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A/R CDM プロジェクト活動における追加性の証明と評価のツール(仮訳) 

Tool for the demonstration and assessment of additionality in A/R CDM project activities 

 

（社）海外産業植林センター 

 

１．京都議定書(Decision 19/CP.9)第一約束期間中の CDM 新規・再植林プロジェクト活動のための

Modalities & proceduresのパラグラフ１８－２２では、登録されたCDM新規植林・再植林プロジェクト活

動が行われなかった場合に起こるであろうカーボンプール内のカーボンストックの変化の合計以上に、

純人為的吸収量(actual net GHG removals by sinks)が増加した場合、その CDMによる新規植林・再

植林プロジェクト活動は追加的であるとされている。 

 

２．この文書は、A/R CDM プロジェクトの追加性を証明する段階的アプローチを示すものである。これら

のステップは以下のとおり： 

・A/R プロジェクト活動に対する代案（alternatives）の特定（可能性のあるベースライン）； 

・提案されるプロジェクト活動が、経済的または財務的な観点からは、最も魅力的なものではないとい

うことを決定するための投資分析； 

・バリア分析； 

・提案された新規植林・再植林プロジェクト活動が A/R CDM プロジェクト活動として登録された場合

の影響 

 

３．これらのステップは本文書の最終ページのフローチャートに要約されている。 

 

４．この文書は追加性を証明する際の一般的な構成（考え方）を示すものであり、広い範囲のプロジェクト

タイプに適用可能なものである。ある特殊なプロジェクトタイプについては、この構成（考え方）を調整

する必要があるかも知れない。 

 

５．追加性の評価と定義するためにこのツールの使用することが、ベースライン方法論における、もっとも

らしいベースラインシナリオの選択と定義を正当化するための段階的なアプローチの記述を代替する

わけではない。新しいベースライン方法論を提案するプロジェクト参加者は、プロジェクト活動の追加

性の定義とベースラインシナリオの定義の整合性を保証しなければならない。 

 

６．新ベースライン方法論を提案するプロジェクト参加者は、その提案書にこの整理統合されたツールを

組み入れても良い。また、プロジェクト参加者は、理事会に対し、追加性の証明に関する他のツール

の検討を依頼・提案できる。 

 

７．このツールの使用は小規模 A/R プロジェクトには適用できない。 

 

 

ステップ０．A/R プロジェクト活動開始日に基づく予備的な審査（スクリーニング） 

 

１．プロジェクト参加者は以下を提出しなければならない。 

・ A/R CDM プロジェクト活動の開始日が１９９９年１２月３１日より後である証拠 

・ プロジェクト活動実施を決定するにあたり、計画されているGHG排出割り当て販売からのインセン

ティブをよく考慮していることをしめす証拠。この証拠はプロジェクト開始時またはそれ以前に第

三者が入手可能であった文書（公的・法的、その他法人による文書が好ましい）に基づくべきであ

る。 
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ステップ０a．A/R プロジェクト活動の固有の性質に基づく予備的な審査（スクリーニング） 

２．プロジェクト参加者は、計画されたプロジェクト境界内の土地が A/R CDM プロジェクト活動として適格

性があるという証拠を提示しなければならない。 

・非森林地土地の適格性は、各国 DNA によって伝達された Decision11/CP.7 によるホスト国の森林

の定義の閾値を適用して証明しなければならない。 

・A/RCDMプロジェクト活動における土地の適格性は 1990 年以前の状況に関する検証可能な情報

によって証明できる。(a)地上のリファレンスデータにより補完された航空写真や衛星画像；(b)地上

ベースの調査（土地使用許可。土地利用図、地籍図、所有者登録、土地使用・土地管理登録など

の地域の登録からの情報）；(c)オプションとして(a)と(b)が入手できない、適用できない場合、プロ

ジェクト参加者はParticipatory rural appraisal methodology（参加型農村調査法）1によって作成さ

れた記述された証言を提出する。 

・1990年より前の土地被覆だけでは森林と非森林の区別が十分にできない場合、この証拠はその後

の土地利用調査によって補足されなければならない（例えば、森林の更新が進行中である場合、

裸地は森林であった可能性がある）。 

 

３．プロジェクト参加者は、プロジェクト活動が直接的に人為的であり（例えば植栽、播種、天然のシードバ

ンク、ルートストックの人為的な促進など）、単なる以前のプロジェクトの自然発生的なプロセスの連続

ではないという証拠を提示しなければならない。 

・証拠は、森林に転換されることがない非森林地における森林の造成のために計画された活動の具

体的な帰因(concrete attribution)に基づかなくてはならない。 

・活動が攪乱防止（例えば侵入や火災）にある場合、プロジェクト参加者はプロジェクト期間中の攪乱

リスクの連続性を証明し、モニターする必要がある。 

・プロジェクト参加者はさらに、そのプロジェクト活動が各 DNA によって伝達された Decision11/CP.7

によるホスト国の森林の定義の閾値に基づいた森林の成立に導くことを証明しなければならない。 

 

 

ステップ１．現在施行中の法律及び規則に矛盾しない A/R プロジェクト活動の代案の特定 

 

（注意 ： 理事会のガイダンスに従い、「ベースラインシナリオ」と「シンクによるベースライン吸収量」2との

間に矛盾がないことを確認すること。追加性の評価と定義するためにこのツールの使用することが、

ベースライン方法論における、もっともらしいベースラインシナリオの選択と定義を正当化するための

段階的なアプローチの記述を代替するわけではない。新しいベースライン方法論を提案するプロジェ

クト参加者は、プロジェクト活動の追加性の定義とベースラインシナリオの定義の整合性を保証しなけ

ればならない。） 

 

１．次のサブステップを踏むことによって、ベースラインシナリオ（の一部）となり得るプロジェクト活動の代

案3を定義する。但し、そのプロジェクト活動の代案は、現実的かつ説得力のあるものでなければなら

ない。 

 

サブステップ１a．プロジェクト活動の代案を定義する： 

                                                 

２．プロジェクト参加者または同様プロジェクトの開発者にとって可能な、現実的で信用できる土地利用代

案を特定する4。これらの代案は以下のものを含む： 

 
1 参加型農村調査法(Participatory rural appraisal; PRA)は地域の問題を分析し、地域の利害関係者と仮の問題解決を考案する
アプローチである。社会的、環境的問題の空間的、時間的状況を扱うグループベースの分析のための視覚的方法で、広い範囲で

使われている。 
2「Guidelines for completing CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM」(http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents)のA/R 
CDM用語集参照 
3 この文書においては、「代案シナリオ」を「代案」と表示する。Decision 19/CP.9.のガイダンスを参照。 
4例えばプロジェクト前の土地利用の継続やプロジェクトが計画されている地域の典型的な土地利用への変化、農業的プラン

テーション・観光客向けリゾート・狩猟エリア・農場の造成、その地域で典型的な投資ファンドの利用、またはその他の経済的
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・A/R CDM プロジェクト活動としては実施されない提案されるプロジェクト活動； 

・位置、サイズ、資金、専門技術の必要性などについて適切と判断されるプロジェクト活動に対する、

もっともらしく、信用できる他の土地利用代案。これは投資のバリアを考慮に入れた経済的に魅力

的な活動やプロジェクト開始時におけるもっともらしい土地利用、提案されたプロジェクトがある地

域の慣習的な土地利用などの代案も含む。 

・適用可能であれば、現在の状況の継続（プロジェクト活動がない場合、または他の代案が行われた

場合）や過去の状況に戻ること 

 

サブステップ１b．適用されるべき法律と規則の実施 

 

                                                                                                                                                           

 

３．代案は、適用される法や規則を、それらが土地利用以外の目的であったとしても、遵守するものでな

ければならない。例えば生物多様性保全、土壌・水資源保護・保全、税、投資に関する規則、大気汚

染の緩和など。5（このサブステップにおいては、CDM M&Pの採択以降に履行された国や地方の政策

は考慮しない6。） 
 

４．ある代案が適用されるべき法律や規則を遵守していない場合、その国や地域における現在の実態を

調査し、それらの適用されるべき法的（及び規則的）要求がシステム的に実施されていないこと、また

その国においてはそれらの要求の非遵守が一般的であることを示す。プロジェクトエリアを包含するホ

スト国の最小の行政単位を特定し、法律や規則の非遵守が広まっているかどうかをチェックする（法規

制がカバーする土地の、最低でも５０％に広まっている）。もしこれを示すことが出来なければ、その代

案は以後の検討対象から除外する。 

 

５．もし、プロジェクト参加者が考え得るものの中で、提案されるプロジェクト活動が、常識的に見て、全て

の規則に適合する唯一のものである場合、提案されるA/R CDMプロジェクト活動は追加的でない。7

 

サブステップ１c．ベースラインシナリオの選択 
 

６．このツールを使用するベースライン方法論は、もっともらしいベースラインシナリオ代案の選択と決定を

正当化するための段階的アプローチを示さなければならない。 

 

→ステップ２（投資分析）またはステップ３（バリア分析）に進む。少なくとも１つを行う必要がある。 
 

 

ステップ２．投資分析 

 

１．テンポラリーCERs (tCERs)またはロングターム CERs (lCERS)の販売収入なしで他の代案と比較して、

提案されるプロジェクト活動が経済的または財務的に劣るかどうかを決定する。投資分析は独立した

追加性分析として、またはバリア分析と結合することで機能する（ステップ３）。投資分析を行うために

は次のサブステップに従う。 

 

サブステップ２a．適切な分析方法の決定
 

２．単純コスト分析、投資比較分析または基準値分析（サブステップ２b）のうちどれを適用するのか決定す

 
魅力のある活動 
5例えば代案が除草剤や肥料を大量に使用する集約的な農業で、その地域の法を遵守していない場合、このシナリオは水資源保

護規則違反となる。 
6国・地域の政策や規則がCOPのCDM M&P (decision 17/CP.7, 11 November 2001)採択以降履行された場合、ベースライン決定にそ
の政策は考慮しなくてよい。これは第１６回ＥＢ会合Aneex 3に基づいている(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/016/eb16repan3.pdf 
参照)。 
7理事会の「クレジット発生期間の更新」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 
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る。もしそのA/R CDMプロジェクト活動がCDM関連収入以外に財務的または経済的な利益を生まな

い場合、単純コスト分析（オプションⅠ）を適用する。それ以外の場合は、投資比較分析（オプション

Ⅱ）または基準値分析（オプションⅢ）を使う8。 

 

サブステップ２b．―オプションⅠ．単純コスト分析の適用 
 

３．A/R CDM プロジェクト活動に関連するコストを書き出し、その活動が CDM関連収入以外の財務上の

利益を生まないことを説明（証明）する。 

 

→提案される A/R CDM プロジェクト活動が CDM 関連収入以外には財務上の利益を生まないという
結論になった場合、ステップ４（CDM登録の影響）に進む。 

 

サブステップ２b．―オプションⅡ．投資比較分析の適用 
 

４．IRR9、NPV、費用便益比などがそのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、最も適切であ

ることを特定する。 

  

サブステップ２b．―オプションⅢ．基準値分析の適用 
 

５．IRR10、NPV、費用便益比、またはその他（例えば農業、林業の投資に関連するRRR (required rate of 

return、リターン要求率）、プロジェクト固有のリスクによって修正された銀行預金利率(Bank deposit 

interest rate)、または土地投機から期待される収益などの土地の機会原価(opportunity costs of land))

がそのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、最も適切な財務的指標であることを特定す

る。次に投資に対するRRRのような関連基準値を特定する。基準値は、そのプロジェクトタイプにおけ

る特殊なリスクを考慮した上での、市場における現状の標準リターンとするが、そのプロジェクト開発者

独自の想像期待利益やリスクの考え方を考慮に入れてはならない。基準値は以下のものから導くこと

が出来る。 

・独立した財務エキスパートによって評価され、企業投資やプロジェクトタイプを反映させるために適

切なリスクの割り増しを考慮した、国債の利率。 

・比較可能な（同様の）プロジェクトを想定した場合、銀行家や個人投資家・ファンドが要求するリター

ンに基づいた、資金コストや要求資本利益率（例えば、関係するプロジェクト活動の国およびタイプ

に対して求められる商業貸し出し利率及び保証）の評価。 

・もし、可能性のあるプロジェクト開発者が一人しかいない場合（例えば、そのプロジェクト活動が現

状設備の改良である場合）は、その会社の社内基準値（会社の平均資本コスト）。プロジェクト開発

者はその基準値が過去においても首尾一貫して使われてきたことを証明しなければならない、即

ち、同じ会社が同様の条件で開発するプロジェクト活動については同じ基準値を使う。 

 

サブステップ２c．財務的指標の計算と比較（オプションⅡ及びⅢにのみ適用可能）： 
 

６．提案されるCDMプロジェクト活動に適した財務的指標を計算し、またオプションⅡの場合は、他の代

案に適した財務的指標を計算する。それには、全ての関連する費用（例えば、投資コスト、操業コスト

及びメンテナンスコストを含む）、また収入（CER販売収入は除外するが、補助金や財政的インセンティ

                                                  
8 オプションI、II、IIIは相互に排他的である。１つだけがプロジェクト提案者によって適用される。 
9投資比較分析では、プロジェクトIRRやエクイティIRRとしてIRRが計算される。プロジェクトIRRは、資金ソースに関係なく、
プロジェクトに関連する資金の支出と収入のみに基づいて、リターンを計算する。エクイティIRRは、投資家へのリターンを計
算するため、債務の額とコストをも考慮する。投資へ進むかどうかの決定は、投資家へのリターンに基づくため、多くの場合、

エクイティIRRの方がより適切であろう。しかしプロジェクトIRRが適切な場合もある。 
10基準値分析では、IRRはプロジェクトIRRで計算されなければならない。もし可能性のあるプロジェクト活動開発者が一人しかいない場合

（例えば、それが現状設備の改良の場合）、IRRはエクイティIRRで計算されなければならない。 
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ブが存在するのであれば含める11）、更には、公共事業体の場合ふさわしければ市場には関係のない

費用や利益、が含まれる。 

 

７．透明性のある方法で行った投資分析を提示し、また CDM-PDD の中で使用した全ての関連する仮定

値（仮説）を提示する。即ち他の人物が再計算しても同じ結果が得られるようにする。重要な技術的経

済パラメーター及び仮定値（資本コスト、燃料単価、寿命、及び資本の割引率またはコスト）を明確に

提示する。DOE が確認できる方法で、仮定値の正当性を示す、または例証する。財務的指標の計算

の際には、プロジェクト特有の予想値と仮定値であることを条件として、プロジェクトのリスクをキャッシュ

フローの中に織り込むことが出来る（例えば、保険料は特有なリスクと同等物を反映するものとして使う

ことが出来る）。 

 

８．投資分析に用いる仮定値と入力データは、プロジェクト活動とその代案に差異があってはならないが、

その差異の正当性が十分実証されるならばこの限りではない。 

 

９．有効化審査のために提出される A/R CDM-PDDの中で、提案される CDMプロジェクト活動の財務的

指標と下記のものとの明確な比較を、提示する。 

オプションＩＩ（投資比較分析）：他の代案の中の一つがより良い指標（例えば、より高い IRR）を持つな

らば、その A/R CDM プロジェクト活動は最も財務的に魅力があるものとはみなされない。 

オプション III（基準値分析）：そのA/R CDMプロジェクト活動が基準値と比較して魅力的な指標では

ない場合（例えば、基準値より低い IRRの場合）、そのA/R CDMプロジェクト活動は財務的に魅力

があるものとはみなされない。 

 

→提案された A/RCDM プロジェクト活動がＣＤＭによる利益をのぞいては財務的に魅力的ではないと結
論付けられた場合はステップ２ｄ（感度分析）を行う。 

 

サブステップ２d．感度分析 
 

１０．財務的に魅力があるかどうかの結論を出すに際しては、重要な仮定値に合理的に反応するかどうか

を示す感度分析も行う。投資分析が（仮定値の現実的な範囲に対して）首尾一貫している場合にのみ

追加性の有効性についての価値のある論議が可能であり、また、その提案されたA/RCDMプロジェク

ト活動がＣＤＭによる利益なしては財務的に魅力があるものではないだろうという結論を証明できる。 

 

・感度分析の後、提案される A/RCDMプロジェクト活動が、CDMからの利益なしでは経済的利益を

生みそうにない（オプションＩ）または財務的に魅力があるものではない（オプションＩＩ、オプションＩＩ

Ｉ）という結論になった場合、直接ステップ４（ＣＤＭ登録のインパクト）に進む。 

 

・感度分析の後、提案される A/RCDM プロジェクト活動がＣＤＭからの財務的利益なしで経済的利

益を生む（オプションＩ）または財務的に魅力的である（オプションＩＩとＩＩＩ）場合、プロジェクト活動は

財務分析では追加的であるとは考えることはできない。追加としてステップ３（バリア分析）を行い、

提案されるプロジェクト活動がベースラインシナリオの発生を妨げないバリアに直面していることを

証明する。 

 

ステップ３．バリア分析 

 

バリア分析は独立した追加性の証明または、投資分析の拡張として行われる。 

 

１．このステップを使用する場合、提案されるプロジェクト活動が以下のバリアに直面しているかどうかを、

                                                  
11理事会の「国及び業界の方針」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 
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決定する： 

・提案されているプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリア、及び 

・少なくとも一つの代案の実施を妨げるものではないというバリア。 

 

２．以下のサブステップを使用する： 

 

サブステップ３a． 提案されるプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリアの特定： 

 

３．もしこのプロジェクト活動がA/RCDM活動として登録されない場合、このタイプのプロジェクト活動の実

施を妨げるバリアが存在するということを立証する。プロジェクト活動を妨げるバリアはプロジェクト参加

者に関して分析するべきではなく、提案されるプロジェクト活動との関係のみで分析する。そのようなバ

リアは、以下のものを含めても良い： 

 

・上記ステップ２の経済的・財務的バリア以外の投資バリア、特に： 

－このタイプのプロジェクト活動に対しては資金提供者が存在しない； 

－プロジェクト活動が実施される国の中に、国内外からの直接投資に関して、実際のリスクまたは

認識されるリスクがあるために、国際資本市場にアクセスする手段が存在しない。 

－クレジットへのアクセスの欠如 

 

・制度上のバリア、特に： 

－政府の政策や法律の変化に関連するリスク 

－森林や土地利用関連の立法実施の欠如 

 

・技術的バリア、特に： 

－植栽する材料の欠如； 

－その技術を実施するためのインフラが存在しない。 

 

・土地の伝統に関係するバリア、特に： 

－伝統的な知識、または法律、慣習、市場状態、業務の欠如 

－伝統的な草地や技術 

 

・一般的な業務によるバリア、特に： 

－プロジェクト活動がこの種では最初でなじみがない：この種のプロジェクト活動はそのホスト国、地

域では現在実施されていない。 

 

・地域の生態的条件によるバリア、特に： 

－荒廃土壌（例えば水／風浸食、塩類集積など） 

－自然災害的や人災的事象（例えば地滑り、火災など） 

－不適な気候条件（早／晩霜害、干ばつなど） 

－樹木の再生を妨げる日和見的な種の繁茂（例えばイネ科草本、広葉草本） 

－生態学的植生遷移上の好ましくない過程 

－放牧や飼料採種による生物的圧力 

 

・社会的条件によるバリア、特に： 

－土地に対する人口圧（例えば人口増加による土地需要の増大） 

－プロジェクト実施地域での利害関係者間の社会的紛争 

－違法行為の蔓延（例えば違法な放牧、木材伐採及び非木材林産品の採取） 

－熟練、適切に訓練された労働力の欠如 

－地域社会の組織の欠如 
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・土地保有、所有、相続、所有権に関連するバリア、特に： 

－異なる利害関係者の権利のヒエラルキーを伴う土地の共有が A/R 活動実施のインセンティブを

制限している 

－土地保有の立法と保有の保証をサポートする規則の欠如 

－天然資源産物やサービスに関連する所有権が明確に定義されていない 

－正式または非公式な保有システムが土地所有の断片化のリスクを増加させる 

－市場、運輸、貯蔵に関するバリアがある 

－木材、非木材産品・サービスの規制されていない非公式な市場がプロジェクト参加者への効果

的な情報の伝達を妨げている 

－A/R 活動が遠隔地で道路やインフラの未発達が輸送費を増大させ、それによってＣＤＭ活動か

らの木材、非木材産品の競争力や収益を損なう。 

－プロジェクト期間中、有効な市場や保険のメカズムの欠如により木材、非木材産品の価格変動

による大きな価格リスクの可能性がある 

－ＣＤＭ活動からの生産物を加工、貯蔵、価値付加の施設がないことがA/RCDMプロジェクトでの

土地利用の地代を回収する可能性が制限されている 

 

 

４．特定されたバリアは、追加性を証明するための十分な根拠を持つものに限定される。即ち、それが

A/R CDM 活動として登録されない場合は、可能性のあるプロジェクト提案者はその提案されるプロ

ジェクト活動を実施しないだろうというものに限定される。 

 

５．透明性があり且つ文書となっている証拠を提示する。また、特定されたバリアが存在すること及びそれ

が重要なものであることを、どのように証明するかについては、その文書となっている証拠を保守的に

（控えめに）解釈して提示する。逸話的証拠を含めることも可能であるが、これ単独ではバリアの十分

な証拠とはならない。提示される証拠のタイプとしては、以下のようなものを含めても良い： 

・関連する法律、規則の情報、環境／自然資源管理基準、条例または規則； 

・大学、調査機関、業界団体、企業、多面的な問題を扱う機関などによって実施された、関連する

（業界の）研究、調査（例えば、市場調査、技術研究、など）； 

・国内統計値、国際的統計値から得られる関連する統計データ； 

・関連する市場データの文書（例えば、市場価格、料金表、規則）； 

・CDM プロジェクト活動を開発、実施している企業、機関、もしくは A/R CDM プロジェクト開発者に

よって書かれた文書。例えば、取締役会議事録、往復文書、企業化調査、財務、予算情報など； 

・提案されるプロジェクト活動、過去に実施された同様のプロジェクトに関係している（または関係して

いた）プロジェクト開発者、請負人、プロジェクトパートナーによって作成された文書； 

・農業、林業その他土地利用関係の政府／非政府団体からは独立している専門家の判断意見、教

育機関（例えば、大学、技術学校、訓練センター）、専門家団体、及びその他、によって書かれた

文書。 

 

サブステップ３b．特定されたバリアが、（提案されるプロジェクト活動を除く）代案のうち少なくとも一つの

実施を妨げるものではないということを示す： 

 

６．もしその特定されたバリアが他の代案にも影響を与える場合、それらの影響が、提案される A/R CDM

プロジェクト活動に与える影響と比較して、どのように強くないのかを説明する。言い換えると、その特

定されたバリアは、代案のうち少なくとも一つの実施をどのように妨害しないのかを説明する。サブス

テップ３a．で特定されたバリアによって妨害される代案は、代案としての価値はなく、検討の対象から

は除かれるべきである。少なくとも一つの代案が特定されなければならない。 

 

・サブステップ３a－３b．の両方が満たされた場合、ステップ４（CDM登録の影響）に進む。 
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・サブステップ３a．及びサブステップ３b．のどちらか一つが満たされない場合、バリア分析によって
追加性があるとはいえない。その時はオプションとして財務的利益をのぞいて提案される A/R 
CDM プロジェクト活動が経済的利益を生みそうにないか（オプションＩ）、あるいは財務的に魅力が
ありそうにないか（オプションＩＩ、ＩＩＩ）ということを証明するステップ２へ進む。 

 

 

ステップ４．CDM登録の影響 

 

１．プロジェクト活動が A/R CDM プロジェクト活動として承認、登録されることとそれにともなう利益、登録

によってもたらされるインセンティブが、どのように経済的財務的ハードル（ステップ２）やその他の特定

されたバリア（ステップ３）を緩和するのか、そしてその結果どのようにプロジェクト活動が実施可能にな

るのかを説明する。利益やインセンティブのタイプは多岐に渡る、例えば 

・純人為的吸収量 

・受理の確実性とあらかじめ定義した時期を含め、tCERs、lCERs の販売から得られた収入による財

務的利益、 

・同じバリアに直面していない、またはより低い IRRを受け入れることが出来る（例えば彼らはより安価

な資本にアクセスできるため）新規参入者の誘引 

・新たな技術や事業を実行できる新規参入者の誘引 

・期待される収入と投資家の関心に影響を及ぼすインフレ・為替レートのリスクの減少 

 

→ステップ４が満たされた場合、提案される A/R CDM プロジェクト活動はベースラインシナリオでは 
ない、よって、追加的である。 

→ステップ４が満たされない場合、提案される A/R CDM プロジェクトは追加的ではない。 
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フローチャート： 追加性の仕組み 

 

 

ステップ０： A/R プロジェクト活動の開始日についての予備的な審査 

PASS

ステップ１： 現在施行中の法律および規則に矛盾しない 

A/R プロジェクト活動の代案の判定 

 

PASS

ステップ２： 投資分析 

PASS 

しない場合

ステップ３： バリア分析 

PASS

ステップ４： ＣＤＭ登録の影響 

PASS

プロジェクト活動は追加的である 
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