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A. General Information on
the Simplified Project Design Document for small scale A/R (CDM-SSC-AR-PDD) 

CDM-SSC-AR 用の簡素化 PDD についての一般的情報 

 
1. These guidelines seek to assist project participants in completing the simplified 
Project Design Document for Small-Scale A/R project activities (CDM-SSC-AR-PDD) 
and the form for submission of queries, proposed new categories and/or amendments to 
the indicative simplified baseline and monitoring methodologies for selected small-scale 
CDM A/R project activity categories (F-CDM-SSC-AR-Subm). 
こ れ ら 手 引 き は 小 規 模 A/R CDM プ ロ ジ ェ ク ト 活 動 用 の 簡 素 化 PDD
（CDM-SSC-AR-PDD ）を完成させるための情報をプロジェクト参加者に供するものであ

る。また、これは質問や新しいプロジェクト類型 and/or 選択された小規模 A/R CDM プロ

ジェクト活動類型に対して例示された簡素化ベースライン及びモニタリング方法論の修正

案などを提出するための様式（F-CDM-SSC-AR-Subm）を提供する。 
 
2. The forms CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm were developed by the 
CDM Executive Board in conformity with the relevant simplified modalities and 
procedures for the Project Design Document for small scale A/R project activities under 
CDM as defined in Appendix A “Project Design Document” to the modalities and 
procedures for small-scale afforestation and reforestation project activities under the 
CDM (hereafter referred as “CDM-SSC-A/R modalities and procedures”, see decision 
14/CP.10 and its annex contained in document FCCC/CP/2004/10/Add.2.). 
CDM-SSC-AR-PDD 及び F-CDM-SSC-AR-Subm の様式は、小規模 A/R CDM プロジェク

ト活動のための方法と手続き（以下“CDM-SSC-A/R 方法と手続き”と記す、内容は文書

FCCC/CP/2004/Add.2 にある decision 14/CP.10 とその annex を見よ） に付属した

Appendix A の“プロジェクト設計書（PDD）”で定義されている小規模 A/R CDM プロジ

ェクト活動のための PDD 作成用の方法と手続きに従って CDM 理事会が開発したものであ

る。 
 
3. If project participants wish to submit a small scale afforestation or reforestation 
(hereafter referred as SSC-A/R) project activity for validation and registration, they 
shall submit a fully completed CDM-SSC-AR-PDD based on the “simplified baseline and 
monitoring methodologies for selected small-scale afforestation and reforestation CDM 
project activities categories”. In accordance with decision 14/CP.10, project participants 
may propose new simplified methodologies or amendments to these simplified baseline 
and monitoring methodology for project activities that would not fall under the 
applicability conditions of these baseline and monitoring methodologies. Such proposed 
new methodologies will be subject to the consideration of the CDM Executive Board. 
もしプロジェクト参加者が小規模 A/R CDM（以下 SSC-A/R と記す）プロジェクト活動を

有効化と登録のために提案するときには、“選択された小規模 A/R CDM プロジェクト活動

類型のための簡素化ベースライン及びモニタリング方法論”に基づいて完成された

CDM-SSC-AR-PDD を提出する。Decision14/CP.10 によれば、プロジェクト参加者は、新

しい簡素化方法論あるいはこれらベースライン及びモニタリング方法論に適合しないよう

なプロジェクト活動に対するこれら方法論の修正案を提出できる。このような提案された

新方法論は CDM 理事会において検討されるだろう。 



 
4. If project participants wish to submit queries and/or proposal for new categories 
and/or amendments to the simplified baseline and monitoring methodologies for 
selected small scale A/R CDM project activity categories they shall submit a fully 
completed F-CDM-SSC-AR-Subm.  
もしプロジェクト参加者が質問 and/or 新しいプロジェクト類型 and/or 選択された小規模

A/R CDM プロジェクト活動類型用ベースライン及びモニタリング方法論の修正を提案す

るときは、F-CDM-SSC-AR-Subm を完成させて提出する。 
 
5. The CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm may be obtained electronically 
from the UNFCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm), by e-mail (cdm-info@unfccc.int) 
or in printed format form the UNFCCC secretariat (Fax: +49-228-815-1999). 
CDM-SSC-AR-PDD 及 び  F-CDM-SSC-AR-Subm は UNFCCC ウ エ ブ サ イ ト

（http://unfccc.int/cdm）、e-mail(cdm-info@unfccc.int)、あるいはUNFCCC事務局（Fax: 
+49-228-815-1999）から印刷様式で入手できる。 
 
6. Terms, which are underline with a broken line in the CDM-SSC-AR-PDD, are 
explained in the “Glossary of SSC-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 SSC-A/R CDM Terms”. 
CDM-SSC-AR-PDD で破線の下線をした用語は、“SSC-A/R CDM 用語集”で解説されてい

る。プロジェクト参加者は、これら様式を完成する前及び作業中を通じて、 新の”SSC-A/R 
CDM 用語集”を参照されることを推奨する。 
 
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 (cem-info@unfccc.int) or in print via Fax 
(+49-228-815-1999). 
プロジェクト参加者はUNFCCC CDMのウエブサイト(http://unfccc.int/cdm)上の“案内と

説明”のセクション、及びUNFCCC事務局に e-mail(cem-info@unfccc.int)あるいは

Fax(+49-228-815-1999)で利用できる“案内と説明”を参照のこと。 
 
8. The Executive Board may revise the CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm, 
if necessary. 
必要であれば、理事会は CDM-SSC-AR-PDD 及び F-CDM-SSC-AR-Subm を改訂する。 
 
9. Revisions come into effect, once adopted by the Executive Board, bearing in mind the 
provisions mentioned in Para 10 and 11 below. 
以下のパラグラフ 10 及び 11 の条項を保留して、改訂は理事会で承認された時点で、発効

する。 
 
10. Revisions to the CDM-SSC-AR-PDD do not affect small scale A/R project activities 
that are: 
CDM-SSC-AR-PDD の改訂は以下の条件の小規模 A/R CDM プロジェクト活動に影響をも

たらさない。 
  a)  Already validated, or already submitted to the OE for validation prior to the 

adoption of the revised CDM-SSC-AR-PDD; 
   既に有効化されたか、CDM-SSC-AR-PDD が改訂される前に有効化のために OE に

既に提出されている場合； 
  b) Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised 
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CDM-SSC-AR-PDD; 
   CDM-SSC-AR-PDD の改訂版が採用されて１ヶ月以内に OE に提出された場合； 
  c)  The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the 

CDM-SSC-AR-PDD six months after the adoption of the new version. 
   改訂版の採用後６ヶ月後は旧版の CDM-SSC-AR-PDD を用いた文書を理事会は受け

付けない。 
 
11. 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-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm shall therefore be completed and 
submitted in English language to the Executive Board. However, the 
CDM-SSC-AR-PDD is 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 方法と手続きとし、FCCC/CP/2001/13/Add.2.にある

decision17/CP.7 及びその annex を見よ）に従えば、理事会の使用語は英語である。

CDM-SSC-AR-PDD と nd F-CDM-SSC-AR-Subm は英語で完成させて、理事会に提出す

る。しかしながら、参考のために、国連の６公式用語によるCDM-SSC-AR-PDDをUNFCCC 
CDM web site で利用できる。 
 
12. The CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm templates shall not be altered, 
that is, shall be completed using the same font without modifying its format, font, 
headings or logo. 
CDM-SSC-AR-PDD と F-CDM-SSC-AR-Subm の形式は変更できない。それはそのフォー

マット、フォント、ヘッディングやロゴの修正以外は、同じフォントを用いて完成する。 
 
13. Tables and their columns shall not be modified or deleted, row may however be 
added, as needed. 
表及びその欄の修正や削除はできないが、行は必要であれば追加できる。 
 
14. The CDM-SSC-AR-PDD shall include in section A.1 the version number and the 
date of the document. 
CDM-SSC-AR-PDD は A.1 セクションには、ヴァージョン番号と日付を記入する。 
 
15. If sections of the CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm are not applicable, 
it shall be explicitly stated that the section is left blank on purpose. 
CDM-SSC-AR-PDD 及び F-CDM-SSC-AR-Subm のあるセクションが適用できないなら

ば、そのセクションを空欄にする目的を明確に記述する。 
 
16. The CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm are applicable only to small 
scale projects activities that are afforestation and/or reforestation projects. The CDM- 
SSC-AR-PDD documentation for other small scale project activities is available on the 
UNFCCC CDM web site. 
CDM-SSC-AR-PDD 及び F-CDM-SSC-AR-Submは小規模A/R CDMプロジェクト活動に

のみ適用できる。その他の小規模プロジェクト活動に対する CDM-SSC-PDD は UNFCCC 
CDM web site で利用できる。 
 



 
 
 
 

B. Glossary of A/R CDM terms
A/R CDM 用語集 

 
The following CDM glossary intends to assist in clarifying terms used in the Project 
Design Document for small scale A/R (CDM-SSC-AR-PDD) and the CDM SSC A/R 
modalities and procedures in order to facilitate the completion of the 
CDM-SSC-AR-PDD by project participants. 
以下のＣＤＭ用語集は、プロジェクト参加者が小規模 A/R CDM プロジェクト活動用 PDD
（CDM-SSC-AR-PDD）を作成するのを容易にするために、CDM-SSC-AR-PDD 及びその

方法と手続きに用いられている用語を明確に理解して貰うためである。 
 
Clean development mechanism:  (省略) 
［訳注：本報告書の通常規模用の用語集(II-1 章 B に掲載分は省略と記す, 但し文中に“A/R 
CDM”，“A/R CDM の方法と手続き”などとあるとき、そこは“SSC-A/R-CDM”，
“SSC-A/R-CDM の方法と手続き”などと読み替える。以下同じ。］ 
 
Terms in alphabetical order:  用語はアルファベット順 
Actual net greenhouse gas removals by sinks : (省略) 
 
Additional: 追加性 
Small scale afforestation or reforestation project activity under the CDM is additional if 
the actual greenhouse gas removals by sinks are increased above 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 registered small-scale afforestation or reforestation 
project activity under the CDM. 
もし、現実純 GHG 吸収量が、小規模 A/R CDM プロジェクト活動が存在しないときに起こ

るであろうプロジェクト境界内の炭素 pool 中の炭素蓄積量に変化の合計以上に増加すれば、

その小規模 A/R CDM プロジェクト活動は追加性がある。 
［この外に、理事会開発の “追加性証明ツール”によって CDM プロジェクト活動以外の
活動が生じないことを証明する。小規模では、バリアー分析のみでもよい。→簡素化ベー
スライン及びモニタリング方法論、Attachment B 参照のこと］ 
 
Afforestation: （省略） 
“Appendix A”: 付属書 A 
Refers to Appendix A of the simplified modalities and procedures for small-scale A/R 
CDM project activities as contained in decision 14/CP.10, which provides for a simplified 
project design document. The latest form for simplified project design document for 
small-scale CDM project activities is available in the section on reference/forms of the 
UNFCCC CDM web site: http://cdm.unfccc.int/Reference/Forms. 
decision 14/CP.10 にある小規模A/R CDMプロジェクト活動用の簡素化様式及び手順につ

いてのAppendix Aである。小規模A/R CDMプロジェクト活動用の 新の簡素化PDDは

UNFCCC CDM web site：http://cdm.unfccc.int/Reference/Formsのreference/formのセク

ションで利用できる。 
 
“Appendix B”: 付属書 B 
The Appendix B of the simplified modalities and procedures for small-scale A/R CDM 
project activities corresponds to the indicative list of simplified baseline and monitoring 
methodology for selected small-scale CDM project activity category. This list is updated 
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and modified by decisions by the Executive Board based on inputs by project 
participants. The latest version of the list is available on the UNFCCC CDM web site 
under the section on approved small-scale methodologies (please refer to 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved). 
小規模A/R CDMプロジェクト活動用の簡素化した方法と手続きのAppendix Bは選択され

た小規模A/R CDMプロジェクト活動タイプの表示リストである。このリストはプロジェク

ト参加者からの要請に基づいて理事会の決定で更新や改訂をする。このリストの 新版は

UNFCC CDM web siteのapproved small-scale methodologiesのセクションにある

（http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approvedを参照してください）。 
 
“Appendix C”: 付属書 C 
The Appendix C of the simplified modalities and procedures for small-scale A/R CDM 
project activities corresponds to the procedures for determining the occurrence of 
debundling. See also “Debundling”. 
小規模A/R CDMプロジェクト活動用の簡素化した方法と手続きのAppendix Bはデバンド

リング出現を決定する手順についてのものである。用語 Debundling も見よ。 
 
Attributable:  （省略） 
 
Approval by Parties involved: 参加団体の証明書 
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 procedures. 
特定のCDMプロジェクト活動のプロジェクト提案者としての参加組織のDNAによる公認

証明書。この証明書は CDM 方法と手続きのパラグラフ 33 の要求を満たす。 
The DNA of a party involved in a proposed CDM project activity shall issue a statement 
including the following: 
提案 CDM プロジェクト活動に関係する団体の DNA は以下のことを含んだ書面を発行す

る： 
  ・ 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 the proposed small scale A/R CDM project 

activity contributes to sustainable development of the host Party(ies). 
 ・京都議定書を批准した団体である。 
 ・提案 CDM プロジェクト活動に自発的参加である認定書 
 ・ホスト国の場合：小規模 A/R CDM プロジェクト活動が同国の持続可能な発展に寄与す

るという記述 
   
Authorization of a private and/or public entity to participate in an SSC A/R CDM 
project activity:  小規模 A/R CDM プロジェクト活動に参加する私的及び公的組織の公認 
See “Approval by Parties involved” 
 
Baseline: （省略） 
 
Baseline approach: （省略） 
 
Baseline approach for SSC A/R CDM project activities: 小規模 A/R CDM プロジェクト活

動におけるベースラインアプローチ 
A baseline approach is the basis for a baseline methodology. The most likely baseline 
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scenario of the small-scale A/R CDM project activity is considered to be the land-use 
prior to the implementation of the project activity, whichever is the case grasslands or 
croplands. Project activities implemented on settlements or wetlands are presently not 
included in SSC-AR-CDM. 
ベースラインアプローチはベースライン方法論の基礎である。小規模 A/R CDM プロジェク

ト活動でもっともありそうなベースラインシナリオはプロジェクト活動前の土地利用，草

地か耕地かのどちらかの場合であると考えられる。居住地や湿地で行うプロジェクト活動

は，現在は SSC-AR-CDM に含まれない。 
 
Baseline and monitoring –simplified approved methodology: ベースライン及びモニタリ

ング －簡素化した承認方法論 
A simplified baseline and monitoring methodology approved by the Executive Board for 
selected small-scale afforestation and reforestation (A/R) CDM project activity 
categories is publicly available on the UNFCCC CDM web site (http://int/cdm) or 
through a written request sent to cdm-info@unfccc.int or Fax:+49-228-815-1999. 
選択されたSSC－AR-CDMタイプ用に理事会が承認した簡素化ベースライン及びモニタリ

ン グ 方 法 論 は UNFCC CDM web site (http://int/cdm) か ら あ る い は 要 求 書 を

cdm-info@unfccc.intあるいはFax:+49-228-815-1999 に送ることで入手できる。 
 
Baseline and monitoring methodology: ベースライン及びモニタリング方法論 
See “Baseline approach for SSC A/R CDM project activities” and “Baseline and 
monitoring –simplified approved methodology”. 
Project participants may use the methodology for project categories, which fall under 
the applicability conditions of the methodology. 
A baseline methodology should reflect aspects such as environmental conditions and 
past land uses and land use changes. 
プロジェクト参加者はその方法論を適用できる条件にあるプロジェクトタイプに即した方

法論を用いる。 
ベースライン方法論は環境条件及び過去の土地利用や土地利用の変化を反映していること。 
 
Baseline net greenhouse gas removals by sinks: （省略） 
 
Baseline and monitoring –new methodology: ベースライン及びモニタリング －新方法

論 
Project participants may propose a new baseline and monitoring methodology 
established in a transparent and conservative manner. Project activities that are very 
specific and have not been addressed by the selected small-scale A/R CDM project 
activities (as contained Appendix B of as “CDM-SSC-A/R modalities and procedures” of 
decision 14/CP.10), project participants in accordance with decision 14/CP.10, may 
propose new simplified methodologies or amendments to these simplified baseline and 
monitoring methodologies for project activities that would not fall under the 
applicability conditions of these baseline and monitoring methodology. Such proposed 
methodologies would be subject to the consideration of the CDM Executive Board. 
プロジェクト参加者は透明性があり控えめに創られたベースライン及びモニタリング新方

法論を提案できる。プロジェクト活動は特定なもので，選択された小規模 A/R CDM プロジ

ェクト活動タイプ（decision 14/CP.10 の“CDM-SSC-A/R 方法と手続きで Appendix B に

ある）で取り扱われていないもの，decision 14/CP.10 にしたがって，プロジェクト参加者

は新簡素化方法論あるいは認定されている簡素化ベースライン及びモニタリング方法論条

件に適合しないプロジェクト活動に対して，これら簡素化ベースラインそしてモニタリン

グ方法論の改訂案を提案できる。そのような提案方法論は CDM 理事会で検討の議題となる

http://int/cdm
mailto:cdm-info@unfccc.int
http://int/cdm
mailto:cdm-info@unfccc.int


であろう。 
Where project participants willing to submit a new type of small-scale afforestation or 
reforestation project activity under the CDM or revisions to a baseline and monitoring 
methodology shall make a request in writing in form F-CDM-SSC-A/R-Sumb, to the 
Executive Board providing information about the activity and proposals on how a 
simplified baseline and monitoring methodology would be applied to this type. The 
Board may draw on expertise, as appropriate, in considering new project types and/or 
revisions of and amendments to simplified methodologies. The Executive Board shall 
expeditiously, if possible at its next meeting review the proposed methodology. Once it is 
approved, the Executive Board shall amend appendix B (of decision 14/CP.10). 
小規模 A/R CDM プロジェクト活動の新タイプあるいはベースライン及びモニタリング方

法論の改定案の提出を意図するプロジェクト参加者は，どのようにして簡素化したベース

ライン及びモニタリング方法論がこのタイプの活動に適用できるかついての情報を備えて，

F-CDM-SSC-A/R-Sumb 様式に記した要求書を理事会あてに作る。理事会は新プロジェク

トタイプ and/or 簡素化方法論の改訂版及び修正案を検討する適切な専門知識を集める。理

事会は，可能であれば，迅速に次の会合で提案された方法論をレビューする。それが認め

られれば，理事会は（decision 14/CP.10 の）Appendix B を修正する。 
 
Baseline scenario for SSC A/R CDM project activities: 小規模 A/R CDM プロジェクト活

動のベースラインシナリオ 
The baseline for a proposed small-scale afforestation or reforestation project activity 
under the CDM is the scenario that reasonably represents 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 proposed project activity. A baseline shall be deemed to reasonably 
represent the sum of the changes in carbon stocks in the carbon pools within the project 
boundary that would occur in the absence of the proposed small-scale afforestation or 
reforestation project activity under the CDM if it is derived using a baseline 
methodology referred to in Appendix B of as “CDM-SSC-A/R modalities and procedures” 
of decision 14/CP.10. 
A baseline shall cover all carbon pools as considered for small scale A/R CDM project 
activities within the project boundary. 
提案した小規模 A/R CDM プロジェクト活動のベースラインは提案したプロジェクト活動

がないときに起こるであろうプロジェクト境界内の炭素プール中の炭素蓄積量の変化の合

計を合理的に表すシナリオである。もしベースラインが decision14/CP.10 の

“CDM-SSC-A/R の方法と手続き”である Appendix B を参照したベースライン方法論を用

いて導かれているならば，提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動の不在下で起きるであろ

うプロジェクト境界内の炭素プール中の炭素蓄積量の変化の合計を合理的に表すと思われ

る。 
ベースラインはプロジェクト境界内の小規模 A/R CDM プロジェクト活動対して考えられ

るすべての炭素プールをカバーすべきである。 
 
Bundle: 結束 
Bringing together of several small-scale CDM project activities, to form a single CDM 
project activity or portfolio without the loss of distinctive characteristics of each 
component project activity and with the total bundle not exceeding the limits stipulated 
in para6(c) of decision 17/CP.7 with the aim of lowering transaction costs per unit. 
複数の小規模 A/R CDM プロジェクト活動を束ねることで，一つの CDM プロジェクト活動

の形成あるいはプロジェクト活動の各構成要素の明確な特徴を失うことのないポートフォ

ーリオの形成，そして単位あたりの手数料を安くする目的で，decision17/CP.7 のパラグラ

フ６(c)に規定する制限を越えない範囲の全結合を意味する。 



 
Confidential/proprietary information: 機密/特許情報 
In accordance with paragraph 6 of the CDM modalities and procedures, information 
obtained from A/R CDM project participants marked as propriety 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 of confidential. 
CDM 方法と手続きのパラグラフ６に従って，特許あるいは機密情報としてマークされた

A/R CDM プロジェクト参加者からの情報は，国の法律に反しない限り，情報の所有者の同

意書なしに公開されない。追加性の決定，ベースライン方法論の記述及びその適用，及び

環境アセスメントの証拠に用いた情報は機密する適正があるとは考えられない。 
 
Carbon pools: （省略） 
Certification: （省略） 
Conservative:  （省略） 
Crediting period:  （省略） 
Crediting period for SSC A/R CDM project activities:  （省略） 
Crediting period –fixed: （省略） 
Crediting period –renewable: （省略） 
 
Debundling: デバンドリング（分割） 
Debundling is defined as the fragmentation of a large project activity in to smaller parts. 
A small-scale project activity that is part of a large project activity is not eligible to use 
the simplified modalities and procedures for small-scale A/R CDM project activities. The 
full project activity or any component of the full project activity shall follow the regular 
CDM modalities and procedures.  
デバンドリング（分割）は大きなプロジェクト活動を小さく分割することである。大きな

プロジェクト活動の一部である小規模なプロジェクト活動には小規模 A/R CDM プロジェ

クト活動用の方法と手続きを適用できない。フルスケールのプロジェクト活動あるいはそ

のいかなる部分も，通常の CDM 方法と手続きに従う。 
Proposed small-scale project activity shall be deemed to be a debundled component of a 
large project activity if there is a registered small-scale CDM project activity or a 
request for registration by another small-scale project activity: 
以下の場合は，もしそれが登録済み小規模 A/R CDM プロジェクト活動あるいは別の小規模

プロジェクト活動の要求であったとしても，提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動は大き

なプロジェクト活動の分割部分であるとみなされる。 
・ By the same project participants; 
・ In the same project category and technology/measure; and  
・ Registered within the previous 2 years; and  
・ Whose project boundary is within 1km of the project boundary of the proposed 

small-scale activity at the closest point. 
・同じプロジェクト参加者による， 
・同じプロジェクトタイプ及び技術/方法で，そして 
・過去２年以内に登録され，そして 
・そのプロジェクトの 接近点が提案小規模プロジェクトの境界の 1km 以内である時。 
If a proposed small-scale project activity is deemed to be a debundled component, but 
the total size of such an activity combined with the previous registered small-scale CDM 
project activity does not exceed the limits for small-scale CDM project activities as set in 



paragraph 6 (c) of the decision 17/CP.7, the project activity can qualify to use simplified 
modalities and procedures for small-scale CDM project activities. 
もし提案小規模プロジェクト活動が分割部分であるとしても，それが以前に登録された小

規模A/R CDMプロジェクト活動との合計の活動規模が decision 17/CP.7のパラグラフ 6(c)
に定める小規模 A/R CDM プロジェクト活動の制限を越えていなければ，そのプロジェクト

活動は小規模 A/R CDM プロジェクト活動用の簡素化方法と手続きを用いることができる。 
 
Designated operational entity (DOE): （省略） 
Forest: （省略） 
Fixed crediting period: （省略） 
Host party: （省略） 
Issuance of temporary certified emission reduction (tCERs) or of long-term certified 
emission reduction (lCER): （省略） 
Leakage: （省略） 
Leakage for SSC A/R project activities: （省略） 
Long-term certified emission reductions (lCER): （省略） 
Measurable and attributable:  （省略） 
 
Modalities of communication of project participants with the Executive Board:プロジェ

クト参加者と理事会の対話方法 
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対話の方法は，すべてのプロジェクト参加者が署名し

た文書の提出によって，登録のときに示される。DOE によって提出さる登録要求以後は，

プロジェクト参加者発信及び宛の全公式対話は，この対話方法に従って処理される。もし

この方法が修正されたときは，新しい文書にはすべての参加者が署名し，そして更新され

た方法にしたがって提出する。 
 
Monitoring of an SSC A/R CDM project activity: （省略） 
Monitoring methodology: （省略） 
Monitoring methodology –approved: （省略） 
Monitoring methodology –new: （省略） 
Monitoring plan: （省略） 
Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks: （省略） 
Operational lifetime of an SSC A/R CDM project activity: （省略） 
Party involved: （省略） 
Project boundary for SSCA/R CDM project activities: （省略） 
Project participants: （省略） 
Renewable crediting period: （省略） 
Reforestation: （省略） 
Registration:  （省略） 
Request for distribution of lCERs or of tCERs: （省略） 
 
Small scale A/R CDM project activity: 小規模 A/R CDM プロジェクト活動 



A small-scale A/R CDM project activity is an afforestation or reforestation measure, 
operation or action that aims at achieving net anthropogenic GHG removals by sinks of 
less than 8 kirotonnes of carbon dioxide per year if the average projected net 
anthropogenic GHG removals by sinks for each verification period do not exceed 8 
kirotonnes of carbon dioxide per year and are developed or implemented by low income 
communities and individuals as determined by the host Party. 
小規模 A/R CDM プロジェクト活動は，もし各検証期間で平均の GHG 吸収量が年間８キロ

トン以下であるとしても，吸収源による純人為的 GHG 吸収量が年８キロトン以下を達成す

ることを目的とした新規植林あるいは再植林対策，事業，あるいは活動などであり，それ

はホスト国が決めた低所得者集団又は個人によって開発あるいは実施されるものである。  
 
Stakeholders: （省略） 
Starting date of an SSC A/R CDM project activity: （省略）  
Temporary certified emission reductions (tCERs): （省略） 
Transparent and conservative: （省略） 
Permanence:  
Validation: （省略） 
Verification: （省略） 
 
（省略）の用語については、通常規模の A/R 方法論用語集を参照のこと。 
 
 
 
  



PART II 
 
 
 
 
 

A. Information note for Project Design Document for afforestation and 
reforestation project activities (CDM-SSC-AR-PDD) 
小規模 A/R CDM プロジェクト活動についての情報 

 
 
1. The CDM-SSC-AR-PDD presents information on the essential and organizational 
aspects of the small-scale afforestation or reforestation (SSC-AR) project activity and is 
a key input into the validation, registration, and verification of the project as required 
under the Kyoto Protocol to the UNFCCC. The relevant modalities and procedures are 
detailed in decision 17/CP.7 contained in document FCCC/CP2001/13/Add.2, decision 
19/CP.9 contained in document FCCC/CP/2003/6/Add.2) and decision 14/CP.10 
contained in document FCCC/CP/2004/10/Add.2. 
CDM-SSC-AR-PDD は小規模 A/R CDM プロジェクト活動の基本的かつ体系的な情報を提

供し、UNFCCC の京都議定書の下で要求されているプロジェクトの有効化、登録、検証に

必要な基本（鍵）である。関連する方法と手続きは, FCCC/CP2001/13/Add.2 にある

decision17/CP.7 、 FCCC/CP/2003/6/Add.2) に あ る decision 19/CP.9 、 及 び

FCCC/CP/2004/10/Add.2 にある decision 14/CP.10 に詳細がある。 
 
2. The CDM-SSC-AR-PDD contains information on the proposed SSC A/R CDM project 
activity, the approved baseline and monitoring methodology applied to the proposed 
SSC A/R CDM project activity. It discusses and justifies the choice of baseline 
methodology and the applied monitoring concept, including monitoring data and 
calculation methods. 
CDM-SSC-AR-PDD には、提案した小規模 A/R CDM プロジェクト活動についての情報、

その提案プロジェクト活動に適用されている承認済みベースライン及びモニタリング方法

論を含める。その方法論には、ベースライン方法論の選択、モニタリング data と計算方法

を含めた適用モニタリングの概念についての議論と論拠を含める。 
 
3. Project participants should submit the completed version of the CDM-SSC-AR-PDD, 
together with attachments if necessary, to an accredited designated operational entity 
for validation. The designated operational entity then examines the adequacy of the 
information provided in the CDM-SSC-AR-PDD, especially whether it satisfies the 
relevant modalities and procedures concerning the proposed SSC-A/R-CDM project 
activity. Based on this examination, the designated operational entity makes a decision 
regarding validation of the project. 
プロジェクト参加者は CDM-SSC-AR-PDD の完成版を、必要であれば添付資料

（attachments）をつけて、有効化のために、契約した指定運営組織（DOE）に提出する。

DOE は、CDM-SSC-AR-PDD に記載された情報の妥当性、特に提案小規模 A/R CDM プロ

ジェクト活動に関係する方法と手続きを満たしているかどうかを審査する。この審査に加

えて、DOE はプロジェクトの有効化に関する決定を行う。 
 
4. Bearing in mind paragraph 6 of the CDM modalities and procedures, project 
participants shall submit documentation that contains confidential/proprietary 
information in two versions: 
機密／特許情報を含んでいる文書については、CDM の方法と手続きのパラグラフ 6 を考慮

に入れて、プロジェクト参加者は、次の２通りのバージョンで提出する。 



 
  a) 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. 
一つは、公開に備えて、機密／特許部分はプロジェクト参加者によって（例えばその部分

は黒インクで塗りつぶして）読めないようにしたマーク付きバージョンである。 
 
  b) 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 members, external experts requested to 
consider such documents in support of work for the Board, and the secretariat). 
もう一つは、この文書を取り扱う全て（DOE／AE、理事会メンバーと代理人、パネル／委

員会及び作業グループのメンバー、及び事務局員）によって厳重に秘密扱いとされるべき

全ての情報を含んだバージョンである。 
 

 
 



 
 
 
 
                                   

B. Specific guideline for completing the Project Design Document for small-scale 
afforestation and reforestation project activities (CDM-SSC-AR-PDD) 

 B. 小規模 A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクト設計書

（CDM-SSC-AR-PDD）を完成させるための具体的な手引き書 

CONTENTS 目次 
 

PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR SMALL-SCALE AFFORESTATION AND 
REFORESTATION PROJECT ACITIVITIES (CDM-SSC-AR-PDD) 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクト設計書（CDM-SSC-AR-PDD） 
［以下の和訳は仮の抄訳である。］ 

 
  A.  General description of the proposed small-scale A/R CDM project activity 
   提案される小規模 A/R CDM プロジェクト活動の全般的な記述 
  B.  Application of a baseline and monitoring methodology 
   ベースライン及びモニタリング方法論の適用 
  C.  Estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks 
   吸収源による純人為的 GHG 吸収量の推定 
  D.  Environmental impacts of the proposed small-scale A/R CDM project activity 
   提案される小規模 A/R CDM プロジェクト活動の環境影響 
  E.  Socio-economic impacts of the proposed small-scale A/R CDM project activity 
   提案される小規模 A/R CDM プロジェクト活動の社会経済影響 
  F.  Stakeholders’ comments 
   利害関係者のコメント 

Annexes 添付書類 
 

Annex 1: Contact information on participants in the proposed small-scale A/R CDM 
project activity 

     提案さえる小規模 A/R CDM プロジェクト活動参加者の連絡先情報 
Annex 2: Information regarding public funding 
    公的資金に関する情報 
 

[訳注：小規模用の PDD 様式では、通常規模の様式の一部が簡略化されている。例えば、

の Section B は通常様式の B と C を合体している。また、C の純人為的 GHG 吸収量推定

法なども簡略化されている。また，添付書類が１と２だけで，通常規模で義務づけられて

いるベースライン情報（添付３）及びモニタリング計画（添付４）がない。] 



 
SECTION A. General description of the proposed small-scale A/R CDM project 

activity: 
       提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動の全般的記述 
 
A.1. Title of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動［以下小規模プロジェクト活動あるいは本

プロジェクト等と略記する］の名称 
 
 
 
 
 
 

Please indicate: 以下を記載する： 
   - The title of the small-scale A/R CDM project activity 本プロジェクトの名称 
   - The version number of the document 本書類の版号 
   - The date of the document. 本書類の提出日付 

A.2. Description of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  提案小規模プロジェクト活動についての記述 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Please include in the description: 以下を記述する： 
   - The purpose of the proposed small-scale A/R CDM project activity;  

本プロジェクトの目的 
   - The view of the project participants of the contribution of the proposed 

small-scale A/R CDM project activity to sustainable development (max. one 
page)  
本プロジェクトの持続的発展への寄与についてのプロジェクト参加者の見解 

Please use the list of key words available on the UNFCCC CDM web site. If no 
suitable Key words can be identified, or if it is considered that they are insufficient, 
please suggest a new/news Key word(s), being guided by relevant information on the 
UNFCCC CDM web site.  
UNFCCC CDM の web site にあるキーワードを用いる。もし適当なキーワードが見つ

からないとき、またはそれらが不適切であるときは、本 web site の関連情報の案内に見

習って、新しいキーワードを提案ください。   

 
A.3. Project participants: プロジェクト参加者： 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Name of Party involved(*)   Private and/or public       Kindly indicate if the  
((host) indicates a host      entity(ies)                  Party involved  
Party)                    project participants(*)       wishes to be  
                             (as applicable)           considered as  
                                                     project participant  
                           (Yes/No) 
Name A (host)              ・Private entity A           No 
                           ・Public entity A…… 
Name B                    ・None                    Yes  
Name C                    ・None                    No 
 ….              …            … 

(*) In accordance with the CDM A/R modalities and procedures, at the time of 
making the CDM-SSC-AR-PDD public at the stage of validation, a Party involved 
may or may not have provided its approval. At the time of requesting registration, 
the approval by the Party(ies) involved is required. 
＊A/R CDM の様式と手順にしたがって、有効化の段階で公開用 CDM-SSC-AR-PDD を

作成時に、参加国はそれを承認しているか又はしていないかである。登録の時には、参

加国の承認は必要である。 

Please list project participants and Party(ies) involved and provide contact 
information in Annex 1.  
Information shall be indicated using the following tabular format. 
プロジェクト参加者及び参加国をリストとし、Annex１に連絡先情報を記述する。 
この情報は以下の表形式で記載する 

A.4. Technical description of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  提案小規模プロジェクト活動の技術的な記述 
A.4.1. Location of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
   提案小規模プロジェクト活動の場所 
A.4.1.1. Host Party(ies): ホスト国 
A.4.1.2. Region/State/Province etc: 地方/州/県など 
A.4.1.3. City/Town/Community etc: 市/町/集落など 
A.4.1.4. Detail of geographical location and project boundary, including information 
allowing the unique identification(s) of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 



提案プロジェクト活動の場所を特定する特徴的情報を含めた地理的場所及びプロジェ

クト境界など。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “Project boundary” geographically delineates the small-scale A/R CDM project 
activity under the control of the project participants.  
The small-scale A/R CDM project activity may contain more than one discrete area of 
land. If a small-scale 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が本プロジェクト活動を管理可能な地理

的な境界である。本活動は一つ以上の分離した土地区画を含められる。もし、本活動が

分離した土地区画を含むときには： 
－各分離した土地は地理的な確認ができること； 
－その境界は各分離区画が明確にでき、そしてこれら分離区画の間の地域を含まない。

A.4.1.5. A description of items on present environmental conditions of the area, which 
include information on climate, soil, main watershed, ecosystems, and the possible 
presence of rare or endangered species and their habitats: 

気候、土壌、主要流域、生態系、及び希少種あるいは絶滅危惧種の存在あるいは生息

可能性の情報を含めた、現在の環境状況についての記述。 
 
 
 
 
 
 

The description of the environmental conditions of the area should include the 
following elements: 
- Annual precipitation (mm); 
- Mean temperature (C); 
- Drought occurrence (yes/no), if yes indicates the frequency; 
- Flood occurrence (yes/no), if yes indicates the frequency; 
- Frost occurrence (yes/no); 
- Occurrence of other extreme events (e.g. tornados, fires, hurricanes, etc): For those 
events occurring please indicate the frequency; 
- Indicate whether the type of soils is dominantly Clay (greater than 50% clay 
content) or Sandy (greater than 50% sand content); 
- Name of the main watershed of the region; 
- The type of ecosystem (grassland, cropland, wetland or other land); 
- Indicative whether there are rare or endangered species present, and if yes, provide 
the names of these species. 



 

プロジェクト地の環境状況の記述には以下の要素を含める： 
- 年降水量 (mm); 
- 平均気温 (C); 
- 乾期の出現 (yes/no), もしあれば、その頻度; 
- 洪水の出現 (yes/no), もしあれば、その頻度; 
- 霜害の出現 (yes/no); 
- その他の劇災害の出現 (たとえば、トルネード、ハリケーン、火災など):  
これらの災害の出現頻度を記す; 

- 土壌のタイプが粘土優勢（粘土含量が 50%以上）か、砂優勢（砂含量が 50%以上）か

どうかの記述; 
- 地域の主要流域の名前; 
- 生態系のタイプ（草地、農地、湿地、その他）; 
- 希少種または絶滅危惧種が存在するかどうか、もし存在すれば、その種の名前を施術す

る. 

A.4.2. Species and varieties selected:  選択した植林樹種： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Include the following information: 以下の情報を含める： 
・Forest type; 森林型； 
・Name of exotic species; 外国樹種名； 
・Type of mixed hardwood species; 混交する広葉樹のタイプ 
・Names of the native species; 郷土樹種の名前 
・Names of clonal offsprings;  クローン増殖苗の名前 
・Names of any other species; その他の樹種名 

 
A.4.3. Specification of the greenhouse gases (GHG) whose emission will be part of the 
proposed A/R CDM project activity: 

提案プロジェクト活動から排出される温室効果ガス（GHG）の明細 
 
 
 
 
 
 
 

Please specify the GHGs that are expected to be emitted as a result of the 
implementation of the proposed small-scale A/R CDM project activity, for example, 
inter alia, emissions from the use of fertilizers and shifting of pre-project activities, 
as applicable for CDM-SSC-A/R project activities. 
本プロジェクト活動の結果生じると予想される GHG ガス、例えば、特に施用肥料及び

プロジェクト前の焼き畑からの排出などを特定する。 

 



A.4.4. Carbon pools selected:  選んだ炭素プール： 
 
 
 
 
 
 
 
 

In calculation the baseline net GHG removals by sinks and/or actual net GHG 
removals by sinks, project participants may choose not to account for one or more 
carbon pools, and/or emissions of GHGs measured in units of CO2 equivalents, while 
avoiding double counting. 
ベースライン純 GHG 吸収量 and/or 現実純 GHG 吸収量の計算において、and/orCO2
相当の単位で測定される GHG の排出において、プロジェクト参加者は一つあるいはそ

れ以上の炭素プールを、同時に２重計測を避けて、カウントしないことができる。  

 
 
 
 
 
 
 
A.4.5. Assessment of the eligibility of land 
Please use the “Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and 
reforestation project activities”, as contained in Annex 16 of the EB22 report. 
(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/022/eb22_repan16.pdf) 
 
A.4.6. a description of the legal title to the land, current land tenure and land use and 
right of access to the sequestered carbon: 
 
 

Select the carbon pools that are considered in determining actual net GHG removals 
by sinks and baseline net GHG removals by sinks in the table below in accordance 
with the proposed new/approved methodology used. Note that the same carbon pools 
should be considered in the actual net GHG removals by sinks and the baseline net 
GHG removals by sinks. Provide short explanations and justifications for the choice 
in the table. 
現実純 GHG 吸収量及びベースライン純 GHG 吸収量を決定する炭素プールを提案した

新／承認方法論にもとづいて下の表で選ぶ。現実純吸収量とベースライン純吸収量は同

じ炭素プールであること。選択した短い説明と理由を表に記入する。 
Carbon pools                          Selected (answer with yes or no) 
Above ground 
Below ground 
Dead wood 
Litter 
Soil organic carbon 

A.4.5. Assessment of the eligibility of land: 土地の適格性の評価 
 
 
 
 
 
 
 

Please use the “Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and 
reforestation project activities”, as contained in Annex 16 of the EB22 report. 
(http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf) 
理事会 22 報告書のAnnex16 にある“新規及び再植林活動の土地の適格性についての手

続”（http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf）を用いる。 

A.4.6. A description of the 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、現在の土地保有権及び使用権、及び吸収炭素に対する権利の記述： 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/022/eb22_repan16.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This description should include the following information: 
ここには以下の情報を記述する。 
・ The name of the property 
・ Information how long is the land in the hands of the current owner 
・ How many people live within the boundary of the project activity 
・ Whether the project includes a cooperative of small landowners 
・ Whether the legal title to the land is in the name of the project participant 
・ Whether all carbon pools in a given piece of land are owned by the same 
person/institution 
・ Whether carbon pools are included in the legal title or not 
For the last two elements please provide clarification according to the legislation and 
on land tenure and land use right applicable in the host country 
・ a description of the current land use (species of crops or tree plants, pasture, etc) 
・所有権者の名前 
・現在の所有者の所有期間についての情報 
・どのくらいの人がプロジェクト活動境界内に住んでいるか 
・プロジェクトは小規模な土地所有者の協力があるかどうか 
・土地の法的権者はプロジェクト参加者に含まれるか 
・その土地の全ての炭素プールは土地権者と同じ人／組織の所有かどうか 
・炭素プールは法的権利に含まれるか否か 
最後の２項目について、法律的な説明及びホスト国で適用されている土地所有権及び

利用権についての説明をする。 
・現在の土地利用状態（作物、樹木、牧草などの種類） 

A.4.7. Type(s) of small-scale A/R CDM project activity: 
    小規模プロジェクト活動のタイプ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please use the list of types of small-scale-A/R CDM project activities and of 
registered small-scale A/R CDM project activities by type available on the UNFCCC 
CDM web site (decision 14CP.10),・please specify the type(s) of small-scale A/R CDM 
project activities into which the proposed small-scale A/R CDM project activity falls. 
If no suitable type(s) of small-scale A/R CDM project activities can be identified, 
please suggest a new type(s) descriptor and its definition, being guided by relevant 
information on the UNFCCC CDM web site. 



 
 
 
 
 
 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のタイプのリストを用いる。それは UNFCCC CDM 
web site（decision 14/CP.10）にある登録されている小規模 A/R CDM プロジェクト活

動のタイプで、提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動に適用できる同タイプを明示す

る。同タイプに本プロジェクトが適用できない時は、UNFCCC CDM web site 上の関連

情報のガイドに従って新しいタイプを提案、定義する。 

 
A.4.8. Technology to be employed by the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動で用いられる技術： 
 
 
 
 
 
 

This section should include a description of the environmentally safe and sound 
technologies and know-how which will be employed by the project, specifying, if any, 
those to be transferred to the host Party(ies). 
ここでは，自然環境的に安全で確実な技術の記述，及びプロジェクトで採用されるノウ

ハウの説明とそれらがホスト国に移転されるかを含める。 

A.4.9. Approach for addressing non-permanence: 
   非永続性についてのアプローチ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In accordance with paragraph 21 and section C of the small-scale CDM A/R 
modalities and procedures, please specify which of the following approaches to 
address non-permanence has been selected: 
- Issuance of tCERs 
- Issuance of lCERs  
小規模 CDM A/R の方法と手続きのパラグラフ 21 とセクション C にもとづいて，次の

日永続性についてのアプローチを以下から選ぶ。 
- tCER の発行 
- lCER の発行 

 
A.4.10. Duration of the proposed small-scale A/R CDM project activity / Crediting 
period: 

提案小規模プロジェクト活動のプロジェクト期間とクレジット発生期間 
 
A.4.10.1. Starting date of the proposed small-scale A/R CDM project activity and of the 
(first) crediting period, including a justification: 

提案プロジェクト活動の開始日と（最初の）クレジット発生期間の開始日 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

The crediting period shall begin at the start of the small-scale A/R CDM project 
activity under the CDM. The starting date of a small-scale A/R CDM project activity 
is the date on which the implementation or real action of a small-scale A/R CDM 
project activity begins, resulting in actual net GHG removals by sinks. 
クレジット発生期間は CDM の下での小規模 A/R プロジェクトの開始で始まる。小規模

A/R CDM プロジェクト活動の開始日は本小規模プロジェクト活動の実施または実際の

活動の開始日付で，その結果として現実純 GHG の吸収が始まる日である。 

A.4.10.2.  Expected operational lifetime of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity:  

提案小規模プロジェクトの予定事業期間： 
 
 
 
 
 

Please state the expected operational lifetime of the proposed small-scale A/R CDM 
project activity in years and months as appropriate 
提案小規模プロジェクトの予定活動期間を年月で記述する。 

A.4.3.  Choice of crediting period and related information: 
    クレジット発生期間と関連情報： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please state whether the proposed small-scale A/R CDM project activity will use a 
renewable or a fixed crediting period and complete A.4.10.3.1 or A.4.10.3.2 
accordingly. A.4.10.3.1 and A.4.10.3.2 are mutually exclusive – please select only one 
of them. 
Note that the crediting period may only start after the date of registration of the 
proposed small-scale A/R CDM project activity. 
提案小規模プロジェクト活動に更新可能クレジット期間かあるいは固定クレジット期間

かどちらかを記述し，A.4.3.1.または A.4.10.3.2 を完成する。A.4.10.3.1 と A.4.10.3.2
は排他的である －それらのうちの一つを選ぶ。 
クレジット発生期間は，提案小規模プロジェクトの登録日後にのみ始まる。 

A.4.10.3.1.  Renewable crediting period, if selected: 
    更新可能なクレジット期間，もし選択したとき： 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Each crediting period shall be a maximum of twenty (20) years and may be renewed 
at most two times, provided that, for each renewal, a designated operational entity 
determines and informs the executive board that the original project baseline is still 
valid or has been updated taking account of new data where applicable. 
Please state the length of the crediting period in years and months as appropriate. 
各クレジット発生期間は最大 20 年間であり，最高 2 回の更新が可能である。ただし，

各更新時において，DOE は最初のプロジェクトベースラインが有効かどうか，新しいデ

ータを考慮して見直しを行ったかどうかを決め，理事会に報告する。 
クレジット発生期間の長さについて，適切な年月を記述する。 

A.4.10.3.1.1.  Starting date of the first crediting period: 
    最初のクレジット期間の開始日： 
 
 
 

Please state the date in the following format: (DD/MM/YYYY) 
次の様式で日付を記述。（00 日／00 月／0000 年） 

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： 
 
 
 

Please state the length of the first crediting period I years and months 
最初のクレジット期間 I を年月で記述 

A.4.10.3.2.   Fix crediting period, if selected: 
    固定クレジット期間，もし選択したら： 
 
 
 
 

Fixed crediting period shall be at most thirty (30) years. Please state the length of 
the crediting period in years and months. 
固定クレジット期間は最長 30 年である。その期間の長さを年月で記述する。 

A.4.10.3.2.1.  Starting date:  開始日付： 
 
 
 

Please state the date in the following format: (DD/MM/YYYY) 
次の様式で日付を記述。（00 日／00 月／0000 年） 

 
A.4.10.3.2.2.  Length: 期間長：  
 
 
 
 

Please state the length of the first crediting period I years and months 
最初のクレジット期間 I を年月で記述 



A.4.11.  Brief explanation of how the net anthropogenic GHG removals by sinks are 
achieved by the proposed small-scale A/R CDM project activity, including why these 
would not occur in the absence of the proposed small-scale A/R CDM project activity, 
taking into account national and/or sectoral policies and circumstances: 

提案小規模プロジェクト活動の実施によって、どのように純人為的 GHG 吸収量を達

成しようとするのかの概要説明。これには国 and/or 業界及び背景状況を考慮して、な

ぜ本提案プロジェクトがないときに、その吸収量が起こらないか含める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please briefly explain how net anthropogenic GHG removals by sinks are to be 
achieved (detail to be provided in section B) and provide the estimate of the 
anticipated total net anthropogenic GHG removals by sinks in tones of CO2 
equivalent as determined in section C. 
This section should provide a summary of section B.3 and have a max length of one 
page.  
（詳細はセクション B にゆずり）どのように純人為的 GHG 吸収量が達成されるか、ま

た、セクション C で決められる CO2 相当量（トン）で予想される総純人為的 GHG 吸

収量の推定の概要を述べる。ここではセクション B の要点を、最大１頁以内で記述する。

A.4.11.1. Estimate amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen 
crediting period: 

選択したクレジット発生期間を通じた純人為的 GHG 吸収量の予想量：  
 
 
 
 
 
 
 
 

Please provide the total estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks as 
well as annual estimate for the chosen crediting period. Information on the net 
anthropogenic GHG removals by sinks shall be indicated using the following tabular 
format. 
純人為的 GHG 吸収量の選択クレジット期間中の年間予想量と総予想量を記述。純人為

的 GHG 吸収量についての情報は次の表様式を用いて示す。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［訳注：CO2e=CO2 equivalent；CH4 や N2O を温暖化係数から CO2 に換算した相当量］ 
 
A.4.12.  Public funding of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動に対する公的資金： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Years                              Annual estimation of net anthropogenic 
                                        GHG removals by sinks in tones of CO2e
Year A 
Year B 
Year C 
Year … 
Total estimated net anthropogenic  
Removals by sinks (tones of CO2e) 
Total number of crediting years 
Annual average over the crediting  
period of estimated net anthropogenic  
GHG removals by sinks (tones of CO2e) 

In case public funding from Parties including in Annex I is involved, please provide 
in Annex 2 information on sources of public funding for the project activity from 
Parties included in Annex I which shall provide an affirmation that such funding 
does not result in a diversion of official development assistance and is separate from 
and is not counted towards the financial obligations of those Parties. 
Annex I の締約国からの公的資金がある場合、プロジェクト活動に対する公的資金源に

ついての情報、その資金が ODA の流用でなく、別物であり、なおかつ、出資国の出資

義務でないという情報を Annex 2 に記述する。 

 
A.4.12.1.  Confirmation that the small-scale A/R CDM project activity is not a 
debundled component of a large project activity: 
本小規模プロジェクト活動が大規模プロジェクト活動の分割した部分でないことの確認： 
 
 
 
 
 
 

The project activity shall not be a debundled component of a large project activity, as 
determined through Appendix C of simplified modalities and procedures for 
small-scale A/R project activity under CDM. 
このプロジェクト活動は、小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの

Appendix C によって、大規模プロジェクト活動の分割部分でない。 



 
SECTION B.  Application of baseline and monitoring methodology: 
        ベースライン及びモニタリング方法論の適用：     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A “simplified baseline and monitoring methodologies for selected afforestation and 
reforestation CDM project activities categories” in the Appendix B of simplified 
modalities and procedures for small-scale A/R project activity under CDM. Project 
participants may use the methodology for project categories, which fall under the 
applicability conditions of the methodology. 
小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B にある選択さ

れた A/R1 CDM プロジェクト活動タイプの簡素化ベースライン及びモニタリング方法

論。プロジェクト参加者は方法論の適用条件に合ったプロジェクトタイプに対する方法

論を用いる。 

B.1. Title and reference of the approved baseline and monitoring methodology applied to 
the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動に適用されるベースライン及びモニタリング方法論の名

称と参照： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please refer to the UNFCCC CDM web site (Appendix B of simplified modalities and 
procedures for small-scale A/R project activities under CDM) for the title and 
reference list as well as the details of approved baseline and monitoring 
methodologies. 
名称と参照リストについての UNFCCC CDM web site（小規模 A/R CDM プロジェクト

活動の方法と手続きの Appendix B）及び承認済みベースライン及びモニタリング方法

論を参照してください。 

B.2. Justification of the applicability of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity to the baseline and monitoring methodology: 

提案小規模プロジェクト活動に対する本ベースライン及びモニタリング方法論の適用

の根拠： 
 
 
 
 
 
 

Please justify the choice of methodology by showing that the proposed small-scale 
A/R CDM project activity meets the applicability conditions under which the 
methodology is applicable. 
この方法論が提案小規模プロジェクト活動に対して適用性があることを示して、この方

法論の選択の正当性を述べる。 

 



B.3.  Application of baseline methodology to the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 

提案小規模プロジェクト活動に対するベースライン方法論の適用： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apply the methodology in the context of the project activity: Please explain the basic 
assumptions of the baseline methodology in the context of the project activity. 
Provide the key information and data used to determine the baseline scenario 
(variable, parameters, data source etc.) in tab form. 
本プロジェクト活動に関する方法論の適用：本プロジェクト活動に関するベースライン

方法論基本的仮説を説明する：ベースラインシナリオを決定するに用いた基本情報と

data（変数、係数、data 源など）を表形式で示す。 

B.3.1. Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above 
those that would have occurred in the absence of the registered small-scale A/R CDM 
project activity: 

現実純 GHG 吸収量が、どのようにして登録された小規模プロジェクト活動の不在下

で起こるであろう吸収量以上になるかを記述する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explanation of how and why this project is additional and therefore not the baseline 
scenario in accordance with the selected baseline methodology. Include 1) a 
description of the baseline scenario determined by applying the methodology, 2) a 
description of the project scenario, and 3) an analysis showing why the baseline net 
GHG removals by sinks scenario would likely lie below actual net GHG removals by 
sinks in the project scenario. Removals in the actual net have to be human induced, 
thus anthropogenic. 
このプロジェクトがどのように、そしてなぜ追加性があり、選択したベースライン方法

論にもとづいて、ベースラインシナリオでないかを説明する。１）方法論の適用によっ

て決定されたベースラインシナリオの記述、２）プロジェクトシナリオの記述、３）な

ぜベースライン純 GHG 吸収量シナリオがプロジェクトシナリオの現実純 GHG 吸収量

を下回るかの解析を含める。現実純吸収量は人為でもたらされたものある、だから人為

的である。 

B.3.2. Detailed baseline information, including the date of completion of the baseline 
study and the name of person(s)/entity(ies) determining the baseline.   

ベースラインの検討を完了した日付、ベースラインを決定した人／組織を含んだ、ベ

ースライン情報の詳細： 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe how the methodology is applied in the context of the project activity: Please 
explain the basic assumptions of the baseline methodology in the context of the 
project activity. Provide the key information and data used to determine the baseline 
scenario (variables, parameters, data sources etc.) in table form. 
Please provide date of completion in DD/MM/YYYY 
Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project 
participant listed in Annex 1. 
この方法論がどのように本プロジェクト活動に適用されるかの記述：本プロジェクト活

動に関したベースライン方法論の基本仮説を説明する。ベースラインシナリオを決定す

るに用いた基本情報と data（変数、係数、data 源など）を表形式で示す。 
完成した日付を００日／００月／００００年で記す。 
連絡先情報ともしその人／組織がAnnex 1のプロジェクト参加者のリストにある時はそ

れを記す。 

 
B.4. Application of monitoring methodology and plan to the small-scale A/R CDM 
project activity: 

小規模プロジェクト活動へのモニタリング方法論と計画の適用： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This section shall provide a detailed description of the monitoring plan, including an 
identification of the data and its quality with regard to accuracy, comparability, 
completeness and validity, taking into consideration any guidance contained in the 
methodology. 
このセクションは，モニタリング方法論のいくつかの手引きを考慮して，関連データの

同定と正確性，比較性，完全性及び検証性に関したデータの品質を含めたモニタリング

計画を詳細に記述する。 
The monitoring plan needs to provide detailed information related to the collection 
and archiving of all relevant data needed to  
  - estimate of measure verifiable changes in carbon stocks in the carbon pools and 
the emission of GHG occurring within the project boundary. 
  -identify increased emissions outside the project boundary. 
モニタリング計画は，以下の事柄に必要なデータの収集と記録に関連した詳細な情報を

提供する必要がある。 
－炭素プールの炭素蓄積量の検証可能な変化とプロジェクト境界内に生じる GHG 排出

量の推定， 
－プロジェクト境界外の排出量の増加の確認。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The monitoring plan should reflect good monitoring practice appropriate to the type 
of small-scale A/R CDM project activity. The plan should follow the instructions and 
step defined in the approved monitoring methodology. Project participants shall 
implement the registered monitoring plan and provide data, in accordance with the 
plan, through their monitoring report. 
モニタリング計画は小規模プロジェクト活動のタイプに適した適切なモニタリング方法

を反映していること。その計画は承認されたモニタリング方法論の指示とステップに従

う。プロジェクト参加者は，そのモニタリング期間を通して，登録されたモニタリング

計画を実施し，データを提供する。 
Please note that data monitored and required for verification and issuance are to be 
kept for two years after the end of the (last) crediting period. 
Please fill the section below in accordance with the approved monitoring 
methodology selected. 
検証と発行のためにモニターされ,提出されたデータは最後のクレジット期間が終了後

２年間は保存する。承認されたモニタリング方法論（選択プロジェクトタイプに対して）

に基づいて以下のセクションを記述する。 

Ｂ.4.1. Data to be monitored: Monitoring of the actual net GHG removals by sinks and 
leakage: 

モニターするデータ：現実純 GHG 吸収量とリーケージ： 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The table in the CDM-SSC-AR-PDD form specifies the minimum information to be 
provided for monitored data. Please complete the table for the monitoring 
methodology chosen for the proposed project activity from the simplified monitoring 
methodologies for the applicable small-scale A/R CDM project activity category 
contained in Appendix B of the simplified modalities and procedures for small-scale 
A/R CDM project activities. 
CDM-SSC-AR-PDD 様式の表は，モニターしたデータの最少限の情報に限っている。[訳
注：この表はｘｘページに掲載した] 小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法

と手続きの Appendix B の小規模プロジェクト活動タイプに適用できる簡素化モニタリ

ング方法論から提案プロジェクト活動に対して選んだモニタリング方法論について表を

完成させる。 

B.4.1.1.  Actual net GHG removals by sinks data: 
   現実純 GHG 吸収量データ： 
 



B.4.1.1.1.  Data to be collected or used in order to monitoring the verifiable changes in 
carbon stock in the carbon pools within the project boundary resulting from the 
proposed small-scale A/R/ CDM project activity, and how this data will be archived: 
  提案小規模プロジェクト活動の結果生じるプロジェクト境界内の炭素プールの炭素蓄

積量の検証可能な変化をモニターするために，集めそして利用するデータ，及びこの

データの記録保存： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitored data shall be archive for 2 years following the end of the (last) crediting 
period.  
Header of tables and titles of columns shall not be modified and columns shall not be 
deleted. Please add rows to the table below, as needed. 
モニターしたデータは最後のクレジット期間が終了後２年間保存する。表の表題及び欄

の題名は修正せず，また欄は削除しない。必要であれば表の行は追加する。 

B.4.1.2.  Data for treatment of leakage (if applicable): 
  （もしあれば，）リーケージの処理データ： 
 
 
 
 
 
 
 

Please indicate if leakage will be directly or indirectly monitored. If leakage is not 
monitored during the implementation of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity, please explain rationale behind it. Please state if not applicable. 
もし，リーケージが直接，間接にモニターされていれば示す。もし，提案プロジェクト

の実施中にリーケージがモニターされていないときは，その合理的理由を説明する。 
リーケージがない場合にも理由を述べる。 

B.4.1.2.1. If applicable, please describes the data and information that will be collected 
in order to monitor leakage of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  もしあれば，提案小規模プロジェクト活動のリーケージをモニターするために集める

データ及び情報について記述する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitored data shall be archive for 2 years following the end of the (last) crediting 
period.  
Header of tables and titles of columns shall not be modified and columns shall not be 
deleted. Please add rows to the table below, as needed. 
モニターしたデータは最後のクレジット期間が終了後２年間保存する。表の表題及び欄

の題名は修正せず，また欄は削除しない。必要であれば表の行は追加する。[訳注：表は

xx ページに掲載] 



B.4.2.  Qualitative explanation of how quality control (QC) and quality assurance (QA) 
procedures and undertaken: 
  品質管理と品質保証をどのようにおこなうかの手順と実施の質的な説明： 
 
 
 
 
 

Please refer to the monitoring methodology and refer to data items in table contained 
in sections B.4.1.1.1. and B.4.1.2.1.of CDM-SSC-AR-PDD, as applicable. 
適用できるならば，モニタリング方法論と CDM-SSC-AR-PDDの B.4.1.1.1及び B.4.1.2.1.
のセクションの表にあるデータ項目を参照する。 

B.4.3.  Please describe briefly 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 small-scale A/R CDM project activity: 
提案小規模プロジェクト活動によって引き起こされる現実純 GHG 吸収とリーケージを

モニターするために，プロジェクト実施者が行う実行及び管理組織を簡潔に記述する： 
 
B.4.4. Name of person/entity determining the monitoring methodology: 
  モニタリング法王論を決定した人/組織の名前 
 
 
 
 
 

Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project 
participant listed in Annex 1 of this document. 
人/組織の連絡先ともしそれがこの文書の Annex１のプロジェクト参加者リストにあれ

ば，そのことを示す。 

SECTION C. Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks: 
      純人為的 GHG 吸収量の推定： 
 
 
 

Please fill section C following the selected baseline and monitoring methodologies. 
選択したベースライン及びモニタリング方法論にしたがってこのセクションを書く。 

C.1. Formula used:  用いた公式： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please provide the formula used to calculate the GHG removals by sinks in 
accordance with the applicable project category of small-scale A/R CDM project 
activities contained in Appendix B of the simplified modalities and procedures for 
small-scale A/R CDM project activities. Describe the calculation of GHG removal by 
sinks in accordance with the formula specified for the applicable project category of 
small-scale A/R CDM project activities contained in Appendix B of the simplified 
modalities and procedures for small-scale CDM project activities. 



 
 
 
 
 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B の小規模プロ

ジェクト活動に適用可能なタイプにもとづいた GHG 吸収量を計算するために用いた公

式を提示する。そのプロジェクト活動タイプに特定された公式に基づいて GHG 吸収量

の計算を記述する。 

C.1.1. Description of formulae used for estimation of the actual net GHG removals by 
sinks due to the project activity within the project boundary. 
  プロジェクト境界内のプロジェクト活動による現実純 GHG 吸収量の推定に用いた公

式の記述： 
 
 
 
 
C.1.2.  Description of formulae used to estimate leakage due to the project activity, 
where required, for the applicable project category in appendix B of the simplified 
modalities and procedures for small-scale A/R CDM project activities under CDM: 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン方法論で概説した公式 and/or モデルと同じである。

小規模プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B にある適用可能なプロ

ジェクトタイプに対して,要求される場所では，プロジェクト活動によるリーケージを

推定するために用いる公式の記述： 
 
 
 
 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン方法論で概説した公式 and/or モデルと同じである。

 
C.1.3.  Description of formulae used to estimate net anthropogenic GHG removals by 
sinks, for the applicable project category in appendix B of the simplified modalities and 
procedures for small-scale A/R CDM project activities under CDM. 

小規模A/R CDMプロジェクト活動の簡素化方法と手続きのAppendix Bにある適用可

能なプロジェクトタイプに対して，純人為的 GHG 吸収量の推定に用いた公式の記述： 
 
 
 
 
 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline and monitoring methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン及びモニタリング方法論で概説した公式 and/or モデ

ルと同じである。 

C.2. Estimate of the actual net GHG removals by sinks: 
    現実純 GHG 吸収量の推定 



 
 
 
 
 
 

Please provide estimated sum of verifiable changes in carbon stocks attributable to 
the implementation of the proposed small-scale A/R CDM project activity within the 
project boundary. 
プロジェクト境界内の提案小規模プロジェクト活動の実施に帰せられる炭素蓄積量の検

証可能な変化の推定合計を提示する 

C.3. Estimated baseline net GHG removals by sinks: 
  推定したベースライン純 GHG 吸収量： 
 
 
 

Estimates should give for each carbon pool, source, in units of CO2 equivalent. 
各炭素プール及び排出源について，CO2 相当量で推定する。 

 
C.4. Estimated leakage:  推定したリーケージ： 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

If applicable, please provide estimate of any leakage, defined as: the increase of 
anthropogenic emissions by sources of GHG which occurs outside the project 
boundary and that is measurable and attributable to the proposed small-scale A/R 
CDM project activity. Estimates should be given for each gas, source, in units of CO2 
equivalent. Please state if not applicable as per the modalities and procedures for 
small-scale A/R project activities under CDM. 
もし当てはまるなら，提案小規模プロジェクト活動に帰せられ，測定可能な排出で，プ

ロジェクト境界外で起こる GHG の排出源からの人為的な排出量の増加で定義されるリ

ーケージの推定を提示する。推定は CO2 相当量で，ガスの源と種類ごとに示す。もしリ

ーケージがなければ，小規模 A/R CDM プロジェクト活動の方法と手続きによって述べ

る。 

 
C.5. The sum of C.2. minus C.3. minus C.4. representing the net anthropogenic GHG 
removals by sinks of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  セクション C.２の合計マイナス C.3 マイナス C.4 は提案小規模プロジェクト活動の純

人為的 GHG 吸収量を表す： 
 
C.6. Table providing values obtained when applying formulae above: 
  上記公式を適用した時に得られた値の表： 
  
 
 

The result of the application of the formulae above shall be indicated using the 
following tabular format.  
上記公式によって得られた結果を下表に記載する。 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Year      Estimation of     Estimation of     Estimation       Estimation of net 
          Baseline net     actual net         leakage          anthropogenic 
          GHG removals   GHG removals                     GHG removals 
          by sinks         by sinks           (tones of CO2e)  by sinks 
          (tones of CO2e)   (tones of CO2e)                     (tones of CO2e) 
Year A 
Year B 
Year C 
Year … 
Total 
(tonnes 
of CO2e 

 
SECTION D. Environmental impacts of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 
    提案小規模プロジェクト活動の環境影響： 
 
D.1. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 
host Parties, 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: 
  もしプロジェクト参加者又はホスト国によって負の環境影響が顕著であると考えられ

たら、プロジェクト参加者は環境影響調査を、ホスト国の基準に従って行い、その結

論とそれを裏付ける全参照文書をつける： 
If applicable, please provide a short summary and attached documentation to the 
CDM-SSC-AR-PDD. 
もし適用できるなら、短い要旨を付け、そして付属文書を CDM-SSC-AR-PDD に添付

する。 
 
SECTION E. Socio-economic impacts of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 
  提案プロジェクト活動の社会経済影響： 
 
 



E.1. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 
host Parties, 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: 
 もしプロジェクト参加者又はホスト国によって負の社会経済影響が顕著であると考え

られたら、プロジェクト参加者は社会経済調査を、ホスト国の基準に従って行い、そ

の結論とそれを裏付ける全参照文書をつける： 

If applicable, please provide a short summary and attached documentation to the 
CDM-SSC-AR-PDD. 
もし適用できるなら、短い要旨を付け、そして付属文書を CDM-SSC-AR-PDD に添付す

る。 
 
SECTION F. Stakeholders’ comments:  利害関係者のコメント： 
 
F.1. Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and 
compiled: 

どのように地域の利害関係者のコメントを収集し、編集したかの概要を記述する： 
Please describe the process by which comments by local stakeholders have been 
invited and compiled. An invitation for comments by local stakeholders shall made in 
an open and transparent manner, in a way that facilities comments to be received 
from local stakeholders and allows for a reasonable time for comments to be 
submitted. In this regard, project participants shall describe a small-scale A/R CDM 
project activity in a manner which allows the local stakeholders to understand the 
proposed small-scale A/R CDM project activity, taking into account confidentiality 
provisions of the CDM modalities and procedures. 
地域の利害関係者からコメントを集め、編集した過程を記述する。地域利害関係者のコ

メントの収集は公開で、透明な方法、さらに利害関係者がコメントを出しやすい方法で、

コメント提出に十分な時間をあたえるようにする。この点に関して、プロジェクト参加

者は、CDM 方法と手続きの機密性の規定を考慮しつつ、提案小規模プロジェクト活動を

利害関係者に理解して貰える方法でそのプロジェクト活動を記述する。 
 
F.2. Summary of the comments received: 受けたコメントの要旨： 
Please identify stakeholders that made comments and provide a summary of these 
comments. 
コメント提出者の身元とそれらコメントの要旨を提示する。 



F.3. Report on how due account was taken of any comments received: 
受けたコメントに対してどのように対処したかの報告： 
Please explain how due account have been taken of comments received from 
stakeholders. 
利害関係者から受けたコメントにどのように対処したかを説明する。 

 
Annex 1 
CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS THE PROPOSED SMALL-SCALE A 
CDM PROJECT ACTIVITY 
添付資料１ 提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動の参加者の連絡先情報 
Please copy and paste table as needed. Please fill for each organization listed in 
section A.3 the following mandatory fields: Organization, Name of contract person, 
Street, City, Postfix/ZIP, Country, Telephone and Fax or e-mail. 
様式は必要に応じてコピーする。以下の事項について A.3.のセクションのリストの各組

織について記入する。組織名、連絡者氏名、通り、市、郵便番号、国、電話及び Fax 番

号あるいは e-mail。 

[訳注：表は次ページにあり] 
 
Annex 2 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 
添付資料 2 公的資金の情報 
Please provide information from Parties included in Annex I on sources of public 
funding for the proposed small-scale A/R CDM project activity which shall provide an 
affirmation the such funding does not result in a diversion of official development 
assistance and is separate from and is not counted towards the financial obligations 
of those Parties. 
Annex I の締約国からの公的資金が関係する場合、提案小規模プロジェクト活動に対す

る公的資金の資金源について、その資金が ODA の流用でなく、また、それら出資国の 
出資義務によるものでないことを確認する情報を記述する。 

 
［訳注：通常規模のプロジェクト活動では、この外に、ベースライン情報（Annex 3）とモ

ニタリング計画（Annex 4）の添付が必要であるが、小規模 A/R CDM プロジェクト活動で

は不要である。］ 
 
 
 



Annex 1 表 （SSC-AR-CDM-PDD 用） 
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:  

 



PART III 
 

A. General Information on the form to submit proposals of changes to the simplified 
baseline and monitoring methodologies specified in Appendix B or proposed additional 

project categories for consideration by the Executive Board 
Appendix B の簡素化ベースライン及びモニタリング方法論の変更又はプロジェクトタイ

プの追加の申請を理事会に行うための様式についての一般的情報 
 
In accordance with paragraph 8 of the simplified modalities and procedures project 
participants involved in small-scale CDM project activities may propose changes to the 
simplified baseline and monitoring methodology specified in Appendix B to the 
simplified modalities and procedures or propose additional small-scale project 
categories for consideration by the Executive Board. 
簡素化方法と手続きのパラグラフ８に従って、CDM プロジェクト活動のプロジェクト参加

者は、Appendix B に定めた簡素化方法と手続きの変更または小規模プロジェクト活動タイ

プの追加を理事会の検討のために提案できる。 
 
A downloadable form (F-CDM-SSC-AR-Subm) shall used for submitting queries or 
proposals to be considered by the Executive Board through the working group to assist 
the Executive Board in reviewing proposed methodologies and project categories for 
small-scale A/R CDM project activities (SSC WG). The followings apply: 
ダウンロード可能な様式（F-CDM-SSC-AR-Subm）は、小規模 A/R CDM プロジェクト活

動のための提案された方法論及びプロジェクトタイプについて、理事会による検討を受け

るための質問又は申請の提出のために用いる。これら申請書類のレビューは理事会を支援

するワーキンググループを通しておこなわれる。このとき以下を適用する： 
 
1) Use one form for each submission; 提出書類ごとに一通の様式を用いる。 
2) If a new Project Category is proposed, it shall be presented using the same format as 

the approved ones; もし新しいプロジェクトタイプを提案する時は、以前に承認され

ているものと同じ様式を用いて提出する。 
3) The submissions will be considered by the SSC-WG in its next meeting, if presented 

at least four weeks in advance. もし提案が少なくとも４週間前に行われていれば、小

規模 A/R CDM ワーキンググループの直近の会合で取り上げられる。 
 
Given that the four types of eligible small-scale A/R project activities are mutually 
exclusive, project participants submitting a new category of projects shall first consider 



whether it belongs to type I (grassland to forestland) or type II (Cropland to forestland) 
and if not eligible under the two previous types, type III (Wetland to forestland) and 
type IV (Settlement to forestland). For information regarding deliberations of the SSC 
WG please refer to the section on panels/working groups of the UNFCCC CDM web site 
(http://unfccc.int/cdm).  
適格小規模A/Rプロジェクト活動の既出の４つのタイプはお互いに排他的であり、新しいプ

ロジェクトタイプを提案するプロジェクト参加者は、最初にそれがタイプI（草地から森林

地へ）あるいはタイプII（農地から森林地へ）のいずれかに属さないかどうかを考察する。

そしてそれがもしこれら２つのタイプに適格でないとすれば、タイプIII（湿地から森林地

へ）及びタイプIV（居住地から森林地へ）でないかどうか検討する。小規模ワーキンググ

ループの審議に関する情報については、UNFCCC CDMのweb site (http://unfccc.int/cdm)
のpanels/working groupsのセクションを参照ください。 
 

 

http://unfccc.int/cdm

