかったが、現在国内の人工林面積は約 1000 万 ha に
対し、スギ人工林はその約 4 割強の 450 万 ha 存在し、国内全

表５

閾値材積

単位 m3/ha

下限値

上限値

地位Ⅰ

31.49

69.46

地位Ⅱ

69.47

148.47

地位Ⅲ

148.48

267.62

地位Ⅳ

267.63

313.61

表６

炭素貯留量

材積値

炭素量（tC）

①

249.35

288.8

②

154.54

179.2

③

140.06

147.4

①森林簿の材積値と既存の容積密度 0.32 を使用
②実測材積値と既存の容積密度 0.32 を使用
③地位毎に平均材積値を算出し、地位Ⅰ、Ⅱに容積密度 0.294618
を、地位Ⅲ、Ⅳに 0.28364 をそれぞれ使用
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体を調査対象として考えるなら、用いる容積密度によって炭素
量は大きく変化するだろう。容積密度は林齢や立木密度、系統
等で異なることが予想されることから、色々な林分を対象にし
た報告例が重要と考えられる。

まとめ
今回、スギの人工同齢林を調査し、容積密度を算出した理由
に、今現在国内では同一林班で同材積を示す森林簿を用いてい
るが、その値を用いることで正確な炭素貯留量を推定すること
は難しいのではないかと考えたからである。これだけの小面積
であっても、地位や材積が大きくばらついているという現実は
決して無視できないのではないだろうか。排出・吸収量の推計
をするための国内制度を 2007 年までに整備しなくてはならな
いといわれているが、その整備は思うように進んでいるとはい
え な い だ ろ う。Thenkabail et al（2004） が 雨 季 と 乾 季 の
IKONOS データを用いて西アフリカのオイルパーム（
）の現存量及び炭素量を調査しているように、世界
でも高分解能衛星を用いた炭素量を推定の方法は検討され始め
ている。国内でも様々な手法を用いてデータを積み重ねること
が重要であり、このことが炭素貯留量の推定方法の確立につな
がるだろう。
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Estimation of the Amount of Carbon Sink in Subcompartment of Even-aged
Sugi Forests Using Satellite Data
Kazuaki IIDA1 and Nobuyuki ABE2＊
(Received July 29, 2008)
Summary
To estimate the amount of carbon sink and to examine the unevenness of volume growth in a subcompartment of sugi
forest, I surveyed the biomass and analyzed the forest stand growth in an even-aged sugi forest. From the result of ﬁeld
survey, we calculated the bulk density of sugi diﬀering from the value of 0.32 which has been used as the usual value. The
volume estimated by image processing was slightly smaller than the measured volume, but the accuracy was far superior
to that estimated from the forest register. Although in some plots, the volume estimated using satellite data largely diﬀered
from the measured volume, the amount of carbon sink may be estimated by analyzing the detailed unevenness of the volume
in the subcompartment by using satellite data.
‑
Key words : words:carbon sink subcompartment,sugi,satellite data,IKONOS
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