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バリデーション目的の小規模 A/R プロジェクトのバンドリングについて 
 

（社）海外産業植林センター 

 

41. DOE フォーラムから要請された、 Decision 6/CMP.1 のアネックスがバリデーション（有効化審

査）目的にバンドルされた小規模 A/R プロジェクトに適用されるのかどうかについて、また、特に、

Decision 5/CMP.1 のパラ 1(i)に定義された純人為的吸収量の上限を超えてよいのか、または、

EB21 Annex 21 のバンドリングの原則がバリデーション目的の小規模 A/R プロジェクトのバンドリン

グに適用されるのかについて明確化を検討した。 
 
42. EB は Decision 6/CMP.1 のアネックス パラ 11 がバリデーションを目的に行われる小規模 A/R
プロジェクトのバンドルに適用されるという見解である。従って、Decision 6/CMP.1 のアネックス パラ

1(a)に示されている、純人為的吸収量の上限はパラ 11 には適用されない。結論として、「バンドリン

グの一般的原則」(EB21 アネックス 21)は、バリデーション目的で行われる小規模 A/R プロジェクト

に準用されない。 
 
43. EB は事務局に、上述の明確化を実行可能にするために、大規模 A/R CDM プロジェクトのデ

バンドリングの問題を考慮に入れた手続き案を次回 EB 会合までに準備するよう要請した。 
------------------------- 
＜訳者解釈＞ 
バリデーション目的で行われる小規模 A/R プロジェクトのバンドルには、小規模 A/R プロジェクトの純人

為的吸収量の上限(8ktC2/year)は適用されず、個々のプロジェクトに対して適用する。 
 
＜参考＞ 
Decision 5/CMP.1 のパラ 1(i) 
“Small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM” are those that are expected 
to result in net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks of less than 8 kilotonnes of CO2 per year 
and are developed or implemented by low-income communities and individuals as determined by the host 
Party. If a small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM results in net 
anthropogenic greenhouse gas removals by sinks greater than 8 kilotonnes of CO2 per year, the excess 
removals will not be eligible for the issuance of tCERs or lCERs. 
抄訳：小規模 A/R プロジェクトの純人為的吸収量は 8 kt CO2/year を超えてはならない。 
 
Decision 6/CMP.1 のアネックス、パラ 1(a) 
Project activities may be bundled or portfolio-bundled at the following stages in the project cycle: the 
project design document, validation, registration, monitoring, verification and certification. The size of 
the total bundle should not exceed the limits stipulated in paragraph 1 (i) of the modalities and procedures 
for afforestation and reforestation project activities under the CDM; 
抄訳：プロジェクト活動はプロジェクトサイクルの、PDD, 有効化審査、登録、モニタリング、

検証、認証のステージでバンドルできる。バンドルのサイズは Decision 5/CMP.1 のパラ 1(i)で定

められた上限を超えてはならない。 
 
Decision 6/CMP.1 のアネックス、パラ 11.  
Several small-scale afforestation or reforestation project activities under the CDM may be bundled for the 
purpose of validation. An overall monitoring plan that monitors performance of the constituent project 
activities on a sample basis may be proposed for bundled project activities. If bundled project activities 
are registered with an overall monitoring plan, this monitoring plan shall be implemented and each 
verification/certification of the net anthropogenic removals by sinks achieved shall cover all of the 
bundled project activities. 
抄訳：バリデーション目的で複数の小規模 A/R プロジェクトを何ドルすることが可能。構成するプロジェ

クト活動のパフォーマンスをモニターする、サンプルベースの全体のモニタリング計画はバンドルされた

プロジェクト活動に提案することができる。全体のモニタリング計画を使ったバンドルされたプロジェクト

活動が登録された場合、このモニタリング計画が適用され、純人為的吸収量の各検証・認証はすべて

のバンドルされたプロジェクト活動をカバーしなければならない。 


