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ARWG 10 Annex 3 
簡素化ベースライン及びモニタリング方法論(AR-WG 改訂案) 

 
Revised Simplified baseline and monitoring methodologies for selected 

small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean 
development mechanism 

 
選択された小規模 A/R CDM プロジェクト活動に対する 
簡素化ベースライン及びモニタリング方法論（改訂） 

 
                      

I．Introduction  
序論 

 
1.   This annex contains simplified baseline and monitoring methodologies for 
selected small-scale afforestation and reforestation (A/R) clean development 
mechanism (CDM) project activity categories.  
Specifically it covers: 
本添付書類は選択された小規模新規植林あるいは再植林（A/R）CDM プロジェクト活動に

おける簡素化されたベースラインとモニタリング方法論について述べる。 
それは特に次の分野をカバーする： 

a)  A simplified baseline methodology and default factors for small-scale A/R project 
activities implemented on grassland or croplands. 

    草地および農地で行われる小規模A/Rプロジェクト活動のための簡素化されたベー

スライン方法論とその設定因子について。 
b)  A simplified monitoring methodology, based on appropriate statistical methods, 

to  estimate, measure and monitor the actual net greenhouse gas (GHG) 
removals by sinks and leakage. 
吸収源による現実の純 GHG 吸収量とリーケージを推定，測定あるいはモニタリン

グするための、適切な統計的手法に基づいた、簡素化されたモニタリング方法論に

ついて。 
 
2. The most likely baseline scenario of the small-scale A/R CDM project activity is 
considered to be the land-use prior to the implementation of the project activity, either 
grasslands or croplands. Project activities implemented on settlements or wetlands are 
not included in this methodology1. 
小規模A/R CDMプロジェクト活動のもっともありそうなベースラインシナリオは、プロジ

ェクト活動実施前の土地利用が、農地か草地かのどちらかであると考えられる。住居地ま

たは湿地で実施されるプロジェクト活動はこの方法論に含まれない1。 
  
3. These simplified baseline and monitoring methodologies are not applicable to 
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grasslands or croplands that have been ploughed before the plantation is established. 
Also, they do not apply to project activities where the displacement of households or 
activities, due to the implementation of the A/R CDM project activity, is estimated to be 
larger than 50 per cent. 
これら簡素化ベースラインおよびモニタリング方法論はプランテーション設立前に耕作さ

れていた農地または草地には適用できない。この方法論はまた、A/RCDM プロジェクト活

動の実施にともなう世帯または活動の移転が 50％以上あると推定されるプロジェクト活

動には適用しない。 
 
4. In accordance with decision 14/CP.10, project participants may propose new 
simplified methodologies or amendments to these simplified monitoring methodologies 
for project activities for which these would not be applicable. Such proposed new 
methodologies would be submitted to the CDM Executive Board for consideration and 
approval.  
14/CP.10 の決定によれば，プロジェクト参加者は，これら簡素化ベースライン及びモニタ

リング方法論の適用できる条件にないプロジェクト活動に対する新しい簡素化方法論、ま

たはこれら簡素化モニタリング方法論の修正案を提案できる。そのような提案された新方

法論は検討と承認のために CDM 理事会に提出できる。 
 
5. Before using simplified methodologies, project participants shall demonstrate 
whether: 
   (a) The land of the project activity is eligible using procedures for the 

demonstration of land eligibility contained in appendix A;  
   (b) The project activity is additional, using the procedures for the assessment of 

additionality contained appendix B. 
簡素化方法論を利用する前に，プロジェクト参加者は以下のことを明らかにする： 
  a) appendix A にある土地の適格性を証明する手法を用いて，プロジェクト活動の土

地が適格性を有するかどうか; 
b) appendix B にある追加性の評価法を用いて、プロジェクト活動に追加性があるか

どうか 
 
 

1 Wetlands and settlements are not covered by the present methodologies for two reasons: 
methodologies for wetland are still under development and given the state of knowledge, 
simplification is not yet possible; conversions from settlements and wetlands to forests are unlikely 
for several reasons, including the social and environmental impacts that such conversion can cause.  
注 1 二つの理由から湿地と住宅地はこの方法論によってカバーされない: 湿地についての方法論はまだ開

発中であり，現在の知識水準では，簡素化は不可能である; 湿地や住居地から森林への転換は，その転換

が引き起こすであろう社会的，環境的影響を含めて，いくつかの理由からありそうにもない。 
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II.  General guidance 

一般的な手引き 
 

6. Carbon pools to be considered by these methodologies are above-ground biomass 
and below-ground biomass, hereinafter referred to collectively as “living biomass pool”. 
Values chosen for parameters to estimate changes in carbon stocks in the baseline and 
monitoring methodologies, as well as the choice of approach, shall be justified and 
documented (including sources and references) in the clean development mechanism 
small-scale afforestation and reforestation project document (CDM-SSC-AR-PDD). The 
choice of equations and values for parameters shall be conservative, i.e., the net 
anthropogenic GHG removals by sinks shall not be overestimated. 
これら方法論で考察される炭素プールは地上部バイオマス及び地下部バイオマスで、以下

集合的に“生物バイオマスプール”と称する。ベースライン及びモニタリング方法論にお

ける炭素蓄積量（stock）の変化を推定する変数（パラメーター）のために選ばれた値を，

この推定法の選択とともに、（その根拠と文献含めて），CDM-SSC-AR-PDD に文書化し，

そして正当化する。パラメーターのための公式と値の選択は控えめ（コンサーバティブ）

にする、すなわち，純人為的 GHG 吸収量は過剰推定されない。 
 
7. Emissions of GHG from the actual net GHG removals by sinks do not need to be 
accounted for. 
吸収源（シンク）による現実純GHG吸収量からのGHGの排出量は計算する必要はない。

［訳注：シンクによるCO2、N2O、メタンなどの排出量は計算する必要がないということ

か、すなわちマメ科樹木によるN2O排出など］                            

 
Ⅲ. Simplified baseline methodologies for small-scale afforestation and reforestation 
project activities under the clean development mechanism 
 小規模 A/R CDM プロジェクト活動のための簡素化ベースライン方法論 
 

A. Baseline net greenhouse gas removals by sinks 
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量 

 
8.  Simplified methodologies for estimating the baseline net GHG removals by sinks 
are based on the baseline approach specified by paragraph 22(a) of the modalities and 
procedures for afforestation and reforestation under the clean development 
mechanism: “Existing or historical, as applicable, changes in carbon stock in the 
carbon pools within the project boundary”.  
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量を推定するための簡素化方法論は、CDM の下

での A/R に対する様式と手続き（Modalities and Procedures）のパラグラフ 22(a)によっ

て特定されたベースライン方法：すなわち“適用できるのであれば、プロジェクト境界内

での炭素プールの現存または歴史的な炭素蓄積量の変化”に準拠する。 
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9. According to decision 14/CP.10, annex, appendix B, paragraph 2 and 3: 

Dec.14/CP.10, annex, appendix B のパラグラフ 2 と 3 に従えば： 
 

“If project participants can provide relevant information that indicates that, in the 
absence of the small-scale afforestation or reforestation project activity under the 
CDM, no significant changes in the carbon stocks within the project boundary 
would have occurred, they shall assess the existing carbon stocks prior to the 
implementation of the project activity. The existing carbon stocks shall be 
considered as the baseline and shall be assumed to be constant throughout the 
crediting period.” 

“もしプロジェクト参加者が、CDM の下での小規模の新規植林又は再植林プロジェク

ト活動がない状態で、プロジェクト境界内で炭素蓄積量の顕著な変化が起こらないとい

うことを示す関連情報を提出できるならば、プロジェクト活動の実施前に存在する炭素

蓄積量を評価する。この既存の炭素蓄積量はベースラインと考えられ、クレディット期

間を通じて一定であると仮定される。” 
 

“If significant changes in the carbon stocks within the project boundary would be 
expected to occur in the absence of the small-scale afforestation or reforestation 
project activity, project participants shall” use this simplified baseline methodology 
contained in this document. 
“もし、小規模の新規植林又は再植林プロジェクト活動がない状態で、プロジェクト境界

内で炭素蓄積量に顕著な変化が起こることが予測されるならば”、プロジェクト参加者は

この文書の簡素化ベースライン方法論を用いる。 
 
10.  In order to assess if significant changes in the baseline carbon stocks within the 
project boundary have occurred in absence of the project activity, project participants 
shall assess whether changes in carbon stocks in the baseline land-use type (grassland 
or cropland), in particular the living biomass pool of woody perennials2 and the 
below-ground biomass of grasslands, are expected to be significant. They shall provide 
documentation to prove this, for example, by including expert judgment, and proceed 
as follows; 
 
 
 
2Woody perennials consist of the non-tree vegetation (e.g. coffee, tea, rubber pant or oil palm) and 
shrubs that are present in croplands and grasslands below the threshold (in terms of canopy cover, 
minimum area and tree height) used to define forests. 
注２ “木本性永年植物”は非林木植生（例えばコーヒー樹，茶、ゴムの木，油ヤシ）及び森林定義に用い

る限界値（樹冠被覆率，最小面積，樹高について）以下で農地及び草地に存在する低木類からなる。 
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プロジェクト活動のないときにプロジェクト境界内でベースライン炭素蓄積量に顕著な変

化が起っているかも知れないことを評価するために，プロジェクト参加者はベースライン

土地利用タイプ（草地又は耕地）の炭素蓄積量の変化，特に木本性永年植物２の生物バイ

オマス及び草地の地下部バイオマスについて，その変化が顕著であることが予期されるか

どうかを評価する。参加者は、専門家の判断を含めて、以下の手順で、そのことを証明す

る証拠を提出する。 
 
a)  If significant changes in the carbon stocks, in particular the living biomass pool 
of woody perennials or in below-ground biomass of grasslands, are not expected to 
occur in the absence of the project activity, the changes in carbon stocks shall be 
assumed to be equal to zero.もし炭素蓄積量の顕著な変化，特に，特に木本性永年植物の

生物バイオマスまたは草地の地下部バイオマスの顕著な変化が，プロジェクト活動のない

ときには起こらないことが予期されるならば，炭素蓄積量の変化はゼロに等しいとみなせ

る。 
b)  I the carbon stock in the living biomass of woody perennials pool or the 
below-ground biomass of grasslands is expected to decrease in the absence of the 
project activity, the baseline net GHG removals by sinks shall be assumed to be equal 
to zero. In above case, the baseline carbon stock in the carbon pools is constant at the 
level of existing carbon stock measured at the start of the project activity.もし木本性永

年植物の生物バイオマス又は草地の地下部バイオマスの炭素蓄積量がプロジェクト活動の

ないときに減少することが予期されるならば，シンクによるベースライン純 GHG 吸収量

はゼロに等しいとみなせる。 
c)  Otherwise, baseline net GHG removals by sinks shall be equal to the changes in 
carbon stocks from the living biomass pool of woody perennials or from below-ground 
biomass in grasslands that are expected to occur in the absence of the project activity 
and shall be estimated using the methodology in Section Ⅲ.A below. 
そのほかの場合には，シンクによるベースライン純 GHG 吸収量は，プロジェクト活動が

ないときに生じることが予期される木本性永年植物の生物バイオマス又は草地の地下部バ

イオマスの炭素蓄積量の変化と等しいとすべきであり，そして次のⅢ．B 章の方法論によ

ってそれを推定する。 
 

B. Estimating the baseline net GHG removals by sinks 
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量の推定 

 
11. Baseline net GHG removals by sinks will be determined by the equation:  
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量は次式で決定する：  
 
B(t)＝∑（BA(t)i＋BB(t)i）＊Ai                                                              (1)  
 
where: ここで、 
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B(t)  ＝carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at time t 
in the absence of the project activity (t C)     

   時間ｔでのプロジェクト境界内の生物バイオマスプールの炭素蓄積量（ton C/ha） 
 
BA(t)i ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i in the absence of 

the project activity (t C/ha)   
   プロジェクト活動がないときに生じる i 階層の時間ｔでの地上部バイオマス中の炭

素蓄積量（ton C/ha） 
    
BB(t)i ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum i that would have 

occurred in the absence of the project activity (t C/ha)   
   プロジェクト活動がないときに生じる i 階層の時間ｔでの地下部バイオマス中の炭

素蓄積量（ton C/ha） 
Ai  ＝project activity area of stratum i (ha)    
   階層 i でのプロジェクト活動の面積（ha） 
i   ＝Stratum i  階層 i 
 
12.  Stratification of the project activity for the purposes of estimating the baseline 
net GHG removals by sinks shall proceed in accordance with section 4.3.3.2 of the 
“Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry” of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (hereinafter referred as IPCC 
GPG for LULUCF). For each stratum, the following calculations shall be performed.   
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量を推定する目的のためのプロジェクト活動の階

層化は気候変動に関する国連政府間パネルの“Good Practice Guidance for Land Use, 
Land-Use Change and Forestry”(2003)（以下 IPCC GPG for LULUCF と略記する）の

4.3.3.2 章に基づいて進める。階層ごとに、次の計算を行う。  
 
For above-ground biomass 
地上部バイオマスに対しては  
 
13.  BA(t) is calculated per stratum i as follows:   

階層i当たりのBA(t)は次のように計算する。 
 
BA(t) ＝M(t)＊0.5                                                         (2)  
 
where, ここで、  
BA(t)  ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t in the absence of the project 

activity (t C/ha) 
  プロジェクト活動が無いときの時間 t での地上部バイオマスの炭素蓄積量（t C/ha） 
  
注 3 dm=dry matter 
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M(t)  ＝above-ground biomass at time t that would have occurred in the absence of the 

project activity (t dm/ha)3

    プロジェクト活動の不在下で生じるであろう時間 t での地上部バイオマス（ton 乾物

／ha） 
 
0.5  ＝Carbon fraction of dry matter (t C/t dm)  
    バイオマス乾燥重量のトン当たりの炭素重量トン（ton C/ton 乾物） 
 
14.  Values for M(t) shall be estimated using average biomass growth rates specific to 
the region and the age of the woody perennial using the following equation:   
M(t)を求める値は次の公式を用いて、木本生永年植物のその地域と樹齢に特定の平均バイ

オマス成長率との年齢とを用いて推定する。 
 
if a < m, then M(t)= g＊a; if a≧m, then M(t)=g＊m              (3) 
 
もし、a＜mのときは M(t) ＝ｇ＊a、もしa≧mのとき、 M(t) ＝g＊m         
 
where ここで、 
g = annual biomass growth rate of the woody perennials (t dry matter/ha/yr) 
m = time to maturity of the woody perennial (years) 
a = average age of the woody perennials (years) 
g =は木本性永年植物の年バイオマス成長率（ton 乾物／ha／年） 
m =は木本性永年植物の成熟までの時間（年） 
a =は木本性永年植物の平均年齢（年） 
 
 
15.  Documented local values for g should be used. In the absence of such values, 

national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3.3.2 of IPCC god practice guidance for 
LULUCF.  
g は公表されている地域値を用いる。そのような値のないときは、国の指定値を用いる。

もし国の指定値も利用できないときは、IPCC GPG for LULUCF の表 3.3.2 の値を利用

する。 
 
16. Values for m considered by the project activity shall be specified by project 

participants for each species considered to be part of the baseline. These values shall 
be identified in the CDM-SSC-AR-PDD. 
プロジェクト活動によって検討される m の値は、ベースラインの一部であると考えられ

る 各 植 物 種 に 対 し て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 が 特 定 す る 。 こ れ ら の 値 は

CDM-SSC-AR-PDD で明らかにする。 
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For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
17.  BB(t) is calculated per stratum i as follows: 

階層i当たりのBB(t) は次式で計算される： 
 
BB(t) ＝M(t)＊R＊0.5                                                        (4) 
 
where, ここで、 
BB(t)  = carbon stocks in blow-ground biomass at time t in the absence of the project 

activity (t C/ha) 
  プロジェクト活動がないときに生じるであろう時間ｔにおける地下部バイオマス 
（t 乾物/ha） 

M(t)  = above-ground biomass at time t that would occurred in the absence of the 
project activity (t dm/ha) 
プロジェクト活動がないときに生じるであろう時間ｔにおける地上部バイオマス 
（t 乾物/ha） 

R  ＝root to shoot ratio (t dry matter/t dry matter) 
根部／地上部比（ton 乾物／ton 乾物） 

0.5  ＝carbon fraction of dry matter （t C/t dm） 
バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ton 乾物） 
 

18.  Documented local values for R should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3.4.3 of IPCC GPG for LULUCF.  
R は公表されているその地域の値を用いる。そのような値のないときは、国の指定値を

用いる。もし国の指定値も利用できないときは、IPCC good practice guidance for 
LULUCF の表 3.4.3 の値を利用する。 

 
C. Actual net greenhouse gas removals by sinks 

シンクによる現実純 GHG 吸収量 
 
19. Actual net GHG removals by sinks consider only the changes in carbon pools for 
the project scenario (see paragraph 8 above). The stocks of carbon for the project 
scenario at the starting date of the project activity4 (t=0) shall be the same as for the 
projection of the baseline net GHG removals by sinks at t=0. For all other years, the 
carbon stocks within the project boundary at time t (N(t)) shall be calculated as follows: 
シンクによる現実純GHG吸収はプロジェクトシナリオに対する炭素プール内での変化を

考慮する（上記のパラグラフ 8 を参照）。プロジェクトの開始時4（t=0）のプロジェクトシ

ナリオの炭素蓄積量は, t=0 時点でのシンクによるベースラインGHG吸収量の算出と同じ
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である。その他の全ての年に対しては、時間tでのプロジェクト境界内の炭素蓄積量（N(t)）

は、次のように計算される。 
 
N(t)＝∑（（NA(t)i＋NB(t)i）＊Ai）                                             (5) 
 
where, ここで、 
N(t)  ＝total carbon stocks in biomass at time t under the project scenario (t C/ha) 
        プロジェクトシナリオの時間ｔでのバイオマス中の総炭素蓄積量 
NA(t)i  ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i under the 
         project scenario (t C/ha) 

 プロジェクトシナリオの階層 i で時間 t の時の地上部バイオマスの炭素蓄積量

（ton C／ha） 
 
NB(t)  ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum i under the project 

scenario (t C/ha) 
プロジェクトシナリオの階層 i で時間 t の時の地下部バイオマスの炭素蓄積量

（ton C／ha） 
Ai      ＝project activity area of stratum i (ha) 

階層 i のプロジェクト活動の面積(ha) 
i  ＝ stratum i     階層 i 
 
20.  Stratification for the project scenario shall be undertaken in accordance with 
section 4.3.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. The following 
calculations shown below shall be performed for each stratum.  
プロジェクトシナリオの階層化は IPCC GPG for LULUCF の 4.3.3.2 章に基づいて行う。

以下の計算を各階層で行う。 
 
 
 
注 4 The starting date of the project activity should be the time when the land is prepared for the 

initiation of the afforestation or reforestation project activity under the CDM. In accordance with 
paragraph 23 of the modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities 
under the CDM, the crediting period shall begin at the start of the afforestation or reforestation 
project activity under the CDM (see UNFCCC web site at ＜

http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21＞) 
注４ プロジェクトの開始日付は新規植林又は再植林プロジェクト活動の開始のために土地が準備された

時点とする。CDMの下での新規植林及び再植林プロジェクト活動のための様式と手法のパラグラフ 23 に

基づいて、クレディット期間はCDMの下での新規植林及び再植林プロジェクト活動の開始時点から始ま

る。（UNFCCC web site at http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21をみよ）。 
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For above-ground biomass 
地上部バイオマスについて 
 
21. NA(t) is calculated per stratum i as follows :   

階層i当たりのNA(t)は次のように計算する： 
 

NA(t) ＝T(t)＊0.5                                                          (6) 
 
where、ここで、 
NA(t)  = carbon stocks in above-ground biomass at time t under the project scenario   

(t C/ha) 
      プロジェクトシナリオの時間 t における地上部バイオマス中の炭素蓄積量（ton 

C/ha） 
T(t) ＝above-ground biomass at time t under the project scenario (t dry matter/ha) 

プロジェクトシナリオの時間”t”における地上部バイオマス（ton 乾物／ha） 
0.5  ＝carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ton 乾物） 
 
T(t) ＝SV(t)＊BEF＊WD                                                   (7) 
 
where, ここで、 
T(t)  = above-ground biomass at time t under the project scenario (t dm/ha) 

       プロジェクトシナリオの時間”t”における地上部バイオマス（ton乾物／ha） 
SV(t) ＝stem volume at time t for the project scenario (m3/ha) 

プロジェクトシナリオの時間 t における樹幹材積（m3／ha） 
WD ＝basic wood density (t dm/ m3) 

基準木材密度（ton 乾物／ｍ３） 
BEF ＝biomass expansion factor (over bark) from stem volume to total volume 

(dimensionless) 
樹幹材積から全木材積に転換するバイオマス拡張係数（樹皮を含む）（単位なし） 

 
22. Values for SV(t) shall be obtained from national sources (such as standard yield 
table). Documented local values for BEF should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3A.1.10 of IPCC good practice guidance for 
LULUCF. Documented local values for WD should be used. In the absence of such 
values, national default values shall be consulted. If national values are also not 
available, the values should be obtained from table 3A.1.9 of IPCC good practice 
guidance for LULUCF. 
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SV(t)の値は国の情報（例えば標準収穫表）から得られるだろう。BEFは公表された地域値

を用いる。この値がない時は、国の指定値を用いる。もし、国の値も利用できないときに

は、IPCC GPG for LULUCF の表 3A.1.10 から値を得る。WDは公表された地域値を用い

る。それがないときは、国の指定値を用いる。もし、国の値も利用できないときは、IPCC 
GPG for LULUCF 表 3A.1.9 から値を得る。 
 
For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
22. NB(t) is calculated per stratum i as follows:   

階層i当たりのNB(t)は次のように計算する：  
 

NB(t) ＝T(t)＊R＊0.5                                                       (8) 
 
where, ここで、 
NB(t) ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t under the project scenario   

(t C/ha)  
      プロジェクトシナリオでの時間ｔの地下部バイオマス中の炭素蓄積量（tonC/ha） 
T(t)   = above-ground biomass at time t under the project scenario (t dm/ha) 
   プロジェクトシナリオでの時間ｔの地上部バイオマス（ton 乾物/ha） 
R   ＝root to shoot ratio (dimensionless) 

根部／地上部比（単位なし） 
0.5  ＝carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ ton 乾物） 
 

24. Documented national values for R should be used. If national values are not 
available, appropriate values should be obtained from table 3A.1.8 of IPCC good 
practice guidance for LULUCF. 
R は公表されている国の値を用いる。国の値が利用できないときは、IPCC GPG for 
LULUCF の表 3A.1.8 から値を得る。 
 

D.  Leakage リーケージ 
 
25. According to decision 14/CP.10, annex, appendix B, paragraph 9; “If project 
participants demonstrate that the small-scale afforestation or reforestation project 
activity under the CDM does not result in the displacement of activities or people, or 
does not trigger activities outside the project boundary, that would be attributable to 
the small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM, such that 
an increase in greenhouse gas emission by sources occurs, a leakage estimation is not 
required. In all other cases leakage estimation is required.” 
Decision14/CP.10 の annex、appendix B のパラグラフ９によれば、“排出源による GHG
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排出量の増加をもたらすような活動あるいは人の移動が、小規模の新規植林あるいは再植

林 CDM プロジェクト活動によってプロジェクト境界外で生じないこと、あるいはそれら

の引き金にならないことを、もしプロジェクト参加者が明らかにすることができれば、リ

ーケージの推定は必要ない。その他の全ての場合においては、リーケージの推定をする必

要がある”。 
 
26.  Project participants should assess the possibility of leakage from the 
displacement of activities or people considering the following indicators: 

プロジェクト参加者は次の指標を考慮して活動あるいは人の移動によるリーケージの可能

性を評価する: 
  

(a) Percentage of families/households of the community involved in or affected by 
the project activity displaced due to the project activity:  
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト活動に含まれるか、影響を

受ける共同体の世帯／戸数のパーセント: 
(b) Percentage of total production of the main produce (for example, meat or corn) 

within the project boundary displaced due to the project activity. 
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト境界内の主要産物（例えば肉、

トウモロコシ）の総生産量に対するパーセント 
 
27. If the value of these two indicators is lower than 10 per cent then 

もしこれら２つの指標の値が 10％以下であれば、 
L（t）＝0                                 (9) 
 
where, ここで 
L（t） ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at time 

t. 
時間 t におけるプロジェクト境界内でのプロジェクト活動によるリーケージ 

 
28. If the value of any of these two indicators is higher than 10 per cent and less than 
or equal to 50 per cent, then leakage shall be equal to 15 per cent of the actual net 
GHG removals by sinks, that is: 
もしこれら２つの指標の値が 10％以上で、50％に等しいか、以下であれば、リーケージは

シンクによる現実純 GHG 吸収量の 15%に等しいとする。すなわちそれは： 
 
L(t)＝N(t)＊0.15                            (10) 
 
where, ここで 
L(t） ＝leakage attributable to the project activity in the project boundary at time t.  

時間 t におけるプロジェクト境界内でのプロジェクト活動によるリーケージ 
N(t)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 
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t under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの時間 t でのプロジェクト境界内の生物バイオマスプー

ル中の炭素蓄積量（tonC） 
 
29. As indicated in paragraph 3, if the value of any of these two indicators is larger 
than 50 per cent net anthropogenic removals by sinks cannot be estimated. 
パラグラフ 3 で示したように、これら２つの指標のいずれかの値がシンクによる純人為的

吸収量の 50％以上であれば、推定できない。［訳注：この簡素化法が適用できない］ 
 
30. If project participants consider that the use of fertilizers would be significant 
leakage of N2O (>10% of the net anthropogenic GHG removals by sinks) emissions 
should be estimated in accordance with the IPCC Good Practice Guidance and 
Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (hereinafter 
referred as IPCC good practice guidance). 
もしプロジェクト参加者が、肥料の施用がN2Oの顕著なリーケージ（シンクによる純人為

的GHG吸収量の 10％以上）あるだろうと考えるならば、その発生量はIPCC (2000)の
“Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas 
Inventories”（以下IPCC GPGと略記）によって推定する。 
  

E.  Ex ante estimation of net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量の事前推定 

 
31. Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks is the actual net GHG 
removals by sinks minus the baseline net greenhouse gas removals by sinks minus 
leakage. 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量は吸収源による現実純 GHG 吸収量マイナス吸収源に

よるベースライン純 GHG 吸収量マイナスリーケージである。 
 
32. The resulting temporary certified emission reduction (tCERs) at the year of 
verification tv are calculated as follows: 
検証 tv 年に得られる一時的証明排出削減（tCER）は次のように計算される： 
 
tCER(tv) = 44/12＊(N(tv)-B(tv)-L(tv))                                       (11) 
 
if changes in carbon stock are considered to be equal to zero, then B(tv) =B(t=0) and 
もし炭素蓄積量がゼロであるならば、B(tv) = B(t=0)となり、それで 
 
L(tv) = 0.15＊N(tv) （if required; see paragraph 28 above）                 (11) 

(必要なら、上記パラグラフ 28 を見よ）  

Where: ここで： 
tCER(tv) ＝t-CERs estimated at year of verification tv （t CO2） 
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検証tv年に発行されるtCERs（ton CO2） 
N(tv)    ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at 

year of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証 tv 年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 
B(tv)    ＝carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at year 

of verification tv that would have occurred in the absence of the project 
activity ’t C) 
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内

の生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
L(tv)    ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

year of verification tv (t C)  
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量

（tonC） 
tv    ＝ year of verification  検証の年 
44/12  ＝ conversion factor from t C to t CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数 (ton CO2/ton C)                 
 
33.  The resulting long term certified emission reduction (lCERs) at the year of 
verification tv are calculated as follows: 
検証 tv 年に得られる長期証明排出削減（lCER）は次のように計算される： 
 
lCER(tv) = 44/12＊[(N(tv)-N(tv-k))-L(tv)]                     (12) 
 
L(tv) = 0.15＊(N(tv)-N(tv-k)) （if required; see paragraph 27 above）             

(必要なら、上記パラグラフ 27 を見よ）             
N(tv-k) ＝N(t=0) for the first verification                             

                      最初の検証年にたいして 
 

where, ここで： 
lCER(tv) ＝lCERs estimated at year of verification tv（t CO2） 

検証tv年に発行されるlCERs（ton CO2） 
N(tv)    ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at 

year of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証 tv 年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 
B(tv)    ＝carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at year 

of verification tv that would have occurred in the absence of the project 
activity (t C) 
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内

の生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
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L(tv)    ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 
year of verification tv (t C)  
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量

（tonC） 
tv    ＝ year of verification  検証の年 
k    ＝ time span between two verification   ２つの検証年の間の年数 
44/12  ＝ conversion factor from ton C to ton CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数 (ton CO2/ton C) 
 
34. Project participants should provide in the CDM-SSC-AR-PDD a projection of the 
net anthropogenic GHG removals as tCERs or lCERs for all crediting periods. 
プロジェクト参加者は全クレディット期間に対する tCERs 又は lCERs としての純人為的

GHG 吸収量の算出を CDM-SSC-AR-PDD に記載する。 
 
Ⅳ.  Simplified monitoring methodology for small-scale afforestation and 

reforestation project under the clean development mechanism 
小規模 A/R CDM プロジェクトのための簡素化したモニタリング方法論 

 
A.  Ex post estimation of the baseline net GHG removals by sinks 

吸収源によるベースライン純 GHG 吸収量の事後推定 
 

35. In accordance with paragraph 6 of to decision 14/CP.10, appendix B, paragraph 6, 
no monitoring of the baseline is requested. Baseline net GHG removals by sinks for the 
monitoring methodology will be the same as using the simplified baseline methodology 
in section Ⅲ. B above. 
Decision14/CP.10 の appendix B のパラグラフ 6 に合致すれば、ベースラインのモニタリ

ングはする必要がない。モニタリング方法論のためのシンクによるベースライン純 GHG
吸収量は上述Ⅲ章 B の簡素化したベースライン方法で用いた推定と同じである。 
 

B. Ex post estimation of the actual net GHG removals by sinks 
吸収源による現実純 GHG 吸収量の事後推定 

 
36. Before performing the sampling to determine any changes in carbon stocks, 
project participants need to measure and monitor the area that has been planted. This 
can be performed through, for example, on-site visits, analysis of cadastral information, 
aerial photographs or satellite imagery of adequate resolution. 
炭素蓄積量の変化を決定するためのサンプリングを実行する前に、プロジェクト参加者は

植林された土地の測量及びモニターをする必要がある。例えば、これは現地踏査、土地台

帳情報、空中写真、または適切な解像度の衛星画像などで実施できる。 
 
37. Once project participants have selected the method to monitor the area that has 
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been planted, this method should be used to monitor the performance of the planted 
areas throughout the project activity. If significant underperformance is detected, 
changes in carbon stock from such areas shall be assessed as a separate stratum. 
一度プロジェクト参加者が植栽された土地をモニターするのに選んだ方法は、その後のプ

ロジェクト活動を通じて植林地の成績をモニターするときにも用いる。もし、顕著な不成

績が見いだされたら、そのような土地からの炭素蓄積量の変化量は別の階層に分けて検証

する。 
 
38. Carbon stocks shall be estimated through stratified random sampling procedures 
and the following equations: 

炭素蓄積量の変化は階層別の無差別サンプリング手法及び次の公式で推定する。 
 
P(t) ＝∑（PA(t)i＋PB(t)i）＊Ai                        (13) 
       i 

where, ここで、 
P(t)   ＝carbon stocks within the project boundary at time t achieved by the project 

activity (t C) 
プロジェクト活動によって獲得された時間 t でのプロジェクト境界内での炭素蓄

積量（ton C） 
PA(t)i   ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i achieved by the 

project activity during the monitoring interval (t C/ha) 
 モニタリング間隔間にプロジェクト活動によって獲得された階層 iの時間 tでの地

上部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C/ha） 
PB(t)i  ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum i achieved by the 

project activity during the monitoring interval (t C/ha) 
モニタリング間隔間にプロジェクト活動によって獲得された階層 iの時間 tでの地

下部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C/ha） 
Ai      ＝Project activity area of stratum i (ha) 

階層 i のプロジェクト活動の面積（ha） 
i     ＝ stratum i      階層 i 
 
39. Stratification for sampling shall be the same as the stratification for the ex ante 
estimation of the actual net GHG removals by sinks (section Ⅲ. C above). The 
following calculations will be performed for each stratum: 
サンプリングのための階層化は吸収源による現実純 GHG 吸収量の事前推定のための階層

化と同じにする (上述のⅢ章 C)。各階層に対して次の計算を行う: 
 
For above-ground biomass 
地上部バイオマスについて 
 
40.  PA(t) is calculated per stratum i as follows: 

 16



ARWG10 Report         
      Annex 3 (Spt. 2006) 

JIFPRO 仮訳 2006           

  階層i当たりのPA(t) は以下の式で求められる。   
PA(t) ＝E(t)＊0.5                               (14) 
 
where, ここで、 
PA(t) = carbon stocks in above-ground biomass at time t achieved by the project 

activity during the monitoring interval (t C/ha) 
       モニタリング間隔間のプロジェクト活動でえられた時間ｔでの地上部バイオマス

中の炭素蓄積量（tonC/ha） 
E(t)  ＝estimate of above-ground biomass (t dm/ha) at time t achieved by the project 

activity  
プロジェクト活動によって獲得された時間 t での地上部バイオマス(ton 乾物／ha） 

0.5 ＝carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 
バイオマス乾物の炭素係数 (ton C/ton 乾物)  

 
41.  E(t) shall be estimated through the following steps: 

E(t)は次のステップで推定される: 
(a) Step１： Design a statistically sound sampling procedure. Such procedures 

should be designed according to the standard methods described in section 
4.3.3.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. Additional strata 
should be considered subsequently for areas affected by fires and pests. This 
procedure includes the specification of the number, type and size of permanent 
plots and should be described in the CDM-SSC-AR-PDD. The allowed precision 
target for monitoring shall be not larger than ±10 per cent, at a 95 per cent 
confidence level for the mean; 
ステップ１：統計的に確かなサンプリング法の計画。その方法は IPCC GPG for 
LULUCF の 4.3.3.4 章に記載された標準法に従って計画する。将来に火事や病虫

害の影響を受ける地区に備え予備階層を準備する。この方法は永久プロットの数、

形及び大きさの詳細を含め、CDM-SSC-AR-PDD に記載する。モニタリングにお

ける許容目標精度は、平均に対する信頼区間レベルが 95％で、±10％以下とする； 
（b) Step２： Establish and mark permanent plots and document their location in 

the first monitoring report; 
ステップ２：永久プロットの設定とマーキングを行い，最初のモニタリング報告に

それらの位置を記載する； 
(c) Step３： Measure the diameter at breast height (DBH) or DBH and tree 

height, as appropriate; this measure which should be stated in the monitoring 
reports. 
ステップ３：適切であれば、DBH あるいは DBH と樹高を測定し，これらはモニタ

リング報告に記載する。 
(d) Step４： Estimate the above ground biomass (AGB) using allometric equations 

developed locally or nationally. If these allometric equations are not available: 
ステップ４：地域あるいは国レベルで開発されたアロメトリー式による地上部バイ
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オマス（AGB）の推定。もし、これらのアロメトリー式が利用できないならば：    
 

(i) Option 1: Use of allometric equations included in appendix C to this 
report or in annex 4A.2 of IPCC good practice guidance for LULUCF; 
選択肢１：この報告書の appendix C あるいは IPCC GPG for LULUCF の 
annex 4A. 2 にあるアロメトリー式の利用 

 
   (ii)   Option 2: Use of biomass expansion factors and stem volume as follows: 

選択肢２：次のようなバイオマス拡張係数と幹材積の利用： 
 
E(t) ＝SV＊BEF＊WD                                           (15) 
 
where, ここで、 
E(t)  ＝ estimate of above-ground biomass at time t achieved by the project 

activity (t dm/ha)  
        プロジェクト活動でえられた時間ｔでの地上部バイオマス (ton 乾物/ha) 
SV  ＝stem volume (m3/ha)      幹材積（m3／ha） 
WD ＝basic wood density (t dm/m3)  

基本材容積重（ton乾物／m3） 
BEF ＝biomass expansion factor (over bark) from stem volume to total 

volume (dimensionless)  
 幹材積（樹皮付き）から総材積へのバイオマス拡張係数（単位なし） 

 
42. Project participants shall use the default BEF proposed by IPCC good practice 
guidance for LULUCF, specifically for tropical broad-leaved species, in order to obtain 
a conservative estimate of total biomass. 
プロジェクト参加者は、全バイオマスの控えめな推定のために、特に熱帯広葉樹種につい

ては、IPCC GPG for LULUCF によって提案されている指定 BEF を用いる。 
 
43. SV shall be estimated from on-site measurements using the appropriate 
parameter (such as DBH or DBH and height). Consistent application of BEF should be 
secured on the definition of stem volume (e.g. total stem volume or thick wood stem 
volume requires different BEFs). 
SV は，適切な変数（DBH あるいは DBH と樹高のような）を用いて，その場所の実測値

から推定する。BEF の適用と同じ幹材積の定義（例えば、全幹材積あるいは一定太さ以上

の幹材積は異なる BEF に対応する）を用いる。 
 
44. Documented local values for WD should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3A.1.9 of IPCC good practice guidance for 
LULUCF. 

 18



ARWG10 Report         
      Annex 3 (Spt. 2006) 

JIFPRO 仮訳 2006           

材容積重は公表された地域値を用いる。そのような値がないときは、その国の指定値を用

いる。国の値も利用できないときは、その値は IPCC GPG for LULUCF の 3A.1.9 表か

ら得る。 
 
For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
45.  PB(t) shall be estimated per stratum i as follows: 

  階層i当たりのPB(t)は次のように推定できる： 
 
PB(t) ＝E(t)＊R＊0.5                            (16) 
 
where, ここで、 
PB(t)  ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t achieved by the project 

activity during the monitoring interval (t C/ha) 
    モニタリング間隔間のプロジェクト活動でえられた時間ｔでの地下部バイオマス

中の炭素蓄積量（tonC/ha） 
R  ＝ Root to shoot ratio (dimensionless)   根部／地上部比（単位なし） 
0.5  ＝ Carbon fraction of dry matter(t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数 (ton C/ton 乾物) 
 
46.  Documented national values for R should be used. If national values are not 
available, the values should be obtained from table 3A.1.8 of IPCC good practice 
guidance for LULUCF. 
R は公表されたその国の値を用いる。もし国の値が利用できなければ、IPCC GPG for 
LULUCF の 3A.1.8 表の値を用いる。 
 
47. If root to shoot ratios for the species concerned are not available, project 
proponents shall be use the allometric equation developed by Cairns et al. (1997) or a 
more representative equation taken from the IPCC good practice guidance for 
LULUCF, Table 4. A.4;5
対象となる樹種の根部／地上部比が利用できないときは、プロジェクト提案者はCairnsら
（1997）5によって開発されたアロメトリー式、あるいはより代表的であるIPCC-GPGの

表４.A.4 に記載された式を利用する。 
 
 
 
5 Cairns, M. A., S. Brown, E.H. Helmer, G.A. Baumgardner (1997). Root biomass allocation in the 
world’s upland forests. Oecologia (1) 1-11. 
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PB(t) =exp(-1.085+0.9256＊lnE(t))＊0.5                 (19) 
 
Where ここで 
PB(t) =carbon stocks in below-ground biomass at time t achieved by the project activity 

during the monitoring interval (t C/ha) 
      モニタリング間隔間のプロジェクト活動でえられた時間ｔでの地下部バイオマス中

の炭素蓄積量（tonC/ha） 
E(t)  ＝ estimate of above-ground biomass at time t achieved by the project activity 

(t dm/ha) 
          プロジェクト活動によって得られた時間ｔの推定地上部バイオマス（ton 乾物

/ha） 
0.5  ＝ carbon fraction of dry matter(t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数 (ton C/ton 乾物) 
 

C.   Ex post estimation of leakage 
リーケージの事後推定 

 
48. In order to estimate leakage, project participants shall monitor, for each 
monitoring period, each of the following indicators: 
リーケージを推定するために、プロジェクト参加者は各モニタリング時に，次の各指標を

モニターする。 
 (a) Percentage of families/households of the community involved in or affected by 

the project activity displaced due to the implementation of the project activity; 
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト活動に含まれるか、影響を

受ける共同体の世帯／戸数のパーセント、 
(b) Percentage of total production of the main produce (for example meat or corn) 

within the project boundary displaced due to the project activity. 
A/R プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト境界内の主要産物（例

えば肉又はトウモロコシ）の総生産量に対するパーセント 
 
49. If the values of both of these two indicators for the specific monitoring period is 
lower than10 per cent, then  
あるモニタリング時に，これら２つの指標の両方の値が 10％以下であれば、 

 
L(t)  ＝０                                (18) 
 
where 
L(t)  ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time t (t C). 
時間 t でプロジェクト境界内でのプロジェクト活動に起因するリーケージ(ton C) 
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50. If the value of either of these two indicators is higher than 10 per cent and less 
than or equal to 50 per cent, then leakage shall be equal to 15 per cent of the of the 
actual net GHG removals by sinks, that is: 
もしこれら２つの指標値のどちらかが 10％より高く，そして 50％に等しいか，それ以下

であれば，リーケージはあシンクによる現実純 GHG 吸収量の 15％に等しいとする，すな

わち： 
 
L(t) ＝P(t)＊0.15                                                           (19) 
 
where, ここで 
L(t)  ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time t (t C). 
時間 t でプロジェクト境界内でのプロジェクト活動に起因するリーケージ 

P(t)  ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 
t under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオの時間 t でプロジェクト境界内の生物バイオマスプール

中の炭素蓄積量（ton C） 
 
51. As indicated in chapter I, paragraph 4, if the values of either of these two 
indicators is larger than 50 per cent net anthropogenic GHG removals by sinks cannot 
be estimated. 
I 章のパラグラフ 4 で示したように、これら２つの指標のどちらかの値がシンクによる純

人為的 GHG 吸収量の 50％以上であれば、推定できない[訳注：簡素化されたベースライ

ン及びモニタリング法が利用できない] 。 
 
52. If project participants consider that the use of fertilizers would be significant 
leakage of N2O emission (>10 per cent of the net anthropogenic removals by sinks) 
emission should be estimated in accordance with the IPCC good practice guidance.  
もしプロジェクト参加者が、肥料の施用が顕著なN2O排出のリーケージ（シンクによる純

人為的GHG吸収量の 10％以上）もたらすと考えられるならば、その発生量はIPCC GPG
によって推定する。 
 

D. Ex post estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks 
吸収源による純人為的 GHG の事後推定 

 
53.  Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks are the actual net 
greenhouse gas removals by sinks minus the baseline net greenhouse gas removals 
minus leakage. 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量は吸収源による現実純 GHG 吸収量から吸収源による

ベースライン純 GHG 吸収量とリーケージ引いた量である。 
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54. The resulting tCERs at the year of verification tv are calculated as follows: 

 検証 tv 年に得られる tCER は次のように計算される： 
 
tCER(tv)  = 44/12 ＊ (P(tv)-B(tv)-L(tv))                                          (20) 
 
if the changes in carbon stock in the baseline are considered to be zero, then B(tv) = 
BB(t=0) and 
もしベースラインの炭素蓄積量の変化がゼロであるならば、B(tv) = B(t=0)となり、そして 
 
L(tv)  = 0.15＊P(tv) （if required, see paragraph 50 above）                    
            （必要なら、上記パラグラフ 50 を見よ）[訳注：Leakage を 15%としたとき] 
 
55.  The resulting lCERs at the year of verification tv are calculated as follows: 

検証 tv 年に得られる lCER は次のように計算される： 
 
lCER(tv)  = 44/12＊[(P(tv)-P(tv-k))-L(tv)]                     (21) 
where, ここで、  
L(tv)  = 0.15＊(P(tv)-P(tv-k))   （if required, see paragraph 50 above）         
            （必要なら、上記パラグラフ 50 を見よ） 
P(tv-k) ＝P(t=0) ＝B(t=0)  for the fist verification   最初の検証年では                             

 

where:  [ここで式(21)から(25)に対して] : 
tCER(tv) ＝tCERs emitted at year of verification tv（ton CO2） 

検証tv年に発行されるtCERs（ton CO2） 
lCER(tv) ＝lCERs emitted at year of verification tv（ton CO2） 

検証tv年に発行されるlCERs（ton CO2） 
P(tv)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at year 

of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証 tv 年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 
B(tv)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at year 

of verification tv that would have occurred in the absence of the project 
activity (t C)  
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内の

生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
L(tv)   ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

year of verification tv (t C) 
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量（ton 
C） 
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tv   ＝year of verification     検証の年 
k   ＝time span between two verifications     ２つの検証年間の年数 
44/12 ＝conversion factor fro t C to t CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数（ton CO2／ton C） 
 

E. Monitoring frequency 
モニタリングの頻度 

 
56. A five-year monitoring frequency of the permanent sample plots established 
within the project boundary is needed for an appropriate monitoring of above-ground 
and below-ground biomass. 
プロジェクト境界内に設定された永久プロットの５年間隔のモニタリングが地上部及び地

下部バイオマスの適切なモニタリングとって必要である。 
 

F. Data collection 
データ収集 

 
57. Data collection shall be organized taking into account the carbon pools measured, 
the sample frame used and the number of permanent plots to be monitored in 
accordance with the section on quality assurance and quality control (QA/QC) below. 
Table 1 and 2 outline the data to be collected to monitor the actual net GHG removals 
by sinks and leakage. 
データ収集は下記に述べる品質保証と管理（QA／QC）にそってモニターするために、測

定されるべき炭素プール、用いられるサンプルフレーム及び永久プロット数を考慮して組

み立てる。表１と２はシンクによる現実純 GHG 吸収量とリーケージをモニターするため

に収集されるデータの概要である。 
 

G. Quality control and quality assurance 
品質管理及び品質保証 

 
58. As stated in the IPCC good practice guidance for LULUCF (page 4.111), 
monitoring requires provisions for quality assurance (QA) and quality control (QC) to 
be implemented via a QA/QC plan. The plan shall become part of project 
documentation and cover procedures as described below for: 
IPCC GPG for LULUCF（4.111 ページ）に述べられているように、モニタリングは QA
／QC 計画によって実施されるところの品質保証（QA）と品質管理（QC）のための規定

を要求する。その計画はプロジェクト文書の一部からなり、そして以下に記載したような

手法をカバーする。 
 
 (a) Collection reliable field measurements; 

信頼性ある野外測定値の収集； 
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 (b) Verifying methods used to collect field data: 
野外データの収集に用いる検証可能な方法； 

 (c) Verifying data entry and analysis techniques;   
検証可能なデータ登録と分析手法；及び 

 (d) Data maintenance and archiving. This point is especially important, also for 
small-scale A/R CDM project activities, as timescales of project activities are 
much longer than those of technological improvements of electronic data 
archiving. Each point of importance for small-scale A/R CDM project activities 
is treated in the following sections. 

 データの保持と記録保管。プロジェクト活動の時間スケジュールが電子式のデータ

記録保管の技術的進歩に要する時間より長いので、小規模 A/R プロジェクト活動

にとっても、このことは特に重要である。小規模 A/R CDM プロジェクトにとって

重要な各ポイントは次の章で述べる。 
 

H. Procedures to ensure reliable field measurements 
信頼性のある野外測定を確保するための手順 

 
59. Collecting reliable field measurement data is an important step in the quality 
assurance plan. Those responsible for the measurement work should be trained in all 
aspects of the field data collection and analysis. It is good practice to develop standard 
operating procedures (SOPs) for each step of the field measurement, which should be 
adhered to at all times. These SOPs describe in detail all steps the field measurements 
and contain provisions for documentation for verification purposes so that future field 
personnel can check past results and repeat the measurements in a consistent fashion. 
To ensure the collection and maintenance of reliable field data, it is good practice to 
ensure that:  
信頼性のある野外測定データを集めることは、品質保証計画の重要なステップである。測

定業務にたいして責任ある人たちは，野外データの収集と解析の全ての面において訓練を

受ける。野外測定の各ステップにたいする標準操作法（SOPs）を開発することは良い実

施法であり、それは全ての場合に先行して行う。このような SOPs は野外調査の全てのス

テップを詳細に記載し、検証目的の記録のための条項を含める。それは将来野外調査者が

過去の記録をチェックでき、一定の方法で測定を繰り返せることである。信頼性のある野

外データの収集、保存を確保することは、以下のことを確かめることがよい実施法である： 
 (a) Field-team members are fully aware of all procedures and the importance of 

collecting data as accurately as possible; 
 野外測定チームのメンバーは全ての作業内容を知り、できるだけ正確にデータを

集めることの重要性を十分に認識する。 
 (b) Field teams install test plots if needed in the field and measure all pertinent 

components using the SOPs to estimate measurement errors; 
野外チームは必要であれば現地にテストプロットを作り、測定誤差を推定するた

めに、SOPs を用いて全ての関係要素を測定する。 
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 (c) The document will list all names of the field team and the project leader will 
certify that the team is trained; 
記録は野外チームの全員の名前を記載し、プロジェクトリーダーはそのチームが

訓練されていることを保証する。 
 (d) New staff are adequately trained. 

新しいスタッフは適切に訓練を受けさせる。 
 

I.  Procedures to verify field data collection 
野外収集データの検証手順 

 
60. To verify that plots have been installed and the measurements taken correctly, it 
is good practice to remeasure independently every 10 plots and to compare the 
measurements. The following quality targets should be achieved for the 
remeasurements, compared to the original measurements:  
プロットが設置されそして測定が正確に実施されたことを検証するために，別に 10 プロ

ットごとに再測定し，測定値を比較することが推奨される。以下の品質目標が再測定値と

元測定値の比較によって達成されるべき。 
Missed or extra trees: no error within the plot 
測定もれまたは過剰測定: プロット内で誤りなし 

Tree species or groups: no error 
樹種またはグループ: 誤りなし 

DBH: <±0.5cm or 3 % whichever is greater 
胸高直径:  ±0.5cm 又は 3％以下，どちらか大きい方 

Height: <+10% and －20% 
樹高: 過大は 10％、過小は 20％以下 

Circular plot radius/sides of rectangular plots: <1 per cent of horizontal 
(angel-adjusted) 

円プロットの半径又は方形区の辺:（傾斜角を修正した）水平距離で±1％以下 
 
61. At the end of the field work 10-20 per cent of the plots shall be checked 
independently. Field data collected at this stage will be compared with the original 
data. Any errors found should be corrected and recorded. Any errors discovered should 
be expressed as a percentage of all plots that have been rechecked to provide an 
estimated of the measurement error. 
野外測定の終わりに，プロットの 10～20％を個々にチェックする。この段階で集めた野外

データと元データとを比較する。発見されたいかなるエラーも修正し，記録する。見つけ

られたいかなるエラーも全プロットに対する％で表示し，それは測定誤差の推定に用いる

ために再チェックする。 
 

J. Procedures to verify data entry and analysis 
データの記入と分析の検証手順 
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62. In order to obtain reliable carbon estimates data must be entered into the data 
analysis spreadsheets correctly. Errors in this process can be minimized if the entry of 
field data and laboratory data are cross-checked and, where necessary, internal tests 
are incorporated into the spreadsheets to ensure that the data are realistic. All 
personnel involved in measuring and analyzing data should communicate to resolve 
any apparent anomalies before the final analysis of the monitoring data is completed. 
If there are any problems with the monitoring plot data that cannot be resolved, the 
plot should not be used in the analysis. 
信頼できる炭素推定をするために，データはデータ分析用の用紙に正確に記入する必要が

ある。この過程での可能性ある間違いは，野外データと室内記録データの相互チェック及

び，必要ならば，データの真実性を確かめるために，スプレッドシート（会計処理用のソ

フト）中に組み込まれた内部テストで，最少にできる。測定と分析にかかわったすべての

人が，モニタリングデータ最終分析を終わらせる前に，明らかな異常を解決するための話

し合いを行う。もしモニタリングデータに解決できない問題があった場合には，そのプロ

ットは分析に用いるべきでない。 
 

K. Data maintenance and storage 
データの保持と保存 

 
63. Due to the long-term nature of A/R project activities under CDM, data archiving 
(maintenance and storage) is an important component of the work. Data archiving 
should take several forms and copies of all data should be provided to each project 
participants. 
A/R CDM プロジェクト活動は長期であるゆえに，データの記録（保持と保存）は重要な

仕事である。データの記録はいくつかの形で行い，すべてのデータのコピーは各プロジェ

クト参加者に配布する。 
 
64. The followings shall be stored in a dedicate and safe places, preferably offsite; 

(a)  Copies (electronic and/or paper) of all field data, data analysis, and models, 
estimates of the changes in carbon stocks and corresponding calculations and 
models used;  

(b)  Any GIS products;  
(c)  Copies of the measuring and monitoring reports. 

 
以下のものは，専用で安全な場所，望むらくは離れた場所，に保管する。 

(a) すべての野外データ，データ分析，そして計算モデルのコピー（電子的 and/or
紙），すなわち炭素蓄積量の推定およびそれに対応して用いた計算式及びモデル, 

(b) GIS の結果 
(c) 測定及びモニタリング報告書のコピー。 
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65. Given the time frame over which the project activity will take place and the pace 
of updating of software and new hardware for storing data, it is recommended that the 
electronic copies of the data and the report be updated periodically or converted to a 
format that could be accessed by any future software application. 
プロジェクト活動が行われる時間的長さとデータを貯蔵するソフト及びハードウエアーの

進歩のスピードを考えると，データ及び報告書の電子コピーは時々更新するか，将来のソ

フトウエアーでアクセスできるホーマットに変換することが推奨される。 
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Table 1． Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in 
carbon stock in the carbon pools within the project boundary form the proposed 
small-scale A/R CDM project activity, and how this data will be archived. 
提案した小規模 A/R CDM プロジェクト活動からプロジェクト境界内の炭素プールの炭素

蓄積量の検証可能な変化をモニターするために集められる、あるいは用いられるデータ、

及びどのようにこのデータを記録保存するか ［表中の英語は省略］ 
データ変数 
 
 

データ出

所 
デー

タ単

位 

測定, 
計算 or 
推定 

頻度 
 
(年) 

比率 
 
 

記録 
 
 

コメント 
 
 

プロジェク

ト実施場所  

 
 

野外測量, 
土地台帳, 
空中写真 or 
衛星映像 

経度-
緯度 
 
 

測定 
 
 
 

５ 
 
 
 

100 per 
cent 
 
 

電子、 
紙面、 
写真 
 

野外測量には

GPS の利用可 
 
 

プロジェク

トが実施さ

れる各階層

の階層面積 
（Ai） 

野外測量, 
土地台帳, 
空中写真, 
衛星映像, 
or GPS 

ha 測定 
 

５ 100 per 
cent 

電子、 
紙面、 
写真 
 
 

野外測量には

GPS の利用可 
 
 

永久サンプ

ルプロット

の位置 

プロジェク

ト地図及び 
ディザイン 

経度-
緯度 
 

明確に示

す 
５ 100 per 

cent 
電子、 
紙面 

プロットは

GPS で登録し&
地図上に印す 

胸高直径 
（1.3m 高） 

永久プロ

ット 
cm 測定 ５年 プロット

内の全木

電子、 
紙面 

サンプルプロッ

ト内の一定大き

さ以上の毎木の

DBH 測定 
樹高 永久プロ

ット 
m 測定 ５年 同上 電子、 

紙面 
同上の毎木の 
樹高の測定 

基礎材密度 永久プロ

ット or 文
献 

ton乾
物／

m3 

生材

積 

推定 １回 試料木 3
本で，各

木の上中

下から 3
試料 

電子、 
紙面 
 

 

全CO2 プロジェ

クト活動 
ton 計算 ５年 全プロ

ットの

データ 

電子 全プロット＆炭

素プールから集

めたデータより
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Table ２． Data to be collected or used in order to monitor leakage and how data 
will be archived:  
リーケージをモニターするために集める、あるいは用いるデータとこのデータをどの

ように記録保存するか：            ［表中の英語は省略］      
データ変数 
 
 

データ 
出所 

データ 
単位 

測定， 
計算 or 
推定 

頻度 
 
(年) 

比率

 
 

記録 
 
 

コメント 
 
 

パラグラフ

8 の指標 a) 
聞取り

調査 
世帯数

or 戸数 
推定 ５ per 

cent 
電子  

パラグラフ

8 の指標 b) 
 
 

調査 量（容量

or 重量）

推定 ５ per 
cent 

電子  

 
 
 
Abbreviations and parameter (in order of appearance): 
略語及び変数一覧表（出現順）           
略語／変数 解 説 単 位 

BB(t) Carbon stocks within the project boundary at time t that 
would have occurred in the absence of the project activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう時間”t”におけ

るプロジェクト境界内の炭素蓄積量 

t C 
 

BBA(t)i Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i that would have occurred in the absence of the project 
activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう階層 i での時間

t における地上部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

BBB(t)i Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i that would have occurred in the absence of the project 
activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう階層 i での時間

t における地下部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

Ai Project area of stratum i   階層 i のプロジェクト面積 ha 

M(t) Above-ground biomass at time t that would have occurred in 
the absence of the project activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう時間 t における

ha あたり地上部バイオマス 

t dm/ha 
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0.5 Factor to convert tones of biomass (dry matter) to tones 
carbon 
バイオマス（乾燥重量 ton）から炭素重量(ton)に変換する係数 

t C/t dm 

m Time to maturity of the woody perennial vegetation 
木本性永年植物の成熟までの時間（年，月） 

Time 

R Root to shoot ratio       根部／地上部の比率 t dm/tdm 
N(t)

 
Carbon stocks within the project boundary at time t under 
project scenario 
プロジェクトシナリオの時間 t におけるプロジェクト境界内の

炭素蓄積量 

t C 

NA(t)i

 
Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i from project scenario 
プロジェクトシナリオの階層 i での時間 t における地上部バイ

オマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

NB(t)i

 
Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i from project scenario 
プロジェクトシナリオで階層 i での時間 t における地下部バイ

オマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

T(t) Above-ground biomass at time t for the project scenario 
プロジェクトシナリオで時間 t における ha あたり地上部バイ

オマス（乾物） 

t dm/ha 

SV(t) Stem volume at time t for the project scenario 
プロジェクトシナリオで時間 t における ha あたり幹材積 

m3/ha 

WD Basic wood density      基本幹材密度 ｔdm/m3 (生
材積) 

BEF Biomass expansion factor (over bark) from stem volume to 
total volume 
幹材積から全材積（樹皮を含む）への拡大係数 

Dimension- 
less 
単位なし 

Lt Leakage for the project scenario at time t 
時間 t でのプロジェクトシナリオのリーケージ 

t C 

P(t)

 
Carbon stocks within the project boundary at time t of 
stratum i achieved by the project activity 
プロジェクトによって達成された時間”t”におけるプロジェク

ト境界内の炭素蓄積量 

t C 

PA(t)i

 
Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i achieved by the project activity 
プロジェクトによって達成された階層 i での時間 t における地

上部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

PB(t)i Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i achieved by the project activity 

t C/ha 
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プロジェクトによって達成された階層 i での時間 t における地

下部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

E(t) Above-ground biomass at time t achieved by the project 
activity 
プロジェクトによって達成された時間 t における ha あたり地

上部バイオマス 

t dm/ha 

DBH Diameter at breast height (10cm or 1.30m) 
胸高直径（130cm あるいは 1.30m） 

cm or m 

LP(t) Leakage resulting from the project activity at time t 
時間”t”でのプロジェクト活動の結果生じたリーケージ 

ton C 
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Appendix A 
Demonstration of land eligibility 

土地適格性の証明 
 
1. Land to be reforested shall be demonstrated to have been non-forest since 1 
January 1990, using the forest definition (numerical values for crown cover, tree 
height, minimum area, and minimum width as selected by the DNA)1. In order to 
demonstrate the eligibility of land for afforestation and reforestation, project 
proponents shall demonstrate that the land did not meet the definition of forest 
around 1990, and before the project activity starts. In doing so, care must be taken 
that bare land could be a forest, if the continuation of current land use would lead to a 
future status where the forest definition thresholds could be exceeded. 

 植林される土地は，森林定義（DNAによって選択された樹冠率，樹高，最低面積，及び

最少幅の値）を用いて，1990 年 1 月 1 日以来非森林であり続けていることを証明される

必要がある1。新規植林及び再植林のための土地の適格性を証明するために、プロジェク

ト提案者は，その土地が 1900 年頃およびプロジェクト活動が開始される前は森林の定義

を満たさないことを証明する。これを行うにあたっては，裸地は森林になりうるというこ

とに注意を払う，すなわち現在の土地利用を継続すれば，森林定義の限界値を超える将来

状態〔訳注：森林状態〕を導くかもしれないということに注意を払う。 
 
2. Project participants shall explain in the clean development mechanism small-scale 
afforestation and reforestation project design document (SSC-AR-PDD) why the land 
eligible and provide one of the following supporting evidence: 
プロジェクト参加者は、なぜ土地が適格であるかを以下の証拠の一つを用いて、

CDM-SSC-AR-PDD において説明する。 
 
 (a) Aerial photographs or satellite imagery complemented by ground reference 

data;   
地上調査データをもった空中写真あるいは衛星映像； 

 (b) Ground based surveys (land use permits, land use plans or information from 
local registers such as cadastre, owners register, land use or land management 
register); 
地上調査書（土地利用許可、土地利用計画あるいは地域の登記簿からの情報，たと

えば税務台帳、所有者台帳，土地利用あるいは管理台帳のようなもの）； 
 
3. If options in paragraph 2 are not available/applicable, project participants shall 
submit a written testimony which was produced by following a participatory rural 
appraisal methodology. 
パラグラフ２が利用／適用ができないならば、プロジェクト参加者は PRA 手法による調

査結果を証言書として提出する。〔訳注：PRA: 農村住民参加による農村調査法；現地に

おける各層、各利害関係者からの聞き取り調査〕 
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1 According to decision 11/cp.7, annex, paragraph 1.c “for the first commitment period, 
reforestation activities will be limited to reforestation occurring on those lands that did not 
contain forest on 31 December 1989 and were not temporarily unstocked” 
注 4 Decision 11/CP.7, annex、パラグラフ 1.cよれば，“第一約束期間については，再植林活動

は 1989 年 12 月 31 日に森林でなくそして一時的な無蓄積 (temporarily unstocked) 状態でな

かった土地〔訳注：1990 以後プロジェクト開始まで森林でない土地〕で実施される再植林に限

られる” 
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Appendix B
Assessment of additionality 

追加性の評価 
 
1. Project participants shall provide an explanation to show that the project activity 
would not have occurred anyway due to at least one of the following barriers: 
プロジェクト参加者は、プロジェクト活動が、以下のバリアーの少なくとも一つによって、

いかなる方法でも起こりえないであろうことを示す説明を提出する: 
 
2. Investment barriers, either than the economic/financial barriers, inter alia: 

経済的／財務的バリアー以外の投資バリアー、特に： 
 (a) Debt funding is not available for this type of project activity; 

このタイプのプロジェクト活動に対して資金の借用ができない； 
 (b) No access to international capital markets due to real or perceived risks 

associated with domestic or foreign direct investment in the country where the 
project activity is to be implemented; 
プロジェクト活動が実施される国において、国内及び外国からの直接投資に関連し

た実際の又は想定されるリスクの故に、国際資本市場にアクセスする手段がない； 
 (c) Lack of access to credit. 

クレディット（融資）へのアクセス手段がない。 
 
3.  Institutional barriers, inter alia: 

制度的なバリアー、特に： 
  (a) Risk related to changes in government policies or laws; 

政府の政策や法律の変化に関わるリスク； 
 (b) Lack of enforcement of forest or land use-related legislation. 

森林の強化や土地利用に関係した法制度の欠如。 
 

4.  Technological barriers, inter alia: 
技術的なバリアー、特に： 

 (a) Lack of access to planting materials; 
植林材料入手の欠如； 

 (b) Lack of infrastructure for implementation of the technology. 
その技術の実施に必要なインフラの欠如。 
 

5.  Barriers related to local tradition, inter alia: 
地域の伝統に関係したバリアー、特に： 

 (a)  Traditional knowledge or lack thereof, laws and customs, market conditions, 
practices; 
伝統的な知識、それらの法律や習慣、市場状況、業務の欠如； 

 (b) Traditional equipment and technology. 
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伝統的な装置や技術。 
 

6.  Barriers due to prevailing practice, inter alia: 
一般的な業務に帰せられるバリアー、特に： 

 (a) The project activity is the “first of its kind”: No project activity of this type is 
currently operational in the host country or region. 
そのプロジェクト活動が、“この種では最初で、馴染みがない”：この種のプロジェ

クト活動は、そのホスト国あるいは地域では現在実施されていない。 
 
7.  Barriers due to local ecological conditions, inter alia: 

地域の生態的条件によるバリアー、特に： 
 (a) Degraded soil (e.g. water/wind erosion, salination, etc.); 

荒廃土壌（例えば、水／風浸食、塩類集積など）； 
 (b) Catastrophic natural and/or human-induced events (land slides, fire, etc.); 

自然災害的 and/or 人災的出来事（例えば、地滑り、火事など）； 
 (c) Unfavorable meteorological conditions (e.g. early/late frost, drought); 

不向きな気象的条件（早／晩霜害、干害）； 
 (d) Pervasive opportunistic species preventing regeneration of trees (e.g. grasses, 

weeds); 
樹木の再生を妨げる日和見的種（他種が弱ったときに繁茂する種）の繁茂（例えば、

イネ科草本、広葉草本）； 
 (e) Unfavorable course of ecological succession; 

生態的植生遷移上の望ましくない過程； 
 (f) Biotic pressure in terms of grazing, fodder collection, etc. 

放牧や飼料採集などによる生物的圧力。 
 

8.  Barriers due to social conditions, inter alia: 
社会的条件によるバリアー、特に： 

 (a) Demographic pressure on the land (e.g. increased demand on land due to 
population growth); 
土地にたいする人口圧（例えば、人口増加による土地需要の増大）； 

 (b) Social conflict among interest groups in the region where the project activity 
takes place; 
プロジェクトが行われる地域における利益関係者間の社会的紛争； 

 (c) Widespread illegal practices (e.g. illegal grazing, non-timber product extraction 
and tree felling); 
違法な行為の蔓延（違法な放牧、木材伐採及び非木材林産物の採集）； 

 (d) Lack of skilled and/or properly trained labour force; 
熟練 and/or 適切に訓練された労働力の欠如； 

 (e) Lack of organization of local communities. 
地域社会の組織の欠如。
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Appendix C 
Default allometric equations for estimating aboveground biomass 

地上部バイオマスを推定する指定アロメトリー式 
                                                        [表中の英語は省略] 
年降雨量 
 

DBH 
範囲 

式 R2 著

者 
広葉樹、熱帯乾燥地域  
＜900 mm 3-30 cm AGB＝10＾{-0.535+log10(π＊DBH2/4)} 0.94 ① 

900-1500 mm 5-40 cm AGB＝exp{-1.996+2.32＊ln(DBH)} 0.89 ② 

広葉樹、熱帯湿潤地域 (tropical humid region) 
＜1500 mm 5-40 cm AGB=34.4703-8.0671＊DBH+0.6589＊（DBH2） 0.67 ③ 
1500-4000 mm ＜60 cm AGB＝exp{-2.134+2.530＊ln(DBH) 0.97 ② 
1500-4000 mm 60-148 cm AGB=42.69-12.800＊(DBH)+1.242＊(DBH2) 0.84 ③ 
1500-4000 mm 5-130 cm AGB=exp{-3.1141+0.9719＊ln(DBH2＊H)} 0.97 ③ 
1500-4000 mm 5-130cm AGB=exp{-2.4090+0.9522＊ln(DBH2＊H＊WD)} 0.99 ③ 
広葉樹、熱帯多湿地域  (tropical wet region) 

＞4000 mm 4-112 cm AGB=21.297-6.953＊(DBH)+0.740＊(DBH2) 0.92 ② 

＞4000 mm 4-112 cm AGB＝exp{-3.3012+0.9439＊ln(DBH2＊H)} 0.90 ③ 
針葉樹 

n.d. 2-52 cm AGB=exp{-1.170+2.119＊ln(DBH)} 0.98 ② 
ヤシ類 
 n.d. ＞7.5 cm AGB=10.0+6.4＊H 0.98 ② 
  n.d. ＞7.5 cm AGB＝4.5+7.7＊WD＊H 0.90 ② 

注： AGB＝地上部バイオマス； DBH＝胸高直径； H=樹高； WD=材容積重 
文献 
① Martinez-Yrizar et al. (1992) Above-ground phytomass of tropical deciduous forest on the 
coast of Jalisco, Mexico. Journal of Tropical Ecology 8:87-96 
②Brown (1997）Estimating biomass and biomass change of tropical forests. A primer. FAO 
Forestry Paper 134. 
③Brown et al. (1989) Biomass estimation methods for tropical forests with applications to 
forest inventory data. Forest Science 35:881-902 
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