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本文は、EB が作成した PDD・新方法論作成ガイドライン(Clean Development Mechanism 
Guidelines for Completing the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) The Proposed 
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（CDM-AR-PDD のガイドライン）の日本語訳を、A/R CDM プロジェクト設計書フォーム
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SECTION A.  General description of the proposed A/R CDM project activity: 提案する

A/R CDM プロジェクト活動の一般的な記述 
 
A.1.  Title of the proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト

活動のタイトル 
>>  

下記を示す。 

－提案する方法論のタイトル 

－書類のバージョンナンバー 

－書類の日付 
 
A.2.  Description of the proposed A/R CDM project activity:  提案するA/R CDMプロ

ジェクト活動の記述 
>> 

次の記述を含むこと： 
－提案する A/R CDM プロジェクト活動の目的 
－提案する A/R CDM プロジェクト活動の持続的開発への貢献についてのプロジェクト参加者の考

え 
UNFCCC web site のキーワードリストを使用する。適切なキーワードがない、またはリストが十分でな

いと考えられる場合、UNFCCC web site の関連情報に従って新しいキーワードを提案する。 
 
A.3.  Project participants: プロジェクト参加者 
>> 

関係するプロジェクト参加者、締約国のリストを提示し、Annex I にコンタクト情報を提示する。次のよ

うな表を使用する。 
関連する*締約国名（ホスト国に

は「(host)」と記す） 
民間 and/or 公的機関、プロジェ

クト参加者*（該当すれば） 
関連する締約国がプロジェクト参

加者とみなされることを希望する

かどうか(Yes/No) 
Name A (host) Private entity A 

Public entity B  
No 

Name B None Yes 
Name C None No 
*CDM A/R Modalities and procedures に従い、有効性審査時に CDM-AR-PDD を公開する際に、関連する締約国は承認をし

てもしなくてもよい。登録の申請時には関連する締約国の承認が必要となる。 



 

注：CDM-AR-PDD を新方法論提案のために作成している場合、最低でもホスト締約国とわかってい

るプロジェクト参加者（プロジェクト提案者）を記述すること。 

 
A.4.  Technical description of the A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活

動の技術的な記述 
 
 
A.4.1.  Location of the proposed A/R CDM project activity:  提案するA/R CDMプロジェ

クト活動の位置 
>> 
 
A.4.1.1.  Host Party(ies):  ホスト国 
>> 
 
A.4.1.2.  Region/State/Province etc.:  地方／州／県 
>> 
 
A.4.1.3.  City/Town/Community etc: 町／コミュニティー 
>> 
 
 
A.4.1.4.  Detail of geographical location and project boundary, including information 
allowing the unique identification(s) of the proposed A/R CDM project activity:  提案する

A/R CDM プロジェクト活動の同定を含む、地理的な位置の詳細とプロジェクトバウンダリー 
>> 

「プロジェクトバウンダリー」はプロジェクト参加者のコントロール下にある A/R CDM プロジェクト活動

を地理的に線引きしたものである。 
 
A/R CDM プロジェクト活動では、1 つ以上の離散した土地を含むことができる。複数の分散した土地

を含む場合は： 
－それぞれの離散した土地はそれぞれ地理的に同定されていなければならない 
－バウンダリーはそれぞれの分散した土地について定義されなければならず、分離した土地同士の

間の地域は含まれない。 
 
 
A.4.1.5.  A description of the present environmental conditions of the area, including a 
description of climate, hydrology, soils, ecosystems, and the possible presence of rare or 
endangered species and their habitats: そのエリアの現在の環境条件の記述（気候、水文学、

土壌、生態系、希少・絶滅危惧種の存在可能性とその生息地などを含む） 
>> 
 
 
A.4.2.  Species and varieties selected: 選択した樹種 
>> 
 
 
A.4.3.  Specification of the greenhouse gases (GHG) whose emissions will be part of the 



 

proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動の一部となる排出

の GHG の特定 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動実施によって排出されると考えられる GHG を明記する。（例え

ば、特に、地ごしらえや機械・肥料の使用による排出。） 
使用する提案する新方法論／承認された方法論に従い、下記の表を使ってプロジェクトバウンダ

リー内のすべての GHG 排出ソースを同定する。カーボンストックの変化から生じる CO2 排出または

吸収はこの表に含めないことに注意。それらの排出ソースが現実純吸収量の計算に含まれるか除外

されるかを説明する。除外される場合正当化する。必要であれば下記の表を使う。 
 

 

ソース ガス 現実純吸収量計算に 
含める／含めない 

説明 

肥料使用 CO2 
CH4 
N2O 

  

サイトでの車両使用に

よる化石燃料燃焼 
CO2 
CH4 

  

 
A.4.4.  Carbon pools selected:  選択した炭素プール 
>> 
 
ベースライン純吸収量と（または）現実純吸収量を計算する際、プロジェクト参加者は１つ以上のカーボ

ンプールと（または）CO2 当量単位で測定された排出量を、ダブルカウントを避けるために、考慮しないこ

とを選択できる。これは、その選択が期待される純人為的吸収量を増加させないという透明性と実証可

能な情報の条項に従うものである。プロジェクト参加者はいずれにせよ、すべてのカーボンプールの顕

著な変化と（または）提案する A/R CDM プロジェクト活動の実施の結果増加する CO2 当量単位で測定

されたソースからの顕著な排出量を、ダブルカウントを避けて、考慮しなければならない。 
 
現実純吸収量とベースライン純吸収量を決定するのに考慮するカーボンプールを、提案する新方法論

または使用する承認された方法論に従って下記の表から選択する。現実純吸収量とベースライン純吸

収量では同じ炭素プールを考慮しなければならない。短い選択の解説と正当性を表に記述する。 
 
炭素プール 選択(yes/no) 正当性／解説 
地上部   
地下部   
枯死木   
リター   
土壌有機炭素   
 

 
 

A.4.5.  Assessment of the eligibility of land:  土地の適格性調査 
>> 

新規植林か再植林を定義するために、プロジェクト参加者はホスト国の選択した「森林」の定義（下記

を明確にしたもの）に従わなければならない。 
－最低樹冠被覆：10-30 % 
－最低土地面積：0.05-1ha 
－最低樹高：2-5m 
それぞれの締約国で選択された森林の定義は UNFCCC website の DNA のページでわかる。 
どのようにプロジェクトが新規／再植林の定義と土地の適格性を満たすのか、下記の手順で明確に

する： 
 
１．計画されたプロジェクトバウンダリー内の土地が A/R CDM プロジェクト活動として的確である証拠



 

を、次のステップに従って提示する： 
(a) プロジェクト開始時にその土地が森林でなかったことを次の情報を提供しながら証明する： 
i. その土地が 11/CP.7 と 19/CP.9 の元にそれぞれの DNA が決定した国の森林の閾値以下（樹冠被

覆、樹高、最低土地面積）であること。 
ii. その土地が、収穫などの人為影響や自然影響によって一時的に蓄積のない状態、または若齢の

天然植生や植林地で国の閾値の樹冠密度・樹高に達していない状態で、人間活動なしでも森林に

回復する可能性がないこと。 
(b) その活動が新規または再植林プロジェクト活動であることを証明する。 
i. 再植林プロジェクト活動の場合、1989 年 12 月 31 日にその土地が森林の定義の閾値以下であっ

たことを証明する。 
ii. 新規植林プロジェクト活動の場合、最低 50 年間、その土地が森林の閾値以下であったことを証

明する。 
 
２．ステップ 1(a)、1(b)を証明するために、下記の実証可能な情報を提供する： 
(a) 地上の参照データで補完された航空写真、衛星画像；または、 
(b) 地上ベースの調査（土地使用許可、土地利用計画、地籍図、所有者登録、土地利用・土地管理

登録など地域の登録） 

(c) オプション(a)と(b)が入手不能、適用不能である場合、プロジェクト参加者は、参加型農村調査法

（PRA）に従って作成した書面の証言を提出する。  
 
 
A.4.6.  A description of legal title to the land, current land tenure and land use and rights of 
access to the sequestered carbon: 土地の法的権利、現在の土地所有権、土地利用、炭素貯留

へのアクセス権についての記述 
>> 
 
A.4.7.  Type(s) of A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活動のタイプ 
>> 

UNFCCC CDM web site にあるA/R CDMプロジェクト活動のタイプのリストを使い、提案するプロジェ

クトのタイプを特定する。適切なタイプがなければ、新しいタイプ（種別とその定義）を提案する。 
 
A.4.8.  Technology to be employed by the proposed A/R CDM project activity:  提案する

A/R CDM プロジェクト活動で使用される技術 
>> 

ここではプロジェクトによって使用される環境的に安全な技術とノウハウの記述を含む。もしあれば、

ホスト国に移転されるものを特定する。 
 
A.4.9.  Approach for addressing non-permanence: 非永続性への対応アプローチ 
>> 

CDM A/R M&P のセクション K パラ 38 に従い、非永続性に関するアプローチを次から選択する。 
- tCERs を発行 
- lCERs を発行 

 
A.4.10.  Duration of the proposed A/R CDM project activity / Crediting period: 提案する

A/R CDM プロジェクト活動の期間／クレジット期間 
>> 
 
A.4.10.1.  Starting date of the proposed A/R CDM project activity and of the (first) crediting 
period, including a justification: 提案する A/R CDM プロジェクト活動とクレジット期間の開始

日とその正当化 
>> 



 

クレジット期間は A/R CDM プロジェクト活動の開始日からはじまる。A/R CDM プロジェクト活動の開

始日は、現実純吸収量をもたらす活動の実施または実際の行動が始まる日である。 
 
EB 21 で decision 17/CP.7 のパラ 12, 13 は A/R CDM プロジェクト活動には適用しないことが決定し

た。2000 年 1 月 1 日以降に開始された A/R CDM プロジェクト活動も、１回目の有効化審査が登録

日の後であれば、2005 年 12 月 31 日以降有効化審査と登録が可能である。クレジット期間開始がプ

ロジェクト活動開始日と同じ日であれば、2000 年以降に開始するプロジェクトも開始日からの

tCERs/lCERs の発行が可能である。 
 
A.4.10.2.  Expected operational lifetime of the proposed A/R CDM project activity: 提案す

る A/R CDM プロジェクト活動の推定実施期間 
>> 
 

提案するプロジェクト活動の推定実施期間を年と月で記述する。 
 
A.4.10.3.  Choice of crediting period and related information: クレジット期間の選択と関連情

報 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が更新可能なクレジット期間または固定クレジット期間のどちら

を採用するか示し、A.4.10.3.1 または A.4.10.3.2 に記述する。 A.4.10.3.1 と A.4.10.3.2 は相互に排他

的であるので、どちらか 1 つを選択すること。 
EB 21 で decision 17/CP.7 のパラ 12, 13 は A/R CDM プロジェクト活動には適用しないことが決定し

た。2000 年 1 月 1 日以降に開始された A/R CDM プロジェクト活動も、１回目の有効化審査が登録

日の後であれば、2005 年 12 月 31 日以降有効化審査と登録が可能である。クレジット期間開始がプ

ロジェクト活動開始日と同じ日であれば、2000 年以降に開始するプロジェクトも開始日からの

tCERs/lCERs の発行が可能である。 
 
A.4.10.3.1.  Renewable crediting period, if selected:  更新可能なクレジット期間（選択した場

合） 
>> 

それぞれのクレジット期間は最長 20 年であり、最高 2 回更新できる。更新ごとに DOE がベースライ

ンが有効であること、または、適用可能な新しいデータを考慮しアップデートされたことを確認し、そ

れを EB に伝えなければならない。 
クレジット期間の長さを年月で示す。 

 
A.4.10.3.1.1. Starting date of the first crediting period: クレジット期間の開始日  
>> 
 
A.4.10.3.1.2.  Length of the first crediting period: 最初のクレジット期間の長さ 
>> 
 
A.4.10.3.2  Fixed crediting period, if selected:  固定クレジット期間（選択した場合） 
>> 

固定クレジット期間は最長 30 年である。クレジット期間の長さを年月で示す。 
 
A.4.10.3.2 .1. Starting date: 開始日 
>> 
 
A.4.10.3.2.2. Length:  期間の長さ 
>> 



 

A.4.11.  Brief explanation of how the net anthropogenic GHG removals by sinks are 
achieved by the proposed A/R CDM project activity, including why these would not occur in 
the absence of the proposed A/R CDM project activity, taking into account national and/or 
sectoral policies and circumstances:  純人為的吸収量が提案する A/R CDM プロジェクト活

動によってどのように達成されるのかを、提案する A/R CDM プロジェクト活動なしにはなぜ起こ

りえないのかを含め、国・地域の政策や情況を考慮しながら、簡単に記述する。 
>> 

純人為的吸収量がどのように達成されるのか簡単に説明し（詳細はセクションＢに記述）、期待される

純人為的吸収量の合計の推定を CO2 当量トンで提示する（セクション E で定義された値）。このセク

ションはセクション B.3 のサマリーを提示し、1 ページ以内に収める。 
 
A.4.11.1.  Estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen 
crediting period:  選択したクレジット期間中の純人為的吸収量の推定量 
>> 

純人為的吸収量合計の推定を各年の推定とともに、選択したクレジット期間分提示する。純人為的

吸収量の情報は下記のフォーマットを使って作表する。 
 
年 各年の純人為的吸収量推定(t CO2e) 
year A  
year B  
Year C....  
推定される純人為的吸収量の合計(t CO2e)  
クレジット年の総数  
クレジット期間中の年平均純人為的吸収量(t 
CO2e) 

 

 
 

 
A.4.12.  Public funding of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R CDM プロ

ジェクト活動の公的資金 
>> 

Annex I 国からの公的投資がある場合、Annex 2 に Annex I 国からのプロジェクト活動への公的資金

ソースに関する情報を記述し、その資金が ODA の流用ではないこと、これらの国にの財政義務とは

区別されていることを証明する。 
注：CDM-AR-PDD が CDM-AR-NM の補助として記入されている場合、Annex I 国から公的資金が

関与する可能性についてその国を提示する。 

 
SECTION B.  Application of a baseline methodology  ベースライン方法論の適用 
 

プロジェクト参加者が新方法論を提案する場合、新方法論提案の提出と考え方の手続きに従って

CDM-AR-NM フォームを記述する（ガイドラインのパート III 参照）。 
 
B.1.  Title and reference of the approved baseline methodology applied to the proposed A/R 
CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動に適用する承認されたベースライ

ン方法論のタイトルとリファレンス 
>> 

タイトルとリファレンスリストに関するUNFCCCのウェブサイトと承認された方法論を参照すること。この

セクションの記述と平行に、Annex3 の「ベースライン情報」の表を記述する。 
 



 

 
B.1.1.  Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed 
A/R CDM project activity:  方法論の選択と提案する A/R CDM プロジェクト活動への適用の

正当化 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が適用条件に見合っていることを証明し、方法論の選択を正当

化する。 
 
B.2.  Description of how the methodology is applied to the proposed A/R CDM project 
activity: 提案する A/R CDM プロジェクト活動へどのように方法論が適用されるのか 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動に関連するベースライン方法論の基本的となる仮定を説明し、

提案する A/R CDM プロジェクト活動のベースラインシナリオの特定に、主な方法論的ステップに

従っていることを示す。ベースライン決定に使用した主な情報とデータ（変数、パラメータ、データ

ソースなど）を提示する。 
 
B.3.  Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above those 
that would have occurred in the absence of the registered A/R CDM project activity:  提案

する A/R CDM プロジェクト活動がなかった場合よりどのように現実純吸収量が増加するのか 
>> 

このプロジェクトがどのように、そして、なぜ追加的であり、それゆえ、ベースラインシナリオではないと

いうことを、選択したベースライン方法論に従って説明する。次の事項を含めること。 
1) 方法論の適用によって定義されたベースラインシナリオの説明 
2) プロジェクトシナリオの説明 
3) ベースライン純吸収量のシナリオがプロジェクトシナリオの純人為的吸収量より少ないだろうという

理由の分析  
 
B.4.  Detailed baseline information, including the date of completion of the baseline study 
and the name of person(s)/entity(ies) determining the baseline: ベースライン情報の詳細

（ベースライン調査の完成日、ベースライン決定者も含む） 
>> 

ベースライン情報を Annex 3 に添付する。 
完成日時を DD/MM/YY で記述する。 
コンタクト情報を記述する。その人／団体が Annex 1 にリストされたプロジェクト参加者であるかにつ

いても記述する。 

 
SECTION C.  Application of a monitoring methodology and of a monitoring plan モニタリ

ング方法論の適用とモニタリング計画 
 

プロジェクト参加者が新モニタリング方法論を提案する場合、新方法論提案の提出と考え方の手続

きに従って CDM-AR-NM フォームを記述する（ガイドラインのパート III 参照）。 
このセクションでは、データの出所や、正確さ、比較性、完全性、妥当性に関するデータの質を含む

モニタリング計画を方法論のガイダンスに従って詳細に記述する。モニタリング計画は Annex 4 に添

付する。 
モニタリング計画は、関連するすべてのデータ（下記）の収集と保存に関する詳細な情報を提示する

必要がある。 
－炭素プールの炭素蓄積の変化とプロジェクトバウンダリー内で発生する排出の推定または測定に

必要なデータ 
－ベースライン決定に必要なデータ 
－プロジェクトバウンダリー外で増加する排出量を同定するためのデータ 
モニタリング計画は A/R CDM プロジェクト活動タイプに適した good practice を反映しなければならな



 

い。計画は承認されたモニタリング方法論で定義された方法とステップに従う。プロジェクト参加者は

計画に従って、登録されたモニタリング方法論を実行し、モニタリングレポートを通じてデータを提供

しなければならない。 
モニターされ、verificationとクレジット発効に必要なデータは最終クレジット期間終了後2年間保管し

なければならない。 

 
C.1.  Title and reference of approved monitoring methodology applied to the project 
activity:  プロジェクト活動に適用する承認されたモニタリング方法論のタイトルとリファレンス 
>> 

タイトルとリファレンス、承認された方法論の詳細については UNFCCC のウェブサイトを参照する。プ

ロジェクト参加者が新モニタリング方法論提案する場合、CDM-AR-NM を完成させ、提案する A/R 
CDM プロジェクト活動への提案する新方法論の適用を証明するために、補助的に CDM-AR-PDD
のセクション A-D を完成させる。 
国内のまたは国際的なモニタリングスタンダードを提案した A/R CDM プロジェクト活動のモニタリン

グに適用する場合、このスタンダードを示し、そのスタンダードの詳細な記述がわかるソースを示す。 
 
C.2.  Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed A/R 
CDM project activity:  方法論の選択と提案する A/R CDM プロジェクト活動への適用の正当

化 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が適用する方法論の条件に見合っていることを証明することで

方法論の選択を正当化する。 
 



 

C.3.  Sampling design and stratification: サンプリングデザインと階層化 
 

プロジェクトの現実純吸収量の事後計算で使用するサンプリングデザインを記述する。ベースラインをモニタリングする場合はベースライン純吸収量の事後計算

についても記述する。サンプリングデザインにはとりわけ、階層化、プロット数とプロットの分布の決定などを記述する。 

 
 
C.4.  Monitoring of the baseline net GHG removals by sinks and the actual net GHG removals by sinks: ベースライン純吸収量と現実純吸収量のモ

ニタリング 
 
 
C.4.1.  Actual net GHG removals by sinks data: 現実純吸収量データ 
 
 
C.4.1.1.  Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in carbon stock in the carbon pools within the project boundary 
resulting from the proposed A/R CDM project activity, and how this data will be archived: 提案する A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクトバウン

ダリー内の炭素プールの実証可能な炭素蓄積量変化をモニターするために収集または使用するデータとデータの保存方法 
ID 番号 
D.3 と 共 通
の番号を使
用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の単位
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合 
データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
 
 
 

 



 

C.4.1.2.  Data to be collected or used in order to monitor the GHG emissions by the sources, measured in units of CO2 equivalent, that are increased 
as a result of the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary, and how this data will be archived: 提案す

るA/R CDMプロジェクト活動の実施の結果としてプロジェクトバウンダリー内で増加するGHG排出モニタリングに収集されるまたは使用されるデータ

（CO2eで測定）とその保管方法 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
C.4.1.3.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the ex-post actual net GHG removals by sinks: 現実純吸収量の

事後推定のモニタリングに使われる公式・モデルの記述 
 
 
C.4.1.3.1.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the verifiable changes in carbon stock in the carbon pools within 
the project boundary (for each carbon pool in units of CO2 equivalent): プロジェクトバウンダリー内の炭素プールの炭素貯量留変化の推定のモニタリ

ングに使われる公式・モデルの記述（各炭素プールについてCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
 
C.4.1.3.2.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the GHG emissions by the sources, measured in units of CO2 
equivalent, that are increased as a result of the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary (for each 
source and gas, in units of CO2 equivalent): 提案するA/R CDMプロジェクト活動の結果増加したプロジェクトバウンダリー内のGHG排出量推定に使用

した公式／モデルの記述（各ソース、ガスごとにCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 

 



 

 
 
C.4.2.  As appropriate, relevant data necessary for determining the ex-post baseline net GHG removals by sinks and how such data will be collected 
and archived, if required:  事後のベースライン純吸収量の決定に必要なデータとその収集、保管方法（適用する場合） 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 
適用できない場合はその旨記述すること。 

 
 
C.4.2.1.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the ex-post baseline net GHG removals by sinks (for each carbon 
pool, in units of CO2 equivalent), if required:  事後ベースライン純吸収量推定のモニタリングに使われる公式・モデルの記述（各炭素プールでCO2e
で） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
ベースライン純吸収量が事後にモニタリングされたデータに基づき推定される場合は公式を提示すること。 

 
 
C.5.  Treatment of leakage in the monitoring plan: モニタリング計画でのリーケッジの扱い 
>> 

リーケッジが直接的モニタリングされるのか、間接的にモニタリングされるのかを示す。提案する A/R CDM プロジェクト活動の実行期間中にリーケッジがモニタリ

ングされない場合、その理由を説明する。適用できない場合はその旨記述する。 

 

 



 

C.5.1.  If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor leakage of the proposed A/R CDM project 
activity:適用可能であれば、提案する A/R CDM プロジェクト活動のリーケッジのモニタリングに必要なデータと情報を記述する 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
 
C.5.2.  Description of formulae and/or models used to estimate leakage (for each GHG, source, carbon pool, in units of CO2 equivalent: リーケッジ

推定に使用する公式／モデルの記述（各GHG、ソース、炭素プールについてCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
 
C.5.3.  Please specify the procedures for the periodic review of implementation of activities and measures to minimize leakage: 活動の実施の周期

的にレビューする方法とリーケッジを最小限にするための手段の記述 
>> 
 
C.6.  Description of formulae and/or models used to estimate ex-post net anthropogenic GHG removals by sinks for the proposed A/R CDM project 
activity (for each GHG, carbon pool, in units of CO2 equivalent): 提案するA/R CDMプロジェクト活動の純人為的吸収量の事後推定に使用され

る公式／モデルの記述 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
C.7.  Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are being undertaken for data monitored: モニタリングされたデータの品質管理

と品質保証方法 

 



 

 

データ 
（表と ID 番号を記

述。例 3.-1.; 3.2.） 
 

データの不確実性のレベル
(High/Medium/Low) 

そのデータについて計画している QA/QC の手順、または、なぜそれが不要なのかを説明する 

   
   
 

適用可能であれば、セクション C.4, C.5 の表のデータを参照する。 
 
 
C.8.  Please describe the operational and management structure(s) that the project operator will implement in order to monitor actual GHG 
removals by sinks and any leakage generated by the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R CDM プロジェクト活動によって発生する現実

純吸収量とすべてのリーケッジのモニタリングのためにプロジェクト実施者が実施する操業・管理の記述 
 
 
C.9.  Name of person/entity determining the monitoring methodology: モニタリング方法論を決定する人・団体 

>> 
コンタクト情報を記述する。その人／団体が Annex 1 にリストされたプロジェクト参加者であるかについても記述する。 

 



 

 

SECTION D.  Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks: 純人為的吸収量推定 
 

選択したベースライン・モニタリング方法論に従ってセクション D を記述する。 
 
D.1.  Estimate of the ex-ante actual net GHG removals by sinks: 現実純吸収量の事後推定 
>> 

「推定される炭素蓄積の実証可能な変化の合計」マイナス「提案する A/R CDM プロジェクト活動の実施

に起因するプロジェクトバウンダリー内の測定された排出増加量（CO2 当量）」をそれぞれのガス、プー

ル、ソース、公式・アルゴリズムを CO2 当量で記述する。 

 
D.2.  Estimated ex-ante baseline net GHG removals by sinks: ベースライン純吸収量の事後推定 
>> 

推定は各炭素プール、各ソース、ごとに CO2 当量で行う。 

 
D.3.  Estimated ex-ante leakage: リーケッジの事後推定 
>> 

測定可能で、提案する A/R CDM プロジェクト活動に起因する、プロジェクトバウンダリー外で起こる人為

的な排出の増加量として定義されるすべての推定されるリーケッジを記述する。推定はそれぞれのガス、

ソースごとに CO2 当量で示す。適用できない場合はその旨記述する。 
 
D.4.  The sum of D.1 minus D.2 minus D.3 representing the ex-ante net anthropogenic GHG 
removals by sinks of the proposed A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活動の事後の

純人為的吸収量（D1 の合計 マイナス D2 マイナス D3 で表される） 
>> 
D.5.  Table providing values obtained when applying formulae above: 上記の公式を適用した場合

に得られる値を表に示す 
>> 

ベースライン純吸収量の事後計算は適切な正当性が提示された場合のみ使用できる。しかしながら、

ベースライン純吸収量は事後計算を行い CDM-AR-PDD で報告されるべきでもある。上記で適用した公

式の結果は下記の表を使用して示すこと。 
 
年 ベ ースライン純

吸収量の推定 (t 
CO2e) 

現実純吸収量の

推定(t CO2e) 
リーケッジの推定
(t CO2e) 

純人為的吸収量

の推定(t CO2e) 

Year A     
Year B     
Year C     
合計      

 
SECTION E.  Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R 
CDM プロジェクト活動の環境影響 
 
E.1.  Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts on 
biodiversity and natural ecosystems, and impacts outside the project boundary of the proposed A/R 
CDM project activity:  生物多様性と自然生態系への影響を含む環境影響分析とプロジェクトバウン

ダリー外への影響に関する書類 
>> 



 

 

この分析は、適用可能であれば、特に水文学的、土壌、火災リスク、病虫害の情報も含めること。

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
E.2.  If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, 
a statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all 
references to support documentation: プロジェクト参加者またはホスト国により負の影響が顕

著に想定される場合、ホスト国が求める方法に従いプロジェクト参加者が環境影響調査を実施

することの表明（結論と書類を補助するすべてのリファレンスを含む） 
>> 

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
E.3.  Description of planned monitoring and remedial measures to address significant impacts 
referred to in section E.2. above: 計画されるモニタリングとセクション E.2 で示した顕著な影

響への対処方法の記述 
>> 
SECTION F.  Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R 
CDM プロジェクト活動の社会経済的影響 
>> 
F.1.  Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts outside the 
project boundary of the proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動

のプロジェクトバウンダリー外への影響を含めた社会経済的影響分析の書類 
>> 

この分析は、適用可能であれば、特に、地域のコミュニティー、原住民、土地所有、地域の雇用、食糧生

産、文化・宗教的サイト、化石燃料へのアクセス、その他の林業生産物などの情報も含めること。

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
F.2.  If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, a 
statement that project participants have undertaken a socioeconomic impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all references 
to support documentation:  プロジェクト参加者またはホスト国により負の影響が顕著に想定される場

合、ホスト国が求める方法に従いプロジェクト参加者が社会経済的影響調査を実施することの表明（結

論と書類を補助するすべてのリファレンスを含む） 
>> 

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
F.3.  Description of planned monitoring and remedial measures to address significant 
impacts referred to in section F.2 above:  計画されるモニタリングとセクション F.2 で示した顕著な影

響への対処方法の記述 
>> 
 
SECTION G.  Stakeholders’ comments: 利害関係者のコメント 
>> 
G.1.  Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and compiled: 地

域の利害関係者のコメントをどのように収集するかについての簡単な記述 
>> 



 

 

地域の利害関係者のコメントがどのように集められるのか、そのプロセスについて記述する。地元の利害

関係者のコメントはオープンで透明性の高い方法、地域の利害関係者からのコメントが受け取りやすい

方法で、コメント提出までの無理のない期間を設定して集められなければならない。このようなことから、

プロジェクト参加者は地域の利害関係者が理解できる方法で、CDM M&P の秘密性に関する対策を考

慮して、A/R CDM プロジェクト活動を記述しなければならない。 

 
G.2.  Summary of the comments received: 受け取ったコメントのサマリー 
>> 

コメントをした利害関係者を同定し、コメントのサマリーを説明する。 
 
G.3.  Report on how due account was taken of any comments received: 受け取ったコメントすべて

をどのように考慮したのかに関するレポート 
>> 

利害関係者から得られたコメントをどのように取り入れたかについて説明する。 

 



 

 

Annex 1
 

CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT 
ACTIVITY A¥R CDM プロジェクト活動の参加者の連絡先情報 

 
 

必要であれば表をコピーペーストする。セクション A. 3 でリストされたそれぞれの組織について次の必須

事項を記述する：組織、コンタクトパーソン氏名、住所、電話番号、ファックスまたは e-mail 
 
 
Organization:  
Street/P.O.Box:  
Building:  
City:  
State/Region:  
Postfix/ZIP:  
Country:  
Telephone:  
FAX:  
E-Mail:  
URL:  
Represented by:   
Title:  
Salutation:  
Last Name:  
Middle Name:  
First Name:  
Department:  
Mobile:  
Direct FAX:  
Direct tel:  
Personal E-Mail:  
 

 
 

 
Annex 2 

 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 公的資金に関する情報 

 
Annex I 国からの公的投資がある場合、Annex 2 に Annex I 国からのプロジェクト活動への公的資金ソー

スに関する情報を記述し、その資金が ODA の流用ではないこと、これらの国にの財政義務とは区別され

ていることを証明する。 
 

 
 



 

 

 
Annex 3 

 
BASELINE INFORMATION ベースライン情報 

 
提案する A/R CDM プロジェクト活動のベースラインを定義するのに使用された、変数、パラメータ、デー

タソースなどのキーエレメントを表に提示する。承認された方法論では、UNFCCC CDM ウェブサイトにド

ラフトの表をみつけることができる。 
 

 
 
 

Annex 4 
 

MONITORING PLAN モニタリング計画 
 

- - - - - 
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