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PART I A. General Information on the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD),  
the Proposed New Methodology for A/R: Baseline and Monitoring (CDM-AR-NM)  

CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMの一般的な情報（仮訳） 
 
1. These guidelines seek to assist project participants in completing the following documents: 
- Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD); 
- Proposed New Methodology: Baseline and Monitoring for A/R (CDM-AR-NM). 
これらのガイドラインは、プロジェクト参加者が以下の書類を完成させるのを支援するものである。 
- A/Rのプロジェクト設計書 (CDM-AR-PDD); 
- A/Rの新ベースライン・モニタリング方法論提案書(CDM-AR-NM) 
 
2. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM were developed by the clean development mechanism (CDM) 
Executive Board in conformity with the relevant modalities and procedures for the Project Design Document for 
CDM afforestation and reforestation project activities under the CDM as defined in Appendix B “Project Design 
Document” to the modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities under the CDM 
(hereafter referred as “CDM A/R modalities and procedures”, see decision 19/CP.9 and its annex contained in 
document FCCC/CP/2003/6/Add.2). 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMは、「A/R CDMの方法及び手続き」（以下「A/R CDM M & P」と表示。

FCCC/CP/2003/6/Add.2の書類に含まれているdecision 19/CP.9とそのannexを参照）に定義された、関係のある

A/R CDMプロジェクト活動のPDDの方法と手続きにしたがってCDM理事会によって開発された。 
 
3. If project participants wish to submit an afforestation or reforestation (hereafter referred as A/R) project 
activity for validation and registration, they shall submit a fully completed CDM-AR-PDD. 
プロジェクト参加者が、新規植林もしくは再植林（以下、A/Rと表示）の有効化審査や登録を受けるためにプロ

ジェクト活動を申請する場合、CDM-AR-PDDを完成させた後、申請する。 
 
4. If project participants wish to propose new baseline and monitoring methodologies for A/R they 
shall complete and submit the CDM-AR-NM and a draft CDM-AR-PDD with only sections A-E filled. 
プロジェクト参加者が、新ベースライン方法論や新モニタリング方法論を提案する場合、CDM-AR-NM、及び

sections A-Eのみを記述したドラフトCDM-AR-PDDを完成させ、提出する。 
 
5. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM may be obtained electronically from the UNFCCC CDM web site 
(http://unfccc.int/cdm), by e-mail (cdm-info@unfccc.int) or in printed format from the UNFCCC secretariat (Fax: 
+49-228-815-1999). 
CDM-AR-PDD及びCDM-AR-NMは以下の方法で入手できる。 
-UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm)。 
- the UNFCCC secretariat e-mail (cdm-info@unfccc.int)。 
- 印刷されたフォームであれば、the UNFCCC secretariat (Fax: +49-228-8151999)に要請。 
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6. Terms, which are underlined with a broken line in the CDM-AR-PDD and the CDM-AR-NM, are explained in 
the “Glossary of A/R CDM Terms”, included in these guidelines. It is recommended that before or during the 
completion of the forms that project participants consult the most recent version of the “Glossary of A/R CDM 
Terms”. 
CDM-AR-PDD及びCDM-AR-NMの中で、破下線の付いた用語はこのガイドラインの中に含まれている

「Glossary of A/R CDM Terms （A/R CDM用語集）」で説明されている。プロジェクト参加者は、これらのフォー

ムを作成する前や作成中に「A/R CDM用語集」の最新版を参考にすることを推奨する。 
 
7. Project participants should also consult the section “Guidance – clarifications” available on the UNFCCC 
CDM web site (http://unfccc.int/cdm) or available from the UNFCCC secretariat by e-mail 
(cdm-info@unfccc.int) or in print via fax (+49-228-815 1999). 
プロジェクト参加者は、以下の方法で入手可能な「Guidance – clarifications（手引きと説明）」も参考にすべきで

ある。 
- UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm)。 
- the UNFCCC secretariat e-mail(cdm-info@unfccc.int)。 
- 印刷物であれば、the UNFCCC secretariat  fax (+49-228-815 1999) 
 
8. The Executive Board may revise the CDM-AR-PDD and the CDM-AR-NM, if necessary. 
CDM理事会は、必要に応じてCDM-AR-PDD及びCDM-AR-NMMのフォームを修正する。 
 
9. Revisions come into effect, once adopted by the Executive Board, bearing in mind the provisions below. 
修正は、CDM理事会が採択した後有効となる。下記の条項を考慮すること。 
 
10. Revisions to the CDM-AR-PDD do not affect A/R project activities: 
(a) Already validated, or already submitted to the OE for validation prior to the adoption of the revised 
CDM-AR-PDD; 
(b) Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised CDM-AR-PDD; 
(c) The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the CDM-AR-PDD six 
months after the adoption of the new version. 
CDM-AR-PDDのフォームの修正は、以下のA/Rプロジェクト活動には影響を与えない。 
(a)既に有効化審査で承認されたもの、もしくはCDM-AR-PDDのフォームの修正が採択される前にOEに有効

化審査を受けるために提出されたもの。 
(b) CDM-AR-PDDのフォームの修正が採択された後、一ヶ月以内にOEに提出されたもの。 
(c)CDM理事会は、CDM-AR-PDDのフォームの修正を採択したのち６ヶ月が経過した以降、旧フォームでの書

類を受理しない。 
 
11. Revisions to the CDM-AR-NM do not affect new baseline and monitoring methodologies: 
(a) Submitted to the OEs prior to the adoption of the revised CDM-AR-NM; 
(b) Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised CDM-AR-NM; 
(c) The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the CDM-ARNM three 
months after the adoption of the new versions. 
CDM-AR-NMのフォームの修正は、以下の新ベースライン及び新モニタリング方法論には影響を与えない。 
(a) CDM-AR-NM修正が採択される前にOEに提出されたもの。 
(b) CDM-AR-NMフォームの修正が採択された後、１ヶ月以内にOEに提出されたもの。 
(c) CDM理事会は、CDM-AR-NMフォームの修正を採択以降３ヶ月が経過した場合、旧フォームでの書類を受

理しない。 
 
12. In accordance with the modalities and procedures for a CDM (“hereafter referred as CDM modalities and 
procedures”, see decision 17/CP.7 and its annex contained in document FCCC/CP/2001/13/Add.2), the working 
language of the Board is English. The CDM-AR-PDD and the CDM-AR-NM shall therefore be completed and 
submitted in English language to the Executive Board. However, the CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM are 
available on the UNFCCC CDM web site for consultation in all six official languages of the United Nations. 
「CDMの方法と手続き」（以下「CDM M&P」と表示する。FCCC/CP/2001/13/Add.2にあるdecision 17/CP.7とその
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annexを参照）に従い、会議での使用言語は英語である。理事会に提出するCDM-AR-PDD、CDM-AR-NMは

英語で作成し提出しなければならない。しかし、CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMは、UNFCCC CDM web siteに

おいて、国際連合の公式６カ国言語で入手可能である。 
 
13. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM templates shall not be altered, that is, shall be completed using the 
same font without modifying its format, font, headings or logo. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMのテンプレートは変更してはならず、その体裁、表題、フォント、ロゴは修正する

ことなく作成しなければならない。 
 
14. Tables and their columns shall not be modified or deleted, rows may however be added, as needed. 
表とその縦列は修正もしくは削除をしてはならないが、横行については必要に応じて追加できる。 
 
15. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM shall include in section A.1 the version number and the date of the 
document. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMにはセクションA.1に文書のバージョン番号と日付を記入する。 
 
16. If sections of the CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM are not applicable, it shall be explicitly stated that the 
section is left blank on purpose. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMに適用できないセクションがある場合、そのセクションが故意に空白にしてある

ことを明示する。 
 
17. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM are not applicable to CDM project activities. The CDMPDD 
documentation project activities is available on the UNFCCC CDM web site. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMがCDMプロジェクト活動に適用できない場合は、CDMPDDのプロジェクト活動

の書類がUNFCC CDMウェブサイトで入手可能である。 
 
 



 

 
B. Glossary of A/R CDM terms 

A/R CDM用語集（仮訳） 
 
The following CDM glossary intends to assist in clarifying terms used in the Project Design Document for 
A/R (CDM-AR-PDD), the Proposed New Methodology for A/R: Baseline and Monitoring (CDM-AR-NM) 
and the CDM A/R modalities and procedures in order to facilitate the completion of the CDM-AR-PDD and 
CDM-AR-NM by project participants. 
以下のCDM用語集は、プロジェクト参加者のCDM-AR-PDD、CDM-AR-NM作成を補助するために、

CDM-AR-PDD、CDM-AR-NM、「A/R CDMの方法と手続き」の中で使用されている用語を明確にするもの

である。 
 
Clean development mechanism (CDM): クリーン開発メカニズム(CDM) 
Article 12 of the Kyoto Protocol defines the clean development mechanism. “The purpose of the clean 
development mechanism shall be to assist Parties1 not included in Annex I in achieving sustainable 
development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in 
Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under 
article 3”. 
At its seventh session, the Conference of the Parties (COP) adopted modalities and procedures for a clean 
development mechanism (hereafter referred as “CDM modalities and procedures”, see decision 17/CP.7 and 
its annex contained in document FCCC/CP/2001/13/Add.2) and agreed on a prompt start of the CDM by 
establishing an Executive Board and agreeing that until the entry into force of the Kyoto Protocol (a) this 
Board should act as the Executive Board of the CDM and (b) the Conference of the Parties (COP) should act 
as the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) as 
required by the Protocol and the CDM modalities and procedures. 
At its ninth session, the COP adopted modalities and procedures for afforestation and reforestation project 
activities under the CDM (hereafter referred as “CDM A/R modalities and procedures”, see decision 19/CP.9 
and its annex contained in document FCCC/CP/2003/6/Add.2). 
CDMは京都議定書第１２条に定義されている。「CDMの目的は、付属書Ⅰに含まれない締約国（脚注１）

が持続可能な開発の達成や条約の究極の目的に貢献しようとすることに対し支援するとともに、付属書Ⅰ

締約国が第３条（数値目標）の量的排出の抑制・削減約束の遵守を達成することに対し支援するものであ

る。」 
COP７において、CDMのための方法と手続き（以下、「CDM M&P」と表示する。FCCC/CP/2001/13/Add.2
の文書中にある decision 17/CP.7 and its annex を参照。）が採択され、理事会を設置すること、京都議定

書の発行までは、「議定書」及び「CDM M&P」において必要とされている事項のうち、(a) CDM理事会とし

ての役割を現在の理事会が担うこと、(b)京都議定書のCOP/MOPとしての役割をCOPが担うこと、に合意す

ることによて、CDMの早期開始が合意された。 
COP９において、CDMとしての新規植林及び再植林のプロジェクト活動の方法と手続き（以下、「A/R CDM 
M&P」と表示する。FCCC/CP/2003/6/Add.2 の文書中にある decision 19/CP.9 and its annex を参照。）が

採択された。 
 
 

Terms in alphabetical order: （アルファベット順による用語集） 
 
Actual net greenhouse gas removals by sinks: （現実純吸収量） 
“Actual net greenhouse gas (GHG) removals by sinks” is the sum of the verifiable changes in carbon stocks 
in the carbon pools within the project boundary, minus the increase in emissions of the GHGs measured in 
CO2 equivalents by the sources that are increased as a result of the implementation of the afforestation or 
reforestation (A/R) project activity within the project boundary, attributable to the A/R CDM project activity. 
現実純吸収量は、CDM活動に起因して、プロジェクト境界内の炭素プールの立証可能な炭素蓄積の変化

                                                      
1 In this glossary, the term “Party” is used as defined in the Kyoto Protocol: “Party” means, unless the context otherwise 
indicates, a Party to the Protocol. “Party included in Annex I” means a Party included in Annex I to the Convention, as 
may be amended, or a Party which has made a notification under Article 4, paragraph 2(g), of the Convention. 
この用語集において、「締約国」とは京都議定書で定義されたものである。即ち、「締約国」は、特に注意書きがない限り、

京都議定書の「締約国」を意味する。「附属書Ⅰに含まれる締約国」は、議定書の附属書Ⅰに含まれる締約国であり、

それは修正されるかも知れず、また議定書の Article 4, paragraph 2(g) に基づき告示された締約国である。 



 

量の合計から、プロジェクトバウンダリー内のA/Rプロジェクト活動実施の結果として増加した、ソースからの

温室効果ガス(GHG)のCO2換算の排出増加量を差し引いたものである。 
 
Afforestation: 新規植林 
“Afforestation” is the direct human-induced conversion of land that has not been forested for a period of at 
least 50 years to forested land through planting, seeding and/or the human-induced promotion of natural seed 
sources. 
「新規植林」は、少なくとも50年間森林でなかった土地を、植林、蒔種、and/or 自然の蒔種源の人為的な増

強を通して、直接に人為的に森林へ転換することである。 
 
A/R CDM Project activity: A/R CDMプロジェクト活動 
An A/R CDM project activity is an afforestation or reforestation measure, operation or action that aims at 
achieving net anthropogenic GHG removals by sinks. The Kyoto Protocol and the CDM modalities and 
procedures use the term “project activity” as opposed to “project”. An A/R CDM project activity could, 
therefore, be identical with or a component or aspect of a project undertaken or planned. 
A/R CDMプロジェクト活動は、吸収源によって人為的に温室効果ガスを吸収するために新規植林または

再植林という手段、作業または行為を実施することである。「京都議定書」及び「CDM M&P」では、「（単な

る）事業」に対比させるものとして、「プロジェクト活動」という用語を使用する。 
 
“Attributable”: （CDMプロジェクト活動）に起因する 
See “measurable and attributable”. 
「測定可能かつ（CDMプロジェクト活動）に起因する・・」を参照。 
 
Approval by Parties involved:関連する締約国による承認 
A written approval constitutes the authorization by a designated national authority (DNA) of specific 
entity(ies)’ participation as project proponents in the specific CDM project activity. The approval covers the 
requirements of paragraph 33 of the CDM modalities and procedures2. 
The DNA of a Party involved in a proposed CDM project activity shall issue a statement including the 
following: 
• The Party has ratified the Kyoto Protocol. 
• The approval of voluntary participation in the proposed CDM project activity 
• In the case of Host Party(ies): statement that the proposed A/R CDM project activity contributes to 
sustainable development of the host Party(ies). 
The written approval shall be unconditional with respect to the above. 
Multilateral funds do not necessarily require written approval from each participant’s DNA. However those 
not providing a written approval may be giving up some of their rights and privileges in terms of being a 
Party involved in the project. 
A written approval from a Party may cover more than one project provided that all projects are clearly listed 
in the letter. 
The Board agreed that the registration of a A/R CDM project activity can take place without an Annex I 
Party being involved at the stage of registration. Before an Annex I Party acquires temporary or longterm 
CERs from such a project activity from an account within the CDM Registry, it shall submit a letter of 
approval to the Board in order for the CDM Registry administrator to be able to forward CERs from the 
CDM Registry to the national registry of the Annex I Party. 
The DOE shall receive documentation of the approval. 
 
プロジェクト提案者として、ある機関があるCDMプロジェクト活動に参加するには指定国家機関(DNA)の許

可書面による承認が必要である。承認は「CDM M&P」のパラ33の要求をカバーしなければならない。 
提案されたCDMプロジェクト活動に携わる締約国のDNAは下記の声明を発行しなければならない： 
・締約国が京都議定書を批准していること 
・提案されたCDMプロジェクト活動への自発的な参加の承認 
・ホスト国の場合：提案されたA/R CDMプロジェクト活動がホスト国の持続的な発展に寄与するという声明 
上記に関する承認書面の制限はない。 
多国間ファンドはそれぞれの参加国のDNAの書面による承認は必要としない。しかし書面による承認を発

                                                      
2  Applied mutatis mutandis in the CDM A/R modalities and procedures 
A/R CDMの方法と手続きに必要な変更を加え適用されている 



 

行しない国はプロジェクトに関連する締約国としての権利と特典を放棄することになる。 
締約国の１通の書面による承認は、すべてのプロジェクトが明確にリストされていれば、１つ以上のプロジェ

クトをカバーできる。 
理事会はA/R CDMプロジェクト活動の登録は、登録段階で関係するAnnex I締約国なしで行うことが出来

ることに合意している。Annex I締約国がCDMレジストリー内のアカウントから、そのようなプロジェクトで発生

するtCERsまたはlCERsを取得する前に、CDMレジストリー管理者がCERsをCDMレジストリーからAnnex I
締約国のナショナルレジストリーに転送できるように理事会に承認文書を提出しなければならない。 
DOEが承認の文書を受け取らなければならない。 
 
Authorization of a private and/or public entity to participate in an A/R CDM project activity: A/R 
CDMプロジェクト活動に参加する民間 and/or 公的機関への認可 
See “Approval by Parties involved” 
「関連する締約国による承認」を参照 
 
Baseline: ベースライン 
See baseline scenario for A/R project activities. 
A/Rプロジェクト活動のベースラインシナリオを参照。 
 
Baseline approach: ベースラインアプローチ 
See baseline approach for A/R CDM project activities. 
A/R CDMプロジェクト活動のベースラインアプローチを参照。 
 
Baseline approach for A/R CDM project activities: A/R CDMプロジェクト活動のベースラインアプローチ 
A baseline approach is the basis for a baseline methodology. The Executive Board agreed that the three 
approaches identified in sub-paragraphs 22 (a) to (d) of the CDM A/R modalities and procedures shall be the 
only ones applicable to A/R CDM project activities. These are: 
(a) Existing or historical, as applicable, changes in carbon stocks in the carbon pools within the project 
boundary; 
(b) Changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary from a land use that represents 
an economically attractive course of action, taking into account barriers to investment; 
(c) Changes in carbon stocks in the pools within the project boundary from the most likely land use at the 
time the project starts. 
ベースラインアプローチは、ベースライン方法論の基礎となるものである。理事会は、「A/R CDM M&P」の

パラ22 (a)～(c)の中で３つのアプローチを示し、A/R CDMにおいてはこのうちの一つを使うべきとしている。

それらは、 
(a) プロジェクト境界内における、 現状 or もし適用可能であるならば歴史的な、炭素蓄積量の変化。 
(b) プロジェクト境界内における、投資のバリア（障害）を考慮した上で、経済的に魅力のある土地利用方法

の炭素蓄積量の変化。 
(c) プロジェクト境界内における、プロジェクト開始時点において、最も可能性の高い土地利用方法の炭素

蓄積量の変化。 
 
Baseline - approved methodology: 承認されたベースライン方法論 
A baseline methodology approved by the Executive Board is publicly available along with relevant guidance 
on the UNFCCC CDM website (http://unfccc.int/cdm) or through a written request sent to 
cdm-info@unfccc.int or Fax: (49-228) 815-1999. 
理事会によって承認されたベースライン方法論は、公表され、UNFCCC CDM website 
(http://unfccc.int/cdm)で閲覧可能であり、もしくは cdm-info@unfccc.int or Fax: (49-228) 815-1999. 
に問い合わせることも可能である。 
 
Baseline methodology: ベースライン方法論 
A methodology is an application of an approach as defined in paragraph 22 of the CDM A/R modalities and 
procedures, to an individual A/R CDM project activity, for the determination of the baseline scenario. A 
baseline methodology should reflect aspects such as environmental conditions and past land uses and land 
use changes. No methodology is excluded a priori so that project participants have the opportunity to propose 
a methodology. In considering paragraph 22, the Executive Board agreed that, the following cases apply: 
(a) Case of a new methodology: In developing a baseline methodology, the first step is to identify the most 
appropriate approach for the proposed A/R CDM project activity and then an applicable methodology; 

http://unfccc.int/cdm


 

(b) Case of an approved methodology: In opting for an approved methodology, project participants have 
implicitly chosen an approach. 
方法論は「A/R CDM M&P」のパラ22で定められたアプローチを適用する。ベースライン方法論は、環境条

件、過去の土地利用、及び土地利用の変化など状況を考慮し、反映させる。プロジェクト参加者には、（ど

のような）方法論であっても、提案する機会が与えられる。パラ22を考慮し、理事会は、以下のようなケース

を適用することに同意した。 
(a) 新方法論の場合：ベースライン方法論を作成するに際して、第一段階は、提案されるA/R CDMプロ

ジェクト活動について最も適切なアプローチを見つけ出し、その後、適切な方法論を確認（作成）すること。 
(b) 承認済方法論の場合：承認済方法論を選択するに際して、プロジェクト参加者は必ず一つのアプロー

チを選択すること。 
 
Baseline net greenhouse gas removals by sinks: ベースライン純吸収量 
“Baseline net GHG removals by sinks” is the sum of the changes in carbon stocks in the carbon pools within 
the project boundary that would have occurred in the absence of the A/R CDM project activity. 
「ベースライン純吸収量」は、A/R CDMプロジェクト活動がなかった場合に起こり得るであろう、プロジェクト

境界内の炭素プールの炭素蓄積量の変化の合計量である。 
 
Baseline - new methodology: ベースライン-新方法論 
Project participants may propose a new baseline methodology established in a transparent and conservative 
manner. In developing a new baseline methodology, the first step is to identify the most appropriate approach 
for the proposed A/R CDM project activity and then an applicable methodology. 
Project participants shall submit a proposal for a new methodology to a designated operational entity by 
forwarding a completed “Proposed New Methodology for A/R: Baseline and Monitoring (CDM-ARNM)” 
along with the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) with sections A to D completed in order 
to demonstrate the application of the proposed new methodology to a proposed A/R CDM project activity. 
 
The proposed new methodology will be treated as follows: If the designated operational entity determines 
that it is a new methodology it will forward the documentation to the Executive Board. The documentation 
will be considered in accordance with the latest version of the “procedures for the submission and 
consideration of a proposed new methodology for afforestation and reforestation project activities under the 
CDM” (available on the UNFCCC CDM web site). The Executive Board shall expeditiously, if possible at its 
next meeting but not later than four months review the proposed methodology. Once approved by the 
Executive Board it shall make the approved methodology publicly available along with any relevant guidance 
and the designated operational entity may proceed with the validation of the proposed A/R CDM project 
activity (applying the approved methodology) and submit the project design document for registration. In the 
event that the COP/MOP requests the revision of an approved methodology, no A/R CDM project activity 
may use this methodology. The project 
participants shall revise the methodology, as appropriate, taking into consideration any guidance 
received. 
 
プロジェクト参加者は、透明性がありかつ保守的（控えめ）に創られた、新ベースライン方法論を提案するこ

とが出来る。新ベースライン方法論を作成するに際して、第一段階は、提案されるA/R CDMプロジェクト活

動について最も適切なアプローチを見つけ出し、その後、適用可能な方法論をみつけることである。プロ

ジェクト参加者は、A/R「ベースライン・モニタリング新方法論提案書(CDM-AR-NM)」を提案される新方法

論を、提案するA/R CDMプロジェクト活動に適用することを証明するために、セクションA-Dを完成させた

「A/Rプロジェクト設計書(CDM-AR-PDD)」と一緒にDOEに提出することで、新方法論提案を提出する。 
 
提案された新方法論は以下のように取り扱われる：DOEがそれが新方法論であると判断した場合、理事会

に提出される。書類は最新バージョンの「A/Rプロジェクト新方法論提案の提出と審議方法（UNFCCC 
CDMウェブサイトで入手可能）」に従って審議される。 
理事会は、早急に、可能であれば次回の会合で、遅くとも４ヶ月以内に、提案された方法論を検討する。理

事会で承認された方法論は関連するガイダンスと共に公開され、DOEは、（その承認された方法論を適用

して）提案されたA/R CDMプロジェクト活動の有効化審査を進めることが可能であり、登録のためにPDDを

提出してもよい。COP/MOPが承認された方法論の訂正を要求した場合、この方法論はA/R CDMプロジェ

クト活動には使用できない。プロジェクト参加者は指示されたガイダンスを考慮し、その方法論を訂正しなけ

ればならない。 
 



 

Baseline scenario for A/R CDM project activities: A/R CDMプロジェクト活動のベースラインシナリオ 
The baseline scenario for an A/R CDM project activity is the scenario that reasonably represents the sum of 
the changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary that would occur in the absence 
of the A/R CDM project activity. A baseline scenario shall be derived using a baseline methodology referred 
to in paragraphs 12 and 13 of the CDM A/R modalities and procedures. 
 
A baseline shall cover all carbon pools within the project boundary but project participants may choose not to 
account for one or more carbon pools if they provide transparent and verifiable information indicating that 
the choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals by sinks. 
 
Different baseline scenarios may be elaborated as potential projections of the situation existing before the 
proposed A/R CDM project activity. The continuation of an existing activity could be one of them; the 
implementation of the proposed A/R CDM project activity may be another; and many others could be 
envisaged. Baseline methodologies shall require a narrative description of all reasonable baseline scenarios. 
 
To elaborate the different scenarios, different elements shall be taken into consideration, including related 
guidance issued by the Executive Board. For instance, the project participants shall take into account national 
/ sectoral policies and circumstances, ongoing technological improvements, past land uses and land-use 
changes, investment barriers, etc. (see paragraph b (vii) of Appendix C to decision 17/CP.7 and paragraphs 
20 (e) and 22 of decision 19/CP.9). 
 
A/R CDMプロジェクト活動のベースラインシナリオは、そのA/R CDMプロジェクト活動がなかった場合に起

こり得る、プロジェクト境界内のカーボンプールの炭素蓄積量の変化の合計量を適切に表現するシナリオ

である。ベースラインシナリオは、「A/R CDM M&P」のパラ12と13で記述されているベースライン方法論を

使って、導き出されるものである。 
 
ベースラインはプロジェクト境界内の全てのカーボンプールをカバーする必要があることになっているが、プ

ロジェクト参加者は、それらのうち１つ or ２つ以上のカーボンプールについて、それらのカーボンプールが

純人為的吸収量を増加させないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それらのカーボン

プールを測定しないという選択ができる。 
 
提案されるA/R CDMプロジェクト活動の以前に存在するであろう状況の潜在的な予測を検討し、複数の異

なるのベースラインシナリオを推敲しなければならない。存在していた活動の継続はそれらの１つとなりうる；

提案するA/R CDMプロジェクト活動の実行ももう一つのシナリオとなりうる；さらに多くの他のシナリオが考え

られるだろう。ベースライン方法論にはすべての理にかなったベースラインシナリオの記述が求められる。 
 
複数の異なるシナリオを推敲するに際しては、理事会が示したガイダンスを含め、種々の要素を考慮しなけ

ればならない。プロジェクト参加者は、国や管轄部門の政策とその状況、技術的進捗状況、過去の土地利

用とその変化、投資バリア（障壁）などを考慮しなければならない。（paragraph b (vii) of Appendix C to 
decision 17/CP.7 及び paragraphs 20 (e) and 22 of decision 19/CP.9 を参照)である。 
 
Confidential/proprietary information:秘密／所有情報 
In accordance with paragraph 6 of the CDM modalities and procedures3, information obtained from A/R 
CDM project participants marked as proprietary or confidential shall not be disclosed without the written 
consent of the provider of the information, except as required by national law. Information used to determine 
additionality, to describe the baseline methodology and its application, and to support an environmental 
impact assessment shall not be considered as proprietary or confidential. Bearing in mind paragraph 6 of the 
CDM modalities and procedures4, project participants shall submit 
documentation that contains confidential and proprietary information in two versions: 
• One marked up version where all confidential/proprietary parts shall be made illegible by the project 
participants (e.g. by covering those parts with black ink) so that this can be made publicly available. 
• A second version containing all information which shall be treated as strictly confidential by all handling 
this documentation (DOEs/AEs, Board members and alternates, panel/committee and working group 

                                                      
3 Applied mutatis mutandis in the CDM A/R modalities and procedures 
A/R CDMの方法と手続きに必要な変更を加え適用されている 
4 Applied mutatis mutandis in the CDM A/R modalities and procedures 
A/R CDMの方法と手続きに必要な変更を加え適用されている 



 

members, external experts requested to consider such documents in support of work for the Board, and the 
secretariat). 
 
「ＣＤＭ M&P」のパラ６に従い、A/R CDMプロジェクト参加者から秘密または専有情報として得られたもの

は、国の法律で求められた場合を除き、情報提供者の書面による同意なしで開示してはならない。追加性

の証明、ベースライン方法論の記述とその適用、環境影響評価の裏付けとして使用された情報は秘密／専

有情報としては扱われない。 
「ＣＤＭ M&P」のパラ6に基づき、プロジェクト参加者は秘密／専有情報を含んだ書類を２つのバージョン

で提出する。 
・１つはプロジェクト参加者によってすべての秘密／専有部分を読めなくしたバージョンにする（黒インクで

塗りつぶすなど）。それによって公開が可能になる。 
・２つめのバージョンはすべての情報を含むものとし、この書類を手にするすべての者（DOE/AE、理事会メ

ンバー、パネル／委員会／ワーキンググループメンバー、理事会の業務サポートを依頼された外部の専門

家、事務局）により厳重に極秘として扱われる。 
 
Carbon pools:炭素プール 
Carbon pools5 are: above-ground biomass, belowground biomass, litter, dead wood and soil organic carbon. 
Project participants may choose not to account for one or more carbon pools if they provide transparent and 
verifiable information that indicates that the choice will not increase the expected net anthropogenic GHG 
removals by sinks. 
炭素プールとは、地上部バイオマス、地下部バイオマス、落葉落枝、枯死木、土壌有機物の（５つ）である。

プロジェクト参加者は、それらのうち１つまたは複数の炭素プールについて、それらの炭素プールが純人為

的吸収量を増加させることはないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それらの炭素プール

を測定しないという選択ができる。 
 
Certification: 証明書 
Certification is the written assurance by the designated operational entity that an A/R CDM project activity 
achieved the net anthropogenic GHG removals by sinks since the start of the project, as verified. 
証明書とは、そのA/R CDMプロジェクト活動がプロジェクト開始以降において純人為的吸収量を達成し、

立証したことを示す、DOEから発行される保証の書面である。 
 
Conservative: 保守的な（控えめな） 
See “Transparent and conservative”. 
「透明性があり且つ保守的な（控えめな）」を参照。 
 
Crediting period: 
See crediting period for A/R CDM project activities 
A/R CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間を参照。 
 
Crediting period for A/R CDM project activities: 
The crediting period for an A/R CDM project activity is the period for which net anthropogenic GHG 
removals by sinks are verified and certified by a designated operational entity for the purpose of issuance of 
long-term certified emission reductions (lCERs) or of temporary certified emission reductions(tCERs). The 
crediting period shall begin at the starting date of the A/R CDM project activity. A crediting period shall not 
extend beyond the operational lifetime of the A/R CDM project activity. 
 
The Board, at its twenty-first meeting, clarified that provisions of paragraphs 12 and 13 of decision 
17/CP.7 do not apply to CDM afforestation and reforestation project activities. A CDM afforestation and 
reforestation project activity starting after 1 January 2000 can also be validated and registered after 31 
December 2005 as long as the first verification of the project activity occurs after the date of registration 
                                                      
5 5 For more information on the definition for each carbon pool, you may refer to the Intergovernmental Panel on Climate 
Change Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry, table 3.2.1 on page 3.15. See 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm. 

カーボンプールについて、以下を参照。「気候変動に関する国際委員会、土地利用、土地利用変化、及び森林

に関する標準実施ガイダンス（the Intergovernmental Panel on Climate Change Good Practice Guidance for Land 
Use, Land-Use Change and Forestry）の page 3.15. の table 3.2.1 」、または、 
「http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm」 



 

of this project activity. Given that the crediting period starts at the same date as the starting date of the 
project activity, the projects starting 2000 onwards can accrue tCERs/lCERs as of the starting date. 
 
The project participants may choose between two options for the length of a crediting period: (i) fixed 
crediting period or (ii) renewable crediting period, as defined in paragraph 23 (a) and (b) of the 
A/R CDM M & P. 
(see also: starting date of an A/R CDM project activity) 
 
A/R CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間とは、長期の期限付きクレジット(lCERs)、もしくは短期の期

限付きクレジット(tCERs)発行のためにDOEによって立証及び証明されるべき純人為的吸収量の発生期間

である。そのクレジット発生期間はA/R CDMプロジェクト活動の開始日から始まる。そのクレジット発生期間

は、A/R CDMプロジェクト活動の事業期間を超えて延長することは出来ない。 
 
理事会は21回会合でdecision17/CP.7のパラ12と13の条項はA/R CDMプロジェクト活動には適用されない

ことを明確にした。2000年1月1日以降に開始したA/R CDMプロジェクト活動は、プロジェクト活動の登録日

後にプロジェクト活動の最初の検証が行われる限り、2005年12月31日以降でも有効化され・登録される。ク

レジット発生期間がプロジェクト活動開始日と同日に開始する場合、2000年以降に開始するプロジェクトは

プロジェクト開始日からtCERs/lCERsを発生することができる。 
 
プロジェクト参加者は、「A/R CDM M&P」のパラ23(a)と(b)で規定されているように、(ⅰ)固定クレジット発生

期間、(ⅱ)更新可能クレジット発生期間の２種類のうちいずれかを選択することが出来る。（A/R CDMプロ
ジェクト活動の開始日の項も参照） 
 
Crediting period – fixed:クレジット発生期間－固定 
“Fixed Crediting Period” is one of two options for determining the length of a crediting period. In the case of 
this option, the length and starting date of the period is determined once for an A/R CDM project activity 
with no possibility of renewal or extension once the proposed A/R CDM project activity has been registered. 
The length of the period can be a maximum of thirty years for a proposed A/R CDM project activity. 
(paragraph 23 (b) of CDM A/R modalities and procedures). 
固定クレジット発生期間は、クレジット発生期間の長さを定義する２つのオプションのうちの１つである。この

場合、提案されたA/R CDMプロジェクトが登録されると、そのA/R CDMプロジェクト活動の期間と開始日が

決定し、更新や延長はできない。提案されたA/R CDMプロジェクト活動の期間は最大３０年である（「A/R 
CDM M&P」パラ23(b)を参照）。 
 
Crediting period – renewable:クレジット発生期間－更新可能 
“Renewable crediting period” is one of two options for determining the length of a crediting period. In 
the case of this option, a single crediting period may be of a maximum of twenty years. The crediting 
period may be renewed at most two times (maximum 60 years), provided that, for each renewal, a 
designated operational entity determines that the original project baseline is still valid or has been 
updated taking account of new data, where applicable, and informs the Executive Board accordingly 
(paragraph 23 (a) of the A/R CDM modalities and procedures). The starting date and length of the first 
crediting period has to be determined before registration. 
更新可能クレジット発生期間は、クレジット発生期間の長さを定義する２つのオプションのうちの１つである。

この場合、１回のクレジット発生期間は最大20年間である。このクレジット発生期間は、最大２回更新（最大

60年間）可能である。それぞれの更新時において、ＤＯＥが元のプロジェクトベースラインがまだ有効である、

または必要な場合は新しいデータを考慮して更新されたと定義し、理事会に報告する（「A/R CDM M&P」

パラ23 (a)を参照）。最初のクレジット発生期間の開始日と長さは、登録の前に決定されていなければならな

い。 
 
Designated operational entity (DOE): 指定運営組織（DOE） 
An entity designated by the COP/MOP, based on the recommendation by the Executive Board, as qualified to 
validate proposed CDM project activities as well as verify and certify net anthropogenic GHG removals by 
sinks. A designated operational entity shall not perform validation or verification and certification on the 
same A/R CDM project activity. Upon request, the Executive Board may however allow a single DOE to 
perform all these functions within a single A/R CDM project activity. COP at its eighth session decided that 
the Executive Board may designate on a provisional basis operational entities (please refer to decision 
21/CP.8). 



 

理事会の推薦を受けCOP/MOPにより指定された組織は、提案するCDMプロジェクト活動の有効化審査、

並びに純人為的吸収量の「検証と認証」を行う資格を持つ。１つの指定運営組織が、同じA/R CDMプロ

ジェクト活動の「有効化審査」と「検証と認証」を行うことは出来ない。しかし、要請があれば、理事会は、１つ

の指定運営組織が１つのA/R CDMプロジェクト活動に対するこれら全ての機能（「有効化審査」、「検証と認

証」）を行うことを承認できる。COPは第８回会合において、理事会が暫定的という条件で運営組織を指定

することを決定した。 
 
Eligibility of land: 土地の適格性 
Project participants shall follow the following procedures to define the eligibility of lands for afforestation 
and reforestation project activities (see Annex 16 of the report of the twenty first meeting of the Board): 
プロジェクト参加者はA/Rプロジェクト活動の土地の適格性の証明するために下記の手順に従わなければ

ならない（EB21 Annex 16参照）→EB22???? 
 
1. Project participants shall provide evidence that the land within the planned project boundary is eligible as 
an A/R CDM project activity following the steps outlined below. 
(a) Demonstrate that the land at the moment the project starts is not a forest by providing information that: 
i. The land is below the forest national thresholds (crown cover, tree height and minimum land area) for 
forest definition under decisions 11/CP.7 and 19/CP.9 as communicated by the respective DNA; and 
ii. The land is not temporarily unstocked as a result of human intervention such as harvesting or natural 
causes or is not covered by young natural stands or plantations which have yet to reach a crown density or 
tree height in accordance with national thresholds and which have the potential to revert to forest without 
human intervention. 
 
(b) Demonstrate that the activity is a reforestation or afforestation project activity: 
i. For reforestation project activities, demonstrate that on 31 December 1989, the land was below the forest 
national thresholds (crown cover, tree height and minimum land area) for forest definition under decision 
11/CP.7 as communicated by the respective DNA. 
ii. For afforestation project activities, demonstrate that the land is below the forest national thresholds (crown 
cover, tree height and minimum land area) for forest definition under decision 11/CP.7 as communicated by 
the respective DNA, for a period of at least 50 years. 
 
2. In order to demonstrate steps 1 (a) and 1 (b), project participants shall provide one of the following 
verifiable information: 
(a) Aerial photographs or satellite imagery complemented by ground reference data; or 
(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); or 
(c) If options (a) and (b) are not available/applicable, project participants shall submit a written testimony 
which was produced by following a participatory rural appraisal methodology6. 
 
１．プロジェクト参加者は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

適格性があるという証拠を提示しなければならない。 
(a)プロジェクト開始時においてその土地が森林でなかったことを次のような情報を提示することで証明す

る： 
i.その土地が、各ＤＮＡによって示された Decision 11/CP.7 と 19/CP.9 による森林の定義として、国で決めら

れた森林の閾値（樹冠率、樹高、最小土地面積）よりも低い。 
 
ii.その土地が、収穫などの人為的な介入や自然災害の結果一時的にストックがない状態になったのではな

い、または樹冠率、樹高が国の定義よりも低く、人為的介入なしに森林に戻るポテンシャルのある若年の天

然の森林や植林地ではない。 
 
(b)活動が再植林または新規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 日の時点で、その土地が各ＤＮＡによって Decision 
11/CP.7 に基づく森林の定義として定めた森林の閾値（樹冠率、樹高、最小土地面積）よりも低いことを証明

する。 
 
ii.新規植林プロジェクトの場合、その土地が最低 50 年間の間、各ＤＮＡによって Decision 11/CP.7 に基づく

森林の定義として定めた森林の閾値（樹冠率、樹高、最小土地面積）よりも低いことを証明する。 



 

 
２．ステップ１(a)、1(b)を証明するために、プロジェクト参加者は次のような実証可能な情報のうち１つを提示

しなければならない： 
(a)地上の参照データによって補足された地上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 
(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）
6に従って作成した書面の証言を提出する。 
 
Forest: 
“Forest” is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent stocking level) 
of more than 10-30 per cent with trees with the potential to reach a minimum height of 2-5 metres at maturity 
in situ. A forest may consist either of closed forest formations where trees of various storeys and 
undergrowth cover a high proportion of the ground or open forest. Young natural stands and all plantations 
which have yet to reach a crown density of 10-30 per cent or tree height of 2-5 metres are included under 
forest, as are areas normally forming part of the forest area which are temporarily unstocked as a result of 
human intervention such as harvesting or natural causes but which are expected to revert to forest. A Party 
not included in Annex I may host an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the 
Executive Board through its designated national authority for the CDM the parameters it has chosen for the 
definition of “forest” to be used for the purposes of hosting A/R project activities under the CDM. 
A Party not included in Annex I may host an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the 
Executive Board through its designated national authority for the CDM: 
(a) A single minimum tree crown cover value between 10 and 30 per cent; and 
(b) A single minimum land area value between 0.05 and 1 hectare; and 
(c) A single minimum tree height value between 2 and 5 metres. 
The selected values referred above shall be fixed for all A/R CDM project activities registered prior to the 
end of the first commitment period. 
「森林」とは、最低面積 0.05～1.0 ha、最低樹冠率（ or 群落率）10～30％、成林時の最低樹高2～5m、の

条件を満たすものである。森林は、複層になった樹木や下層植生により、地表を高い比率で覆う閉鎖林、も

しくは疎林である。 
樹冠率10～30％、樹高2～5mに達していない天然の幼令林とすべての植林地は森林とみなす。これらは

通常森林の一部を構成しているとみなされ、収穫などの人為的介入や自然的な原因によりの結果一時的

にストックがない状態であるが森林に戻ることが期待される。 
非Annex I締約国は、次のすべての事項の数字を選択し、DNAを通じて理事会に報告すればA/R CDMプ

ロジェクト活動のホスト国となることができる： 
(a) 最低樹冠率として10～30％の１つの数字 
(b) 最低面積として0.05～1.0 haの１つの数字 
(c) 最低樹高として2～5mの１つの数字 
上記で選択した数字は、全てのA/R CDMプロジェクト活動の登録に際して、第１約束期間終了までは固定

される。 
 
Fixed Crediting Period:固定クレジット期間 
See crediting period – fixed. 
 
Host Party:ホスト国 
A Party not included in Annex I to the Convention on whose territory the A/R CDM project activity is 
physically located. An A/R CDM project activity located in several countries has several host Parties. At the 
time of registration, a Host Party shall meet the requirements for participation as defined in paragraphs 28 to 
30 of the CDM modalities and procedures. 
 
A/R CDMプロジェクトが物理的に所在する領地を持つ、条約のAnnex I に含まれていない締約国である。

１つのA/R CDMプロジェクト活動がいくつかの国にまたがる場合、複数のホスト国を持つことになる。登録時

において、ホスト国は、「CDM M&P」のパラ28～30で定義されている参加要件を満たしていなければならな

                                                      
6参加型農村調査法(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 



 

い。 
 
Issuance of temporary certified emission reductions (tCERs) or of long-term certified emission 
reductions (lCERs): 短期期限付き排出削減（クレジット、tCERs）と長期期限付き排出削減（クレジット、

lCERs）の発行 
Issuance of lCERs or tCERs refers to the instruction by the Executive Board to the CDM registry 
administrator to issue a specified quantity of lCERs or tCERs for an A/R CDM project activity into the 
pending account of the Executive Board in the CDM registry, in accordance with paragraph 66 of the CDM 
modalities and procedures and sections J and K and appendix D of the A/R CDM modalities and procedures. 
Upon issuance of tCERs or lCERs, the CDM registry administrator shall, in accordance with paragraph 66 of 
the CDM modalities and procedures, promptly forward the tCERs or lCERs to the holding accounts of 
project participants involved, in accordance with their request, having deducted the quantity of tCERs or 
lCERs corresponding to the share of proceeds to cover administrative expenses for the Executive Board and 
to assist in meeting costs of adaptation for developing countries vulnerable to adverse impacts of climate 
change, respectively, in accordance with Article 12, paragraph 8, to the appropriate accounts in the CDM 
registry for the management of the share of proceeds. 
tCERs or lCERs の発行は、A/R CDMプロジェクト活動で特定された量のlCERやtCERをCDMレジストリー

の理事会のペンディングアカウントに発行するためのCDM登録簿管理人に対する理事会の解説を参照す

ること。それは、「CDM M&P」のパラ66、及び「A/R CDM M&P」のセクションJ、K、appendix Dに従ってい

る。 
tCERs or lCERs の発行後、「CDM M&P」のパラ66に従い、CDM登録簿管理者は早急に、「収益の一部」

を差し引いたのち、プロジェクト参加者の指示に基づき彼らの所有口座にtCERs or lCERs を移管する。

「収益の一部」はCDM登録簿に設けられる（別の）口座に移管されるが、京都議定書第12条8項に従って、

それは理事会の管理費、及び地球温暖化の影響を受けやすい発展途上国に対する支援のために使用さ

れる。 
 
Leakage: リーケッジ 
See “leakage for A/R project activities”. 
 
Leakage for A/R project activities: A/Rプロジェクト活動のリーケッジ 
Leakage is the increase in GHG emissions by sources which occurs outside the boundary of an A/R CDM 
project activity which is measurable and attributable to the A/R CDM project activity; 
リーケッジはA/R CDMプロジェクト活動のバウンダリー外で起こる、測定可能でA/R CDMプロジェクト活動

に起因する、ソースからのGHG排出の増加である。 
 
Long-term certified emission reductions (lCERs):長期期限付き排出削減量（クレジット、lCERs） 
A long-term certified emission reduction or lCER is a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto 
Protocol for an A/R CDM project activity, which expires at the end of the crediting period of the A/R CDM 
project activity under the CDM for which it was issued. It is equal to one metric tonne of carbon dioxide 
equivalent. 
Where project participants have chosen the lCER approach to address non-permanence, a request to the 
Executive Board has to be made for issuance of lCERs equal to the verified amount of net anthropogenic 
GHG removals by sinks achieved by the A/R CDM project activity since the previous certification. 
長期の期限付きクレジットであるlCERは、A/R CDMプロジェクト活動に対して、京都議定書第12条に基づ

き発行される単位であり、A/R CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間の終了と同時に無効となる。それ

は、１CO2トン（二酸化炭素メトリックトン）と等しい。 
プロジェクト参加者が非永続性に対処するためにlCERのアプローチを選択した場合、理事会への要請は、

前回の認証以降のA/R CDMプロジェクト活動による純人為的吸収量の検証量と同量のlCERs発行を求め

るものでなければならない。 
 
Measurable and attributable:「測定可能」で「（～に）起因する」 
In an operational context, the terms measurable and attributable in paragraph 51 (project boundary) of the 
CDM modalities and procedures should be read as “which can be measured” and “directly attributable”, 
respectively. 
事業の実施において、CDM modalities and proceduresのパラ51（プロジェクトバウンダリー）の用語「測定可

能で（～に）起因する」は「測定が可能」で「直接的に起因する」と解釈する。 
 



 

Modalities of communication of project participants with the Executive Board:プロジェクト参加者が理

事会とコミュニケーションする際の様式 
The modalities of communication between project participants and the Executive Board are indicated at the 
time of registration by submitting a statement signed by all project participants. All official communication 
from and to project participants, after a request for registration is submitted by a DOE, shall be handled in 
accordance with these modalities of communication. If these modalities have to be modified, the new 
statement shall be signed by all project participants and submitted in accordance with the modalities that are 
to be replaced. 
プロジェクト参加者と理事会の間のコミュニケーションの様式は、すべてのプロジェクト参加者によってサイ

ンされた書面を提出する登録の際に示される。登録申請がDOEによって提出された後、プロジェクト参加者

へ、及びプロジェクト参加者からのすべての公式なコミュニケーションは、これらのコミュニケーションの様式

に従って取り扱われる。もしこれらの様式に変更が必要な場合、新しい声明に全てのプロジェクト参加者が

サインし、置き換えられるであろう様式に従って提出されなければならない。 
 
Monitoring of an A/R CDM project activity: A/R CDMプロジェクト活動のモニタリング 
Monitoring refers to the collection and archiving of all relevant data necessary for estimating or measuring 
the net anthropogenic GHG removals by sinks during the crediting period. For more information on the 
monitoring plan, please refer to paragraph 25 of the A/R CDM modalities and procedures. 
モニタリングとは、クレジット発生期間に、純人為的吸収量を推定または測定するために必要となる全ての

関連データを収集及び保管することである。モニタリング計画に関するさらに詳しい説明については、「A/R 
CDM M&P」パラ25を参照。 
 
Monitoring methodology:モニタリング方法論 
A monitoring methodology refers to the method used by project participants for the collection and archiving 
of all relevant data necessary for the implementation of the monitoring plan. 
モニタリング方法論とは、プロジェクト参加者が、必要とする全ての関連データを収集及び保管するために

用いる方法であり、またモニタリング計画を実施するためのものである。 
 
Monitoring methodology - approved:承認されたモニタリング方法論 
A monitoring methodology approved by the Executive Board and made publicly available along with 
relevant guidance. 
理事会によって承認されたモニタリング方法論で関連するガイダンスと共に公開される 
 
Monitoring methodology - new:モニタリング方法論（新） 
Project participants may propose a new monitoring methodology. In developing a monitoring methodology, 
the first step is to identify the most appropriate methodology bearing in mind good monitoring practice in 
relevant sectors. Project participants shall submit a proposal for a new methodology to a designated 
operational entity by forwarding a completed “Proposed New Methodology for A/R: Baseline and 
Monitoring (CDM-AR-NM)” along with the project design document for A/R (CDM-AR-PDD) with 
sections A to E completed in order to demonstrate the application of the proposed new methodology to a 
proposed A/R CDM project activity. 
A new proposed methodology will be treated as follows: If the designated operational entity determines that 
it is a new methodology it will forward the documentation to the Executive Board. The documentation will 
be considered in accordance with the latest version of the “procedures for the submission and consideration 
of a proposed new methodology for afforestation and reforestation project activities under the CDM” 
(available on the UNFCCC CDM web site). The Executive Board shall expeditiously, if possible at its next 
meeting but not later than four months review the proposed methodology. Once approved by the Executive 
Board it shall make the approved methodology publicly available along with any relevant guidance and the 
designated operational entity may proceed with the validation of the proposed A/R CDM project activity 
(applying the approved methodology) and submit the project design document for registration. In the event 
that the COP/MOP requests the revision of an approved methodology, no A/R CDM project activity may use 
this methodology. The project participants shall revise the methodology, as appropriate, taking into 
consideration any guidance received. 
プロジェクト参加者は新モニタリング方法論を提案することが出来る。モニタリング方法論を作成するに際し

ては、関連するセクターが使用している標準的なモニタリング方法の中から最も適切な方法論を選び出す

ことが第一歩である。 
プロジェクト参加者は、DOEに、「AR新方法論提案：ベースラインとモニタリング (CDM-AR-NM)」と提案す

るA/R CDMプロジェクト活動に新方法論が適用可能であることを説明するためにsection A～Eの部分を記



 

述した。「ARのプロジェクト設計書 (CDM-AR-PDD)」を提出する。 
提案された新方法論は以下のように取り扱われる：もしDOEが、その提出された方法論が新方法論であると

判断した場合、理事会に提出される。書類は 最新版の“procedures for the submission and consideration of 
a proposed new methodology for afforestation and reforestation project activities under the CDM”に従って

検討される。理事会は、早急に、可能であれば次回の理事会とするが遅くとも４ヶ月以内には、提案された

方法論を検討する。理事会で承認された方法論は関連するガイダンスと共に公開される。DOEは、（その承

認された方法論を用いて）提案されたA/R CDMプロジェクト活動の有効化審査を進めることができ、登録す

るためにPDDを提出できる。もしCOP/MOPが承認された方法論の訂正を要求した場合、この方法論はA/R 
CDMプロジェクト活動には使用できず、プロジェクト参加者は指示されたガイダンスを考慮し、その方法論

を訂正しなければならない。 
 
Monitoring plan:モニタリング計画 
Please see “Monitoring of an A/R CDM project activity”. 
A/R CDMプロジェクト活動のモニタリングを参照。 
 
Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks: 純人為的吸収量 
“Net anthropogenic GHG removals by sinks” is the actual net GHG removals by sinks minus the baseline net 
GHG removals by sinks minus leakage. 
「純人為的吸収量」とは、現実純吸収量から、ベースライン純吸収量とリーケージを差し引いたものである。 
 
Operational lifetime of an A/R CDM project activity: A/R CDMプロジェクト活動の事業期間 
It is defined as the period during which the A/R CDM project activity is in operation. No crediting period 
shall end after the end of the operational lifetime (calculated as from starting date). 
A/R CDMプロジェクト活動が実施されている期間と定義される。クレジット発生期間は、（開始日から計算さ

れる）事業期間終了後に終了することはない。（事業期間が終了すれば、クレジット発生期間も自動的に終

了する。） 
 
Party involved:関連する締約国 
A Party involved is a Party that provides a written approval. 
See “Approval by Parties involved”. 
書面による承認を与える締約国のこと。“Approval by Parties involved”参照 
 
Project activity:プロジェクト活動 
See “A/R CDM Project activity”. 
“A/R CDM Project activity”参照 
 
Project boundary for A/R project activities:A/Rプロジェクト活動のプロジェクトバウンダリー（境界） 
The “project boundary” geographically delineates the A/R CDM project activity under the control of the 
project participants. An A/R CDM project activity may contain more than one discrete areas of land. If an 
A/R CDM project activity contains more than one discrete area of land: 
- Each discrete area of land should have a unique geographical identification; 
- The boundary should be defined for each discrete area and should not include the areas in between these 
discrete areas of land. 
プロジェクト境界とは、プロジェクト参加者の管理下にある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プロジェクト活動は１つ以上の分離した土地の区画を含む。１つのA/R CDMプロジェ

クト活動が１つ以上の分離した土地の区画を含む場合、 
-各分離した土地はそれぞれ地理的確認ができること。 
-各分離した土地でバウンダリーを明確にし、またこれらの各分離した土地の間の部分を含まないこと。 
 
Project participants:プロジェクト参加者 
In accordance with the use of the term project participant in the CDM modalities and procedures and A/R 
CDM modalities and procedures, a project participant is (a) a Party involved, and/or (b) a private and/or 
public entity authorized by a Party to participate in an A/R CDM project activity. In accordance with 
Appendix D of the CDM modalities and procedures, the decision on the distribution of CERs from an A/R 
CDM project activity shall exclusively be taken by project participants. 
Project participants shall communicate with the Executive Board, through the secretariat, in writing in 
accordance with the “modalities of communication” as indicated at the time of registration or as subsequently 



 

altered (see “Modalities of communication ...” above). 
If a project participant does not wish to be involved in taking decisions on the distribution of lCERs/tCERs, 
this shall be communicated to the Executive Board through the secretariat at the latest when the request 
regarding the distribution is made. 
See also: “Approval by Parties involved”, “Party involved” and “Request for distribution of lCERs or of 
tCERs”. 
「CDM M&P」及び「A/R CDM M&P」におけるプロジェクト参加者の条項に従い、プロジェクト参加者は、(a)
関係する締約国や、または、(b)A/R CDMプロジェクト活動に参加することを締約国によって認められた民

間組織や公的機関である。 
「CDM M&P」の Appendix D に従い、A/R CDMプロジェクト活動から得られるCERsの分配の決定はプロ

ジェクト参加者に限定される。 
プロジェクト参加者が理事会と連絡を取る場合は、その事務局を通じ、「連絡の方法(modalities of 
communication)」に従い書面にて、登録時に提出し、その後改訂する。“Modalities of communication ...”
参照。 
もしプロジェクト参加者が lCERs/tCERs の配分決定に関わることを希望しない場合、遅くともその

（lCERs/tCERs の）配分要請がなされるまでに、事務局を通じ理事会に連絡されなければならない。 
“A/R CDMプロジェクト活動に参加する民間組織/公的機関の承認”、及び“ lCERs/tCERs の配分要請”を
参照。 
 
Renewable crediting period: 更新可能クレジット発生期間 
See Crediting period – renewable. 
 
Reforestation:再植林 
“Reforestation” is the direct human-induced conversion of non-forested land to forested land through 
planting, seeding and/or the human-induced promotion of natural seed sources, on land that was forested but 
that has been converted to non-forested land. 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. 
「再植林」は、以前は森林であったが非森林地に転換された場所を森林に、植林、蒔種、人為的な天然の

シードソースの導入などによって直接人為的に転換することである。第１約束期間においては、「再植林」は

1989年12月31日に森林でなかった土地への再植林に限定される。 
 
Request for distribution of lCERs or of tCERs: lCERs、tCERs配分要請 
The request regarding the distribution of lCERs or of tCERs can only be changed if all signatories of the 
previous instruction have agreed to the change and signed the appropriate document. A change of project 
participants shall immediately be communicated to the Executive Board through the secretariat. The 
indication of change shall be signed by all project participants of the previous communication and by all new 
and remaining project participants. Each new project participant needs authorization, as required. 
lCERsまたはtCERsの配分についての要請は旧指示書の署名人全てが変更を合意し、適切な書類にサイ

ンした場合のみ、変更できる。プロジェクト参加者に変更があった場合は、ただちに、事務局を通じ理事会

に連絡されなければならない。その変更の指示には、旧プロジェクト参加者全員及び新プロジェクト参加者

全員による署名が必要である。各新プロジェクト参加者は必要な許可を受けている必要がある。 
 
Stakeholders: 利害関係者 
Stakeholders mean the public, including individuals, groups or communities affected, or likely to be affected, 
by the proposed A/R CDM project activity or actions leading to the implementation of such an activity. 
利害関係者とは、提案されたA/R CDMプロジェクト活動により影響を受けるまたは受ける可能性のある、個

人を含む一般大衆、グループ、地域社会を意味する。 
 
Starting date of an A/R CDM project activity: A/R CDMプロジェクト活動の開始日 
A CDM afforestation and reforestation project activity starting after 1 January 2000 can also be validated and 
registered after 31 December 2005 as long as the first verification of the project activity occurs after the date 
of registration of this project activity. Given that the crediting period starts at the same date as the starting 
date of the project activity, the projects starting 2000 onwards can accrue tCERs/lCERs as of the starting date. 
This clarification was provided by the Board in para 64, of its twenty first meeting report and stipulates that 
provisions of paragraphs 12 and 13 of decision 17/CP.7 do not apply to CDM afforestation and reforestation 
project activities. 
2000年1月1日以降開始するA/R CDMプロジェクト活動は、このプロジェクト活動の登録の日付以降に最初



 

の検証が行われていれば、2005年12月31日以降有効化と登録をすることが出来る。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付であることを示せば、2000年から開始したプロジェクトは開始日時点の

tCERs、lCERsを発生させることが出来る。この決定はEB 21のミーティングレポートパラ64に示され、A/R 
CDMプロジェクト活動にはdecision 17/CP.7パラ12, 13は適用されないことを規定した。 
 
Temporary certified emission reductions (tCERs): 短期の期限付きクレジット (tCERs) 
A temporary certified emission reduction or tCER is a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto 
Protocol for an A/R CDM project activity under the CDM, which expires at the end of the commitment 
period following the one during which it was issued. It is equal to one metric tonne of carbon dioxide 
equivalent. 
Where project participants have chosen to issue tCERs to address non-permanence, a request to the Executive 
Board has to be made for issuance of tCERs equal to the verified amount of net anthropogenic GHG 
removals by sinks achieved by the A/R CDM project activity under the CDM since the start of the A/R CDM 
project activity. 
短期の期限付きクレジットtCERは、A/R CDMプロジェクト活動に対して、京都議定書第12条に基づき発行

される単位であり、発行された次の約束期間終了時に無効となる。それは、１CO2トン（二酸化炭素メトリック

トン）と等しい。 
プロジェクト参加者が非永続性に対処するためにtCERのアプローチを選択した場合、理事会への要請は、

A/R CDMプロジェクト活動開始以降のA/R CDMプロジェクト活動による純人為的吸収量の検証量と同量

のtCERs発行を求めるものでなければならない。 
 
Transparent and conservative: 透明性があり保守的な（控えめな） 
Establishing a baseline in a transparent and conservative manner (paragraph 20 (b) of the CDM A/R 
modalities and procedures) means that assumptions are made explicitly and choices are substantiated. In case 
of uncertainty regarding values of variables and parameters, the establishment of a baseline is considered 
conservative if the resulting projection of the baseline does not lead to an overestimation of net 
anthropogenic GHG removals by sinks attributable to an A/R CDM project activity (that is, in the case of 
doubt, values that generate a higher baseline net GHG removals by sinks shall be used). 
透明性があり保守的な（控えめな）やり方（「A/R CDM M&P」のパラ20 (b)）によるベースラインの設定とは、

その仮定が明確に作られ、そしてその選択が実証されることを意味する。変数やパラメーターの数字が不

確実性がある場合、ベースラインの設定は、ベースラインの推定値が、A/R CDMプロジェクト活動の結果と

して計算される純人為的吸収量を過大に導くことのないよう、保守的な（控えめな）配慮を行う（疑わしい場

合は、ベースライン純吸収量を高め/大き目にすること）。 
 
Permanence: 
Submit a suggestion of definition. 
 
Registration:登録 
Registration is the formal acceptance by the Executive Board of a validated project as an A/R CDM project 
activity under the CDM. Registration is the prerequisite for the verification, certification and issuance of 
tCERs or lCERs relating to that A/R CDM project activity. 
登録とは、有効化審査を通過したプロジェクトをCDMの１つのA/R CDMプロジェクト活動とする、理事会に

よる正式な受理である。登録はA/R CDMプロジェクト活動に関係する、検証、認証、tCER, lCerの発行の前

に必要である。 
 
Validation:有効化審査 
Validation is the process of independent evaluation of a proposed A/R CDM project activity under the CDM 
by a designated operational entity (DOE) against the requirements of afforestation and reforestation project 
activities under the CDM as set out in decision 19/CP.9, its annex and relevant decisions of the COP/MOP, 
on the basis of the project design document. 
有効化審査とは、提案されるA/R CDMプロジェクト活動に対して、DOEによって実施される、独立した査定

の過程である。それは、decision 19/CP.9 とその付属書、並びにCOP/MOPの関連決定文書で規定されて

いるCDMとしての新規植林・再植林の条件に適合しているかどうかを、PDDに基づき、審査される。 
 
Verification:検証 
Verification is the periodic independent review and ex post determination by the DOE of the net 
anthropogenic GHG removals by sinks achieved, since the start of the project, by an A/R CDM project 



 

activity under the CDM. Certification is the written assurance by a DOE that an A/R CDM project activity 
under the CDM achieved the net anthropogenic GHG removals by sinks since the start of the project, as 
verified. 
検証とは、周期的に実施される独立した再調査であり、ex post determination by the DOE 
そのプロジェクト開始以降、A/R CDMプロジェクト活動により達成した純人為的吸収量を決定した後、周期

的に実施される独立した再調査である。 
 


