
2006/10/5更新 承認された方法論概要 （社）海外産業植林センター

方法論
タイトル

開発者
アプローチ

選択
適用条件

C
プー
ル

ベースライン決定 追加性証明 排出量 リーケッジ モニタリング 不確実性

0001
(EB21)

Reforestation of
Degraded Land

Institute of Forest
Ecology and
Environment,
the Chinese Academy
of Forestry,
Joanneum Research,
Guangxi Forestry
Inventory and Design,
World Bank
（中国・オーストリア）

(a) プロジェク
ト境界内の炭
素プールにお
ける炭素蓄積
の既存または
歴史的な変化

・PJTによって境界内の活動
が外へ移動しない
・荒廃地
・環境条件や人為影響で天然
植生が拡大できない
・植栽・播種で再植林
・地ごしらえによる長期の土壌
炭素排出がない
・収穫後は植林・萌芽で更新
・PJTなしに土壌・リター・枯死
木の炭素は増加しない
・境界内で放牧が行われない
・ベースラインアプローチが
22(a)

AG
BG

１．土地利用選択肢をリ
スト
２．プロジェクトなしでは
放棄され荒廃する土地
であることを証明
３．その土地が本当に
荒廃地（土壌・植生）で
あること、天然更新がお
こらないことを証明
・BLアプローチ22(a)が
適用出来ない場合、
PJT対象地が荒廃地で
プロジェクトなしでは荒
廃し続けるBLシナリオ
が選ばれなかった場合
はこの方法論は適用で

A/R CDM追加性の証明と
評価ツール使用

・化石燃料使用：CO2（地
ごしらえ・間伐・伐採）
・バイオマス燃焼：CO2,
CH4, N2O（地ごしらえの火
入れ）
・肥料：N2O

・適用条件下の土地（放棄
された荒廃地）ではプロ
ジェクト前と同じグッズと
サービスが提供可能でプ
ロジェクト前に薪炭材を収
集していた地元農民は開
始後もそれを続けられるた
めこれらによるリーケッジ
はなし。
・苗、作業員、収穫物の輸
送用車両の化石燃料消費
を計算

・サンプルエリアを使って
モニタリング
・地上部・地下部バイオマ
スの平均炭素貯蓄量をバ
イオマス拡大係数を使用
する方法と相対成長式を
使う方法で推定
・枯死木・リター・土壌の測
定法についても説明
・土壌のモニタリングは１０
－２０年ごと

・拡大係数、材積密度など
にデフォルト値を使用する
と吸収量の不確実性に影
響するため、地域ごとの値
を使用することを推奨する
・サンプル調査から不確実
性が発生。適切なサンプリ
ング方法と十分なサンプル
数が必要。
・プロジェクトエリアを同一
な性質で適切な階層化、
適切な拡大係数などの設
定で不確実性は軽減可能

0002
(EB24)

Restoration of
degraded lands
through
afforestation/
reforestation

Moldsilca,
The State Forest
Agency of Moldova,
the Forest Reserach
Institute,
GFA Terrasystems,
Winrock International,
World Bank
（モルドバ・ドイツ・US）

(a) プロジェク
ト境界内の炭
素プールにお
ける炭素蓄積
の既存または
歴史的な変化

・PJT前の活動をPB外へ移動
をさせない
・荒廃地
・天然の森林植生の更新が不
可能
・放牧がPB内で行われない。
・ベースラインアプローチ22(a)

AG
BG
L

DW
SO

１．土地利用選択肢をリ
スト
２．プロジェクトなしでは
荒廃したままの土地で
あることを証明
３．その土地が本当に
荒廃地（土壌・植生）で
あること、天然更新がお
こらないことを証明
４．その土地の歴史的
な荒廃地の土地利用が
このまま続くことを証明
５．選んだシナリオが炭
素蓄積増加を引き起こ
さないことを証明
・BLアプローチ22(a)が

A/R CDM追加性の証明と
評価ツール使用

・化石燃料使用：CO2（地
ごしらえ・間伐・伐採）
・バイオマス燃焼：CO2,
CH4, N2O（地ごしらえの火
入れ）
・肥料：N2O

・適用条件下の土地（放棄
された荒廃地）ではプロ
ジェクト前と同じグッズと
サービスが提供可能でプ
ロジェクト前に薪炭材を収
集していた地元農民は開
始後もそれを続けられるた
めこれらによるリーケッジ
はなし。
・苗、作業員、収穫物の輸
送用車両の化石燃料消費
を計算

・サンプルエリアを使って
モニタリング
・地上部・地下部バイオマ
スの平均炭素貯蓄量をバ
イオマス拡大係数を使用
する方法と相対成長式を
使う方法で推定

・拡大係数、材積密度など
にデフォルト値を使用する
と吸収量の不確実性に影
響するため、地域ごとの値
を使用することを推奨する
・サンプル調査から不確実
性が発生。適切なサンプリ
ング方法と十分なサンプル
数が必要。
・プロジェクトエリアを同一
な性質で適切な階層化、
適切な拡大係数などの設
定で不確実性は軽減可能

0003
(EB24)

Afforestation
and
Reforestation of
degraded land
through tree
planting,
assisted natural
regeneration
and control of
animal grazing

the General Directorate
for Forests and
Pasturesとthe
International Bank for
Reconstruction and
Development

(a) プロジェク
ト境界内の炭
素プールにお
ける炭素蓄積
の既存または
歴史的な変化

・PJT前の活動をバウンダリー
外へ移動可能
・荒廃地
・天然森林植生の更新が不可
能
・天然更新の促進、直接的な
植栽や播種によって再植林
・地ごしらえによる顕著な土壌
炭素の純減少、非CO2排出純
増加が起こらない
・土壌有機炭素、リター、枯死
木は土壌浸食・人為的介入の
影響でよりPJTなしには増加
しない
・湛水による灌漑(flooding
irrigation)は禁止
・土壌の排水と攪乱ないの
で、これらのCO2排出は無視
可能
・使用される窒素固定種の脱
窒によるGHG排出量は無視で
きる
・他のA/R活動がない場所で
実施

AG
BG

１．プロジェクトバウンダ
リーを決定
２．歴史的な土地利用、
土地利用政策、土地利
用選択肢を分析
３．バウンダリーを階層
化
４．各階層のＢＬ土地利
用を決定
５．ＢＬ炭素蓄積変化量
決定
・PJT対象地が荒廃地
でプロジェクトなしでは
荒廃し続けるBLシナリ
オが選ばれなかった場
合はこの方法論は適用
できない

A/R CDM追加性の証明と
評価ツール使用

・化石燃料使用：CO2（地
ごしらえ・間伐・伐採）
・バイオマス燃焼：CH4,
N2O（地ごしらえの火入
れ）
・バイオマス燃焼のCO2は
プールの蓄積増減で計算
する
・肥料：N2O

・苗、作業員、収穫物の輸
送用車両の化石燃料消費
を計算
・プロジェクト前の放牧・薪
収集活動の移動による炭
素蓄積の減少
・フェンス用木材使用によ
る炭素蓄積の減少

・サンプルエリアを使って
モニタリング
・地上部・地下部バイオマ
スの平均炭素貯蓄量をバ
イオマス拡大係数を使用
する方法と相対成長式を
使う方法で推定

・精度の高いモニタリング
をするために、Q/C, Q/A
を実行
・信頼ある測定
・データの検証
・データ保管方法
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0004
(EB26)

Reforestation or
afforestation of
land currently
under
agricultural use

Fundacion Parque
Nacional de Pico
Bonito(FUPNAPIB),
Ecologic Development
Fund, Winrock
International, USAID
MIRA, 世界銀行
(BioCarbon Fund)

(a) プロジェク
ト境界内の炭
素プールにお
ける炭素蓄積
の既存または
歴史的な変化

・荒廃地
・プロジェクト前活動を移動可
能。農業、放牧、炭生産を含
む薪炭材収集活動
・地ごしらえによる顕著な土壌
炭素の純減少、非CO2排出純
増加が起こらない
・土壌有機炭素、リター、枯死
木は土壌浸食・人為的介入の
影響でよりPJTなしには増加
しない
・湛水による灌漑(flooding
irrigation)は禁止
・土壌の排水と攪乱ないの
で、これらのCO2排出は無視
可能
・使用される窒素固定種の脱
窒によるGHG排出量は無視で
きる
・他のA/R活動がない場所で
実施

AG
BG

１．適用条件チェック
２．プロジェクトバウンダ
リーを決定
３．歴史的な土地利用、
土地利用政策、土地利
用選択肢を分析
４．バウンダリーを階層
化
５．各階層のＢＬ土地利
用を決定
６．ＢＬ炭素蓄積変化量
決定

A/R CDM追加性の証明と
評価ツール使用

・施肥（N2O)
・化石燃料使用(CO2)
・バイオマス燃焼(CH4,
N2O)

・苗、作業員、収穫物の輸
送用車両の化石燃料消費
を計算
・プロジェクト前の放牧・薪
収集活動の移動による炭
素蓄積の減少（活動の移
動、森林の非森林地への
転換。薪収集の移動に関
する詳細な方法）
・フェンス用木材使用によ
る炭素蓄積の減少

・プロジェクトの実施：バウ
ンダリー、森林の造成
・階層化は：定期的にモニ
タリング
・ベースライン純吸収量：モ
ニタリングしない。クレジッ
ト期間中固定
・事後の現実純吸収量：永
久サンプルプロットによる
モニタリングとプロジェクト
排出増加推定をGPG-
LULUCFの方法で
・リーケッジ：活動の移動、
化石燃料とフェンス杭の消
費の増加をモニタリング

・精度の高いモニタリング
をするために、Q/C, Q/A
を実行
・信頼ある測定
・データの検証
・データ保管方法
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