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ANNEX 

 

Simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and 

reforestation project activities under the clean development mechanism 

小規模新規及び再植林 CDM プロジェクト活動のための簡素化した方法と手続き 

 

A. Introduction 

 

１． Small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean development 

mechanism (CDM) shall follow the stage of the project cycle specified in the modalities and 

procedures for afforestation and reforestation project activities under the CDM contained in the 

annex to decision 19/CP.9 (hereafter referred as the modalities and procedures for afforestation and 

reforestation project activities under the CDM). In order to reduce transaction cost, these modalities 

and procedures are simplified for small-scale afforestation and reforestation project activities under 

the CDM as follows:  

小規模な新規及び再植林（以下 A/R）CDM プロジェクト活動は、19/CP.9 決定の annex にある A/R 

CDM プロジェクト活動のための方法と手続き（以下、A/R CDM プロジェクト活動のための方法と手続

き、と引用する）に明示されたプロジェクトの各ステージを踏んで行う。手続き経費を減らすために、こ

れらの方法と手続きは、小規模 A/R CDM プロジェクト活動向けに、以下のように簡素化する。 

 

(a)  Project activities may be bundled or portfolio-bundles at the following stages in the project 

cycle: the project design document, validation, registration, monitoring, verification and certification. 

The size of the total bundle should not exceed the limits stipulated in paragraph 1(i) of the modalities 

and procedures for afforestation and reforestation project activities under the CDM; 

プロジェクト活動は、プロジェクトの次の各ステージ：すなわちプロジェクト設計書、有効化審査、登録、

モニタリング、検証と証明書のステージで、バンドリング（一括化）又は書類の一括化ができる。一括

化した全体の大きさは、A/R CDM プロジェクト活動のための方法と手続きのパラグラフ１(i) に規定

する限界を超えてはならない;  

 

(b)  The requirements for the project design document are reduced; 

プロジェクト設計書に必要な条件は減らされる； 

 

(c)  Baseline methodologies by project type are simplified to reduce the cost of developing the 

project baseline; 

プロジェクトタイプ別のベースライン方法論はプロジェクトベースラインを開発する費用を減らすため

に簡素化される; 

(d)  Monitoring plans are simplified, including simplified monitoring requirements, to reduce 

monitoring cost; 

モニタリング費用を減らすために、モニタリング必要条件の簡素化を含めて、モニリング計画は簡素

化される; 

 

(e)  The same operational entity may undertake validation as well as verification and certification. 

同じ運営組織（以下 OE）が有効化審査及び検証・証明を行いうる。 

    

2. Simplified baseline and monitoring methodologies may be developed for types of small-scale 

afforestation and reforestation project activities under the CDM, as presented in the list in appendix 

B. This list shall not preclude other types of small-scale afforestation and reforestation project 

activities under the CDM. If a proposed small-scale afforestation or reforestation project activity 

under the CDM does not fall into any of the types in appendix B, the project participants may submit 

a request to the Executive Board of the CDM (hereafter referred to as the Executive Board) for 

approval of a proposed simplified baseline and/or monitoring plan, bearing in mind the provisions in 



paragraph 8 below. 

簡素化したベースライン及びモニタリング方法論は，appendix B のリストに示された小規模 A/R CDM

プロジェクト活動のタイプ別に，開発される。このリストは小規模 A/R CDM プロジェクト活動のこの他

のタイプを排除しない。もし提案する小規模新規あるいは再植林（以下 A or R とする）CDM プロジェ

クト活動が appendix B のリストに該当しないときは，プロジェクト参加者は，下記のパラグラフ 8 の規定

に注意して、提案した簡素化ベースライン and/or モニタリング方法論の認可要請を CDM 理事会（こ

れ以下理事会とする）に対して提出できる。 

 

3.  The modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities under the 

CDM shall apply to small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM 

except for paragraphs 12 - 30. The following paragraphs 4 - 29 apply instead. Appendix A should 

replace, as appropriate, the provisions in appendix B of the modalities and procedure for afforestation 

and reforestation project activities under the CDM.   

A/R CDM プロジェクト活動のための方法と手続きは，パラグラフ 12-30 を除いて，小規模 A/R CDM

プロジェクト活動にも適用できる。その代わりに下記のパラグラフ 4-29 を適用できる。appendix A は，

A/R CDM プロジェクト活動のための方法と手続きの appendix B の規定に，適切に，置き換える。 

  

 

B. Simplified modalities and procedures  

for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean development 

mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のために簡素化した方法と手続き 

 

4.  To use simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and reforestation CDM 

project activities, a proposed project activity shall: 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のための簡素化方法と手続きを利用できるには，提案するプロジ

ェクト活動は以下の通り：    

(a) Meet the eligibility criteria for small-scale afforestation and reforestation project activities under 

the CDM set out in paragraph 1(i) of the modalities and procedures for afforestation and reforestation 

project activities under the CDM; 

A/R CDM プロジェクト活動の方法と手続きのパラグラフ１(i)に述べる小規模 A/R CDM プロジェクト

活動のための適用基準に合致する； 

 

(b)  Conform to one of the project types in appendix B; 

appendix B のプロジェクトタイプの一つに一致する； 

 

(c)   Not be debundled component of a large project activity, as determined through appendix C. 

appendix C で決められているように，大規模なプロジェクト活動の分割した部分でない。 

 

5. Project participants shall prepare a project design document in accordance with the format 

specified in appendix A. 

プロジェクト参加者は appendix A に明示された様式でプロジェクト設計書を準備する。 

 

6. Project participants may use the simplified baseline and monitoring methodologies specified in 

appendix B. 

プロジェクト参加者は appendix B に規定された簡素化したベースライン及びモニタリング方法論を利

用できる。 

 

7. Project participants involved in small-scale afforestation and reforestation project activities 

under the CDM may propose changes to the simplified baseline and monitoring methodologies 

specified in appendix B or propose additional project types for consideration by the Executive Board. 



小規模 A/R CDM プロジェクト活動を行うプロジェクト参加者は，appendix B に明示されている簡素化

されたベースライン及びモニタリング方法論の変更提案あるいはプロジェクトタイプの追加提案を理

事会に対して行える。 

 

8. Project participants willing to submit a new type of small-scale afforestation or reforestation 

project activity under the CDM or revisions to a methodology shall make a request in writing to the 

Executive Board providing information about the activity and proposal on how a simplified baseline 

and monitoring methodology would be applied to this type. The Executive 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.  

新しいタイプの小規模 A or R CDM プロジェクト活動を提出するか，方法論の改定を意図するプロジ

ェクト参加者は，活動についての規定情報と簡素化されたベースライン及びモニタリング方法論がど

うのようにしてこのタイプのプロジェクトに適用できるかについての提案を，理事会に書面で行う。理

事会は新しいプロジェクトタイプ and/or 簡素化した方法論の改定及び修正を考慮に入れて，適切に，

専門的技術の導入をはかる。理事会は迅速に，可能であれば次の理事会議で，提案された方法論

をレビューする。一旦それが承認されれば，理事会は appendix B を修正する。 

 

9. The Executive Board shall review and amend, as necessary, appendix B at least once a year. 

理事会は，必要なら，少なくも年に 1 回 appendix B を修正する。 

 

10. Any amendment to appendix B shall apply only to small-scale afforestation and reforestation 

project activities under the CDM which are registered subsequent to the date of amendment and 

shall not affect already registered small-scale afforestation and reforestation project activities under 

the CDM during the crediting periods for which they are registered. 

appendix B の修正は，その修正の日付以後に登録された小規模 A/R CDM プロジェクト活動にのみ

適用され，そしてすでに登録済みの小規模 A/R CDM プロジェクト活動には，それが登録されたクレ

ジット期間を通して，適用されない。 

 

11. Several small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM may be 

bundled for the purpose of validation. An overall monitoring plan that monitors performance of the 

constituent project activities on a sample basis may be proposed for bundled project activities. If 

bundled project activities are registered with an overall monitoring plan, this shall be implemented 

and each verification/certification of the net anthropogenic removals by sinks achieved shall cover all 

of the bundled project activities. 

いくつかの小規模 A or R CDM プロジェクト活動は有効化審査の目的で一括化（バンドル）できる。

サンプルでプロジェクト活動の構成要素をモニターする全体のモニタリング計画を一括化したプロジ

ェクト活動に対して提案できる。もし，一括化したプロジェクト活動が全体モニタリング計画で登録さ

れたら，これは実施され，そして達成されたシンクによる純人為的吸収量の各検証と証明は一括化し

たプロジェクト活動のすべてをカバーする。 

 

12. A single designated operational entity (DOE) may perform validation as well as verification and 

certification for a small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM or for 

bundled small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM. 

同じ１つの指定運営組織（DOE）が小規模 A / R CDM プロジェクト活動又は一括化された小規模 A 

or R CDM プロジェクト活動に対して有効化審査と検証及び証明を行える。 

 

13. The Executive Board shall stipulate a reduced level of the non-reimbursable fee for requesting 

registration and, when recommending to the Conference of the Parties serving as the meeting of the 

Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) the share of proceeds to cover administrative expenses 

as required by decision 17/CP.7, propose a reduced rate of the share of proceeds to cover 



administrative expenses for small-scale afforestation and reforestation project activities under the 

CDM. 

理事会は登録に必要な払い戻しのない費用を減額レベルで適用する。そして，理事会が，17/CP.7

の決定によって要求されている管理上の費用を補うために発生する分担金を COP/MOP に勧告す

るときに，小規模 A/R CDM プロジェクト活動のための管理上の費用を補う分担金の減額レートを提

案する。 

 

C. Validation and registration 

有効化審査及び登録 

 

14. The DOE selected by project participants to validate a proposed small-scale afforestation or 

reforestation project activity under the CDM, being under a contractual arrangement with them, 

shall review the project design document and any supporting documentation to confirm that the 

following requirements ha been met:   

契約上の調整をした上で、提案する小規模 A or R CDM プロジェクト活動の有効化審査するために

プロジェクト参加者によって選ばれた DOE は、プロジェクト設計書及び下記の要求を満たしているこ

とを確認するための補助資料についてレビューする。 

 

(a)  The participation requirement set out in paragraphs 28-30 of the annex to decision 17/CP.7 

and paragraphs 8 and 9 of the modalities and procedures for afforestation and reforestation project 

activities under the CDM are satisfied 

17/CP.7 決定の annex のパラグラフ 28-30 及び小規模 A/R CDM プロジェクト活動の方法と手続き

のパラグラフ８と９に述べられている参加要件が満たされている。 

 

(b)  Comments by local stakeholders have been invited, a summary of the comments received has 

been provided, and a report to the DOE on how due account was taken of any comments has been 

received 

地域の利害関係者によるコメントが懇請されており、そのコメントの要約が提出され、そしてそのコメ

ントに対してどのような対策が取られたかについて DOE への報告がなされている。 

 

(c)  Project participants have submitted to the DOE documentation on the analysis of the 

socio-economic and environmental impacts, including impacts on biodiversity and natural 

ecosystems, and impacts outside the project boundary, of the proposed small-scale afforestation or 

reforestation project activity under the CDM. If any negative impact is considered significant by the 

project participants or the host Party, project participants have undertaken a socio-economic impact 

assessment and/or an environmental impact assessment in accordance with the procedures required 

by the host Party. Project participants shall submit a statement that confirms that they have 

undertaken such an assessment in accordance with the procedures required by the host Party and 

include a description of the planned monitoring and remedial measures to address them 

プロジェクト参加者は社会－経済影響及び環境影響を分析した文書を DOE に提出する。それには

生物多様性や自然生態系への影響、そして小規模 A or R CDM プロジェクト活動の境界外への影

響を含める。もし、どのような影響でもプロジェクト参加者あるいはホスト国によって顕著であると考え

られたら、プロジェクト参加者は社会－経済影響調査 and/or 環境影響調査をホスト国の要求する手

続きによって行う。プロジェクト参加者は、計画したモニタリングの記述及びそれら影響に対する改善

対策を含めて、ホスト国の要求する手続きにしたがって調査を実施したことを確認する文書を提出す

る。 

 

(d) The proposed small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM is 

additional if the actual net greenhouse gas removals by the 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 and reforestation project activities under 



the CDM, in accordance with paragraphs 18-19 

提案された小規模 A/R CDM プロジェクト活動が、パラグラフ 18 と 19 に従って、もし登録される小規

模 A or R CDM プロジェクト活動の不在下で起こりうるプロジェクト境界内の炭素プールの炭素蓄積

量の変化の合計量以上に現実純 GHG 吸収量が増加するものであるならば、それは追加性がある。 

 

(e) Project participants have specified the approach proposed to address non-permanence in 

accordance with paragraph 38 of the modalities and practices for afforestation and reforestation 

project activities under the CDM 

プロジェクト参加者は小規模 A/R CDM プロジェクト活動に対する方法と手続きのパラグラフ 38 に従

って、非永続性に関する希望の方法を明示する。   

 

(f)  The proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM 

conforms to one of the types in appendix B and use one of the simplified baseline and monitoring 

methodologies specified in appendix B, and the estimation of the existing carbon stock in conducted 

in an appropriate manner 

提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動は、appendix B に示すタイプの一つに従い、そして

appendix B で明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一つを利用して、適切な手

法を用いて実在する炭素蓄積量の推定を行う。 

 

(g)  A bundle of small-scale afforestation and reforestation project activities satisfies the conditions 

for bundling and the overall monitoring plan for the bundled small-scale afforestation and 

reforestation project activities is appropriate. 

小規模 A/R プロジェクト活動の一括化は一括化の条件を満たし、かつ、一括化した小規模 A/R プ

ロジェクト活動に対する全体のモニタリング計画が適切である。 

 

(h)  Project participants provide information regarding leakage in accordance with appendix B 

プロジェクト参加者は appendix B に従ってリーケージに関する情報を提出する。 

 

(i)  The proposed project activity conforms to all requirements, including monitoring, verification 

and reporting, for afforestation and reforestation project activities under the CDM in decision 

19/CP.9, its annex on modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities 

under the CDM that are not replaced by these simplified modalities and procedures, and relevant 

decisions by the COP/MOP and the Executive Board.  

提案されたプロジェクト活動は、モニタリング、検証と報告を含めて、19/CP.9 決定の A/R CDM プロ

ジェクト活動、及びこれらの簡素化した方法と手続きによって置き換えられていない A/R CDM プロジ

ェクト活動のための方法と手続きについての 19/CP.9 の決定の annex について、そして COP/MOP

及び理事会による関連決定の、全ての必要要件に従っている。 

 

15. The DOE shall: 

指定運営組織は以下のことを行う： 

(a) Prior to the submission of the validation report to the Executive Board, have received from the 

project participants written approval of voluntary participation of from the designated national 

authority of each Party involved, including confirmation by the host Party that the proposed 

small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM assists it in achieving 

sustainable development;  

理事会に有効化審査の報告を提出する前に、DOE は提案されている小規模 A or R CDM プロジェ

クト活動がホスト国の持続可能な開発を助長することについてホスト国による確認を含め、関与する

各国の国指定認可機関（DNA）発行の任意参加を証明する文書をプロジェクト参加者から受ける。 

 

(b) Prior to the submission of the validation report to the Executive Board, received from the 

project participants a written declaration that the proposed  



small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM is developed or 

implemented by low-income communities and individuals as determined by the host Party; 

理事会に有効化審査の報告を提出する前に、DOE は提案された小規模 A or R CDM プロジェクト

活動はホスト国によって認定された低所得者集落及び個人による開発あるいは実施であることの宣

言書をプロジェクト参加者から受ける。 

 

(c)  In accordance with the provisions on confidentiality contained in paragraph 27 (h) of the annex 

to decision 17/CP.7, make the project design document publicly available; 

17/CP.7 決定の annex のパラグラフ 27(h)にある機密性の規定に従って、DOE はプロジェクト設計書

を公開できるように作る。 

 

(d) Receive，within 30 days, comments on the validation requirements from Parties, stakeholders 

and UNFCCC-accredited non-governmental organizations, and make them publicly available; 

締約国、利害関係者、UNCFCC 認定の NGO からの有効化審査要件についてのコメントを受けて 30

日以内に、DOE はそれらを公開にする。 

 

(e) After the deadline for receipt of comments, make a determination as to whether, on the basis of 

the information provided and taking into account the comments received, the proposed small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM should available; 

コメントの受付締め切り後に、DOE は、提供された情報に基づき、かつ受けたコメントを考慮いれて、

それらを提案されている小規模A or R CDMプロジェクト活動が利用できるかどうかについて、決定を

する。 

 

(f)  Inform project participants of its determination on the validation of the small-scale afforestation 

or reforestation project activity under the CDM. The notification to the project participants will 

include a confirmation of validation and the date of submission of the validation report to the 

Executive Board, or an explanation of reasons for non-acceptance if the proposed small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM, as documented, is judged not to fulfill 

the requirements for validation 

小規模 A or R CDM プロジェクト活動の有効化審査についての決定をプロジェクト参加者に伝える。

プロジェクト参加者に対する通知は、有効化審査の確定、理事会への有効化審査報告の提出日付、

または、もし提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動が有効化審査のための要件を満たして

いないと判断されたとき、文書を添付して、非受理の理由の説明を含む。 

 

(g)  Submit to the Executive Board, if it determined the proposed small-scale afforestation or  

reforestation project activity under the CDM to be valid, a request for registration in the form of a 

validation report including the project design document, the written approval of voluntary 

participation from the designated national authority of each Party involved, as referred to in 

paragraph 15 (a) above, and an explanation of how it has taken due account of comments received; 

もし提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動が有効であることを決定したら，DOE は有効化

審査の報告様式で登録の要請を理事会に提出する。これにはプロジェクト設計書，上記パラグラフ

15(a)で言及したように関与する各締約国の DNA からの自主参加の証明書，及び受け取ったコメント

への対応をどのようにとるかの説明書をつける。 

 

(h)  Make this validation report publicly available upon transmission to the Executive Board. 

DOE は有効化審査報告書を理事会に伝達と同時に公開する。 

 

16. The registration by the Executive Board shall be deemed final four weeks after the date of 

receipt by the Executive Board of the request for registration, unless a Party involved in the 

proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM, or at least three 

members of the Executive Board, request a review of the proposed small-scale afforestation or 



reforestation project activity under the CDM. The review by the Executive Board shall be made in 

accordance with the following provisions: 

もし，提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動に関与する締約国あるいは少なくとも３人の理

事会メンバーが，提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動のレビューを要求しなければ，理

事会は，登録要求を受け取った後４週間で，登録を終了させる。 

理事会によるこのレビューは次の規定にそって行う。 

 

(a) It shall be related to issues associated with the validation requirements. 

それは有効化審査要請に関連した事項に関係していること。  

 

(b)  It shall be finalized no later than at the second meeting following the request for review, with the 

decision and the reasons for it being communicated to the participants and the public. 

それは参加者及び公衆との意見交換の結果と理由でもって，レビューの要求後2回目の会議までに

終える。 

 

17.  A proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM that is 

not accepted may be reconsidered for validation and subsequent registration after appropriate 

revisions, provide that this project activity follows the procedure and meets the requirements for 

validation and registration, including those relating to public comments. 

受理されなかった提案小規模 A or R CDM プロジェクト活動は，パブリックコメントに関連した事項を

含めて，このプロジェクト活動が手続きに従い，そして有効化審査と登録のための要求に合致させて，

適切な改訂をおこなった後に，有効化審査とそれに続いた登録のために再提出できる。 

 

18. A small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM is additional if the 

actual net 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 proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM. 

小規模 A or R CDM プロジェクト活動は，シンクによる現実純 GHG 吸収量が提案された小規模 A or 

R CDM プロジェクト活動がないときに生じるであろうプロジェクト境界内での炭素プール中の炭素蓄

積量の変化の合計より多いならば，追加性がある。 

 

19. The baseline for 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 have occurred 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. 

提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動のためのベースラインは，提案プロジェクト活動がな

いときに生じ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。ベースラインは，それが appendix B に述べたベースライン方法論を用いて導

かれたものであれば，提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動のないときに生じるであろうプ

ロジェクト境界内で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。 

  

20. A simplified baseline and monitoring methodology listed in appendix B may be used for a 

small-scale afforestation or reforestation project activity under the CD if the project participants are 

able to demonstrate to a DOE that the project activity would otherwise not be implemented due to 

the existence of one or more of the barriers listed in attachment A to appendix B. Where specified in 

appendix B for a project type, quantitative evidence that the project activity would otherwise not be 

implemented may be provided instead of a demonstration based on the barriers listed in attachment A 

to appendix B. 



appendix B に表示した簡素化されたベースライン及びモニタリング方法論は，もしプロジェクト参加者

が appendix B の attachment A に示したバリアーの一つあるいはそれ以上の存在によって，そのプロ

ジェクト活動が実施できないことを，DOE に論証できれば，その小規模 A or R CDM プロジェクト活動

に，用いることができる。Appendix B に明示されたプロジェクトタイプの場所では，プロジェクト活動が

実施できないという定量的証拠を，appendix B の attachment A に示したバリアーに基づいた論証の

代わりに提出できる。 

 

21. The crediting period shall begin at the start of the small-scale afforestation or reforestation 

project activity under the CDM. The crediting period for a proposed small-scale afforestation or 

reforestation project activity under the CDM shall be either of the following: 

クレジト期間は小規模 A or R CDM プロジェクト活動の開始で始まる。小規模 A or R CDM プロジェ

クト活動のクレジト期間は下記のどちらかである。 

 

(a) A maximum of 20 years which may be renewed at most two time, provided that, for each renewal, 

a DOE 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 

最長 20 年で，最多で２回まで更新ができる。各更新時には，DOE は元のプロジェクトベースラインが

まだ有効であるか，あるいは適用できる場所の新しいデータを取り入れて更新されたベースラインを

決定し，理事会に報告することが条件である。 

 

(b)  A maximum of 30 years. 

最長で 30 年。 

 

22.  A small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM shall be designed in 

such a manner as to minimize leakage. 

小規模 A or R CDM プロジェクト活動はリーケージを最少にする方法で計画する。 

 

D. Monitoring 

モニタリング 

 

23.  Project participants shall include, as part of the project design document for small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM or a bundle of small-scale afforestation 

or reforestation project activity under the CDM, a monitoring plan that provides for: 

プロジェクト参加者は，小規模 A or R CDM プロジェクト活動あるいは一括化した小規模 A or R CDM

プロジェクト活動のためのプロジェクト設計書の一部として，以下を備えたモニタリング計画を立てる；  

(a)  The collection and archiving of all relevant data necessary for estimating or measuring the 

actual net greenhouse gas removals by sinks during the crediting period as specified in appendix B;   

    appendix B に明示されたクレジット期間を通じて，シンクによる現実純 GHG 吸収量の推定ある

いは測定に必要なすべての関連データの収集と保存について； 

 

(b) The collection and archiving of all relevant data necessary for determining the baseline net 

greenhouse gas removals by sinks during the crediting period as specified in appendix B; 

appendix B に明示されたクレジット期間を通じて，シンクによるベースライン純 GHG 吸収量の決定の

ために必要なすべての関連データの収集と保存について； 

 

(c)  Unless project participants have successfully shown to the DOE that significant leakage is not 

expected to occur, as specified in appendix B, the identification of potential sources of, and the 

collection and archiving of data on, leakage during the crediting period; 

appendix B で明示したように，プロジェクト参加者が顕著なリーケージが生じないことを DOE に説明

できなければ，クレジット期間を通じてリーケージの潜在的発生源の特定とそれについてのデータの

収集と保存について； 



 

(d)  Changes in circumstances within the project boundary that affect legal title to the land or right 

of access to the carbon pools; 

土地の所有権や炭素プールの利用権に影響するプロジェクト境界内における状況の変化につい

て； 

 

(e) Quality assurance and quality control procedures for the monitoring process in accordance with 

appendix B; 

appendix B に従ったモニタリングのための品質保証と品質管理の方法について； 

 

(f)   Procedures for the periodic calculation of the net anthropogenic greenhouse gas removals by 

sinks due to the small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM, and 

documentation of the steps involved in those calculation; 

小規模 A or R CDM プロジェクト活動に基づいたシンクによる純人為的 GHG 吸収量の定期的な計

算の方法，およびそれらの計算過程に含まれる各ステップの文書化について； 

 

(g)  Procedures for the review of implementation of relevant measures to minimize leakage where the 

circumstances of the project activity have changed in a manner that may result in, or increase, 

leakage. 

プロジェクト活動の状況がリーケージをもたらすかあるいは増加させる状態に変化をしたところでは，

リーケージを最小化するための関連対策の実施についてのレビューのための方法について。 

 

24.  The monitoring plan for a proposed small-scale afforestation or reforestation project activity 

under the CDM may use the monitoring methodology specified in appendix B for the relevant project 

activity if the DOE determines at validation that the monitoring methodology reflects good 

monitoring practice appropriate to the circumstances of the project activity. 

提案された小規模 A or R CDM プロジェクト活動のためのモニタリング計画は，そのプロジェクト活動

の状況に適した好適モニタリング方法を反映したモニタリング方法論であること。もし DOE が有効化

審査時に決定していれば，その関連するプロジェクト活動のための appendix B に明示したモニタリン

グ方法論を利用できる。 

 

25. If small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM are bundled, a 

separate monitoring plan shall apply for each of the constituent project activities in accordance with 

paragraph 23 and 24 above, or an overall monitoring plan shall apply for the bundled projects, as 

determined by the DOE at validation to reflect good monitoring practice appropriate to the bundled 

project activities and to provide for the collection and archiving of the data needed to calculate the 

net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks achieved by the bundled project activities. 

Good practice may include monitoring of a sample of projects in a bundle. 

小規模 A or R CDM プロジェクト活動が一括化されていれば，上記パラグラフ 23 及び 24 にしたがっ

て，プロジェクト活動の各構成分に個別のモニタリング計画を適用できる。あるいは一括化されたプ

ロジェクト活動に対して適した好適モニタリング方法の反映し，その上に一括化されたプロジェクト活

動によって達成されたシンクによる純人為的 GHG 吸収量を計算するに必要なデータの収集と保存

のための規定とが，有効化審査時に DOE によって決定されているとき，全体モニタリング計画を一

括化したプロジェクトに適用できる。好適な方法は一括化したプロジェクトのサンプルのモニタリング

を含む。 

 

26. Project participants shall implement the monitoring plan contained in the project design 

document, archive the relevant monitored data and report the relevant monitoring data to a DOE 

contracted to verify the net anthropogenic greenhouse gas removals by sink archived during the 

crediting period specified by the project participants. 

プロジェクト参加者はプロジェクト設計書にあるモニタリング計画を実施し，関連のモニターしたデー



タを保存し，そしてプロジェクト参加者が明示したクレジット期間中に達成された純人為的 GHG 吸収

量を検証することを契約した DOE に関連モニターデータを報告する。 

 

27. Revisions, if any, to the monitoring plan to improve the accuracy and/or completeness of 

information shall be justified by project participants and shall be submitted for validation to a DOE. 

精度 and/or 情報の完全性を改良するためのモニタリング計画の改訂が，もしプロジェクト参加者によ

ってなされたならば，それは有効化審査のために DOE に提出される必要がある。 

 

28. The implementation of the registered monitoring plan and its revisions, as applicable, shall be a 

condition for verification, certification and the issuance of temporary certified emission reductions 

(tCERs) or long-term certified emission reduction (lCERs). 

登録されたモニタリング計画及びその改訂版の実施は，適用できるのであれば，検証，証明及びｔ

CER あるいはｌCER の発行の条件である。 

 

29. The project participants shall provide to the DOE contracted by the project participants to 

perform the verification a monitoring report in accordance with the registered monitoring plan set out 

in paragraph 23 above for the purpose of verification and certification. 

プロジェクト参加者は，検証と証明の目的のための上記パラグラフ 23 に述べた登録されたモニタリン

グ計画に従ったモニタリング報告書を，プロジェクト参加者が検証実施の契約した DOE に提出す

る。 

  

 



APPENDIX A 

Project design document for small-scale afforestation and reforestation project activity under the 

clean development mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のためのプロジェクト設計書 

 

1.  The purpose of this appendix is to outline the information required in the project design 

document for small-scale afforestation and reforestation project activities under the clean 

development mechanism (CDM). A project activity shall be described in detail in a project design 

document, taking into account the provisions for small-scale afforestation and reforestation project 

activities under the CDM as set out in the present annex, in particular in its section C on validation 

and registration and in its section D on monitoring. The description shall include the following: 

この appendix の目的は，小規模 A/R CDM プロジェクト活動のためのプロジェクト設計書（以下 PDD

と略記）に要求される情報を概説することである。プロジェクト活動は，annex に述べられている小規

模 A/R CDM プロジェクト活動のための規定を考慮し，特にセクション C の有効化審査と登録につい

て及びセクション D のモニタリングについて考慮をして， PDD に詳細に記述する。その記述には以

下の事項を含める： 

 

(a) A description of the small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM 

comprising the project purpose; a technical description of the project activity, including species and 

varieties selected and how technology and know-how will be transferred, if appropriate; a description 

of the physical location and boundaries of the project activity; and a specification of the gases whose 

emissions will be part of the project activity 

プロジェクト目的を含んだ小規模 A or R CDM プロジェクト活動の記述、すなわち選択した植栽樹種

あるいは品種やどのように技術や、ノウハウを移転するかを含めたプロジェクト活動の技術的な記述

をする。もし必要ならば、プロジェクト活動の物理的所在地や境界、そしてプロジェクト活動の一部か

ら排出されるガスについての記述 

 

(b)  A description of the present environmental conditions of the area including a description of 

climate, hydrology, soils, ecosystems, and the possible presence of rare or endangered species and 

their habitats 

気象条件、水文学、土壌、生態系及び希少生物あるいは絶滅危惧生物の生息可能性及び生息域

などの記述を含めたプロジェクト域の現環境条件を記述 

 

(c)   A description of legal title to the land, right of access to the sequestered carbon, and current 

land tenure and land use 

土地の法的所有権、吸収炭素へのアクセス権、及び現在の土地所有及び利用権についての記述 

 

(d)  Carbon pools selected, as well as transparent and verifiable information, in accordance with 

paragraph 21 of the modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities 

under the CDM 

A/R CDM プロジェクト活動のための方法と手続きのパラグラフ 21 にしたがって、透明かつ検証可能

な情報にもって、選択した炭素プールについて 

 

(e)   A statement of which baseline and monitoring methodologies in appendix B have been selected 

選択した appendix B のベースライン及びモニタリング方法論の記述 

 

(f)   A description of how the simplified baseline methodology in an appendix B will be applied in the 

context of the small-scale afforestation or reforestation project activity 

Appendix B の簡素化したベースライン方法論が、どのようにこの小規模プロジェクト活動に適用され

るかについての記述 

 



(g)  Measures to be implemented to minimize potential leakage, as applicable 

必要であるならば、可能性のあるリーケージを最少にするための対策 

 

(h)  The start date for the project activity, with justification, and the choice of crediting periods 

during which the project activity in expected to result in net anthropogenic greenhouse gas removals 

by sinks 

正当な証拠をつけて、プロジェクト活動の開始日、及びでシンクによる純人為的 GHG 吸収量がある

と期待されるプロジェクト活動中のクレジット発生期間の選択 

 

(i)  A statement of which approach for addressing non-permanence was selected in accordance with 

paragraph 38nof the modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities 

under the CDM 

A/R CDMプロジェクト活動のための方法と手続きのパラグラフ38に従って選択された非永続性問題

への対応策（訳注：tCER or lCER の選択）についての記述 

 

(j)  A description of how the actual net 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 

登録された小規模 A or R CDM プロジェクト活動が存在しなかったであろう時に生じるであろうプロジ

ェクト境界内での炭素プール中の炭素蓄積量の変化の合計以上に、シンクによる現実 GHG 吸収量

がどのように増加するかについての記述。 

 

(k)  Environmental impacts of the project activity: 

プロジェクト活動による環境影響について： 

  

(i)  Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts on biodiversity 

and natural ecosystems, and impacts outside the project boundary, of the proposed small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM. This analysis should include, where 

applicable, information on, inter alia, hydrology, soils, risk of fires, pests and diseases 

提案した小規模 A or R CDM プロジェクト活動の、プロジェクト境界外への影響も含めて、生物多様

性及び自然生態系への環境影響の分析についての文書。この分析には、必要に応じて、特に水門

学、土壌、火災・虫害・病害のリスクに関する情報を含める。 

 

(ii)  If any negative impact is considered significance by the project participants or the host Party, a 

statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment adequate 

to scale, in accordance with the procedures required by the host Party, including conclusion and all 

references to support documentation 

プロジェクト参加者もしくはホスト国関係者によって、もし環境に顕著な悪影響が認められた場合に

は、ホスト国が求める手続きに従って、プロジェクト参加者が行った環境影響評価とその結論及びす

べての証拠資料を添付した報告書。 

 

(l)  Socio-economic impacts of the project activity: 

プロジェクト活動による社会経済的影響： 

 

(i)  Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts outside the 

project boundary, of the proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under 

the CDM. This analysis should include, where applicable, information on, inter alia, local 

communities, indigenous peoples, land tenure, local employment, food production, cultural and 

religious sites, and access to fuelwood and other forest products 

提案した小規模 A or R CDM プロジェクト活動の、プロジェクト境界外を含めて、社会経済的影響に



ついての分析の文書。この分析には、必要であれば、特に地域社会、原住民、土地所有、現地雇用、

食料生産、文化的及び宗教的場所、燃材やその他林産物へのアクセスなどが含まれる。 

 

(ii)  If any negative impact is considered significance by the project participants or the host Party, a 

statement that project participants have undertaken a socio-economic impact assessment adequate 

to scale, in accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all 

references to support documentation 

プロジェクト参加者もしくはホスト国関係者によって、もし社会経済的に顕著な悪影響が認められた

場合には、ホスト国が求める手続きにしたがって、プロジェクト参加者が行った社会経済的影響評価

とその結論およびすべての証拠資料を添付した報告書。 

 

(m)  A description of planned monitoring and remedial measures to address significant impacts 

referred to in paragraph 1(k)(ii) and (l)(ii) above 

上述の(k)(ii)や(l)(ii)に関して顕著な影響ありとしたとき、モニタリング計画や救済策の記述。 

 

(n)  Information on sources of public funding for the project activity from Annex I Parties 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 1 の締約国からプロジェクト活動に対する公的資金源に関する情報について、その資金が

ODA の流用でなく、そして、それはそれら締約国の出資義務のあるものからはずれているか、見込

まれていないことを確認する情報。 

 

(o)  Stakeholder comment, including a brief description of the process, a summary of the comments 

received, and a report on how due account was taken of any comments received 

利害関係者からのコメントを収集する方法、受けたコメントの要約、及びそのコメントに対する対処方

法の報告書。 

 

(p)  A description of how the simplified monitoring methodology of appendix B will be applied in the 

context of the small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM. 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動に関連して、Appendix B で簡素化したモニタリング方法論がどの

ように用いられるかの記述。 

  

 

 



APPENDIX  B 

 

Indicative simplified baseline and monitoring methodologies for selected types of small-scale 

afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動の選択されたタイプのための 

簡素化したベースライン及びモニタリング方法論の指示 

 

1. The Executive Board shall develop an indicative list of simplified baseline and monitoring 

methodologies for selected types of small-scale afforestation and reforestation project activities 

under the clean development mechanism (CDM), in accordance with the following guidance: 

理事会は、下記のガイダンスにしたがって、小規模A/R CDMプロジェクト活動の選択されたタイプの

ための簡素化されたベースライン及びモニタリング方法論の指示リストを開発する。 

 

A. Baseline methodology 

 

2. If project participants can provide relevant information that indicates that, in absence of the 

small-scale afforestation and reforestation project activity under the CDM, no significant changes in 

the carbon stocks within the project boundary would have occurred, they shall assess the existing 

carbon stocks prior to the implementation of the project activity. The existing carbon stocks shall be 

considered as the baseline and shall be assumed to be constant throughout the crediting period. 

もしプロジェクト参加者が、小規模 A or R CDM プロジェクト活動がないときに、プロジェクト境界内で

炭素蓄積量に顕著な変化が生じないであろうことを示す関連情報を提供できるならば、プロジェクト

活動の実施前に現存する炭素蓄積量を評価する。この現存炭素蓄積量はベースラインをみなされ、

クレジット期間を通じて一定であるとみなしうる。 

 

3.  If significant changes in the carbon stocks within the project boundary would be expected to 

occur in the absence of the small-scale afforestation or reforestation project activity, project 

participants shall use simplified baseline methodologies to be developed by the Executive Board. 

もし小規模 A or R CDM プロジェクト活動がないときに、プロジェクト境界内で炭素蓄積量の顕著な変

化が生じることが予想されるならば、プロジェクト参加者は理事会が開発した簡素化したベースライン

方法論を用いる。 

 

4.  The Executive Board shall develop simplified baseline methodologies for the types of small-scale 

afforestation or reforestation project activities: 

理事会は小規模A or R CDMプロジェクト活動の次のタイプのための簡素化したベースライン方法論

を開発する。 

 

  (a) Grassland to forest land    草地から森林地へ 

  (b)  Cropland to forest land    農耕地から森林地へ 

  (c) Wetland to forestland      湿地から森林地へ 

  (d) settlement to forest land    居住地から森林地へ 

 

5.  The Executive Board shall considered the types referred to in paragraph 4 above and develop, 

for consideration by the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto 

Protocol (COP/MOP) at its first session, default factors for assessing the existing carbon stocks and 

for simplified baseline methodologies, taking into account, if appropriate, types of soils, lifetime of 

the project and climatic conditions. Project participants may use either the default factors or project 

specific methods, provide they reflect good practice appropriate to the type of the project activity. 

理事会は、上記パラグラフ 4 で述べたタイプを考慮の上、COP/MOP の最初の会合で検討に付すた

めに、現存する炭素蓄積量を評価し、そしてベースライン方法論を簡素化するために、適切であれ

ば、土壌タイプ、プロジェクトの寿命及び気候条件を考慮して、設定因子を開発する。プロジェクト参



加者は、設定因子かあるいはそのプロジェクト活動のタイプに適した優良な実施法を反映したプロジ

ェクトに特有な方法かのどちらかを利用する。 

 

B. Monitoring methodology 

 

6.  No monitoring of the baseline is required. 

ベースラインのモニタリングは必要ない。 

 

7. The executive Board shall develop, for consideration by the COP/MOP at its first session, 

simplified monitoring methodologies based on appropriate statistical methods to estimate or measure 

the actual net greenhouse gas removals by sinks. As appropriate, the Executive Board may indicate 

different methods for different types of afforestation and reforestation project activities under the 

CDM and proposed default factors, if any, to facilitate the estimation or measurement of actual net 

greenhouse gas removals by sinks. 

理事会は、COP/MOP の最初の会合で検討するために、シンクによる現実純 GHG 吸収量を推定あ

るいは測定するための適切な統計的方法に基づいた簡素化されたモニタリング方法を開発する。理

事会は、異なったタイプの A/R CDM プロジェクト活動に対する異なった方法を示し、そしてシンクに

よる現実純 GHG 吸収量の推定あるいは測定に適合した設定因子を、もしあれば、提案する。 

 

8. The Executive Board shall consider ways to simplify the information requirement needed to 

determine that one or more carbon pools and/or greenhouse gas emissions can be excluded fro the 

estimation of the baseline net greenhouse gas removals by sink and /or the actual net greenhouse gas 

removals by sinks. 

理事会は、シンクによるベースライン純 GHG 吸収量 and/or シンクによる現実純 GHG 吸収量から一

つ、あるいはそれ以上の炭素プール and/or GHG 排出量を除外できる決定に必要な情報を簡素化

するための方法を考案する。 

 

C. Leakage 

 

9. If project participants demonstrate that the small-scale afforestation or reforestation project 

activity under the CDM does not result in the displacement of activities or people, or does not 

trigger activities outside the project boundary, that would be attributable to the small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM, such that an increase in greenhouse 

gas emissions by sources occurs, a leakage estimation is not required. In all other cases leakage 

estimation is required. The Executive Board shall develop guideline to estimate leakage.  

もしプロジェクト参加者が、小規模 A or R CDM プロジェクト活動が既存の活動あるいは人々の移動

をもたらさないか、あるいは小規模 A or R CDM プロジェクト活動に基づいたその活動の排出源によ

る GHG 排出量の増加をもたらすプロジェクト境界外における活動の引き金にならないことを示すこと

ができれば、リーケージの推定は必要ない。その他の全ての場合には、リーケージの推定が必要で

ある。理事会はリーケージを推定するためのガイドラインを開発する。 

 

ATTACHMENT A TO APPENDIX B 

 

(The attachment A to appendix B, referred to in paragraph 20 of the simplified modalities and 

procedures for small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM, shall be 

developed by the Executive Board, taking into consideration the existing list of barriers for 

non-afforestation and reforestation CDM project activities, as contained in attachment A to 

appendix B of annex II to decision 21/PC.8)   

（小規模 A/R CDM プロジェクト活動のための簡素化した方法と手続きのパラグラフ 20 に関連して、

21/CP.8 決定に付属する annex II の appendix B の attachment A に含まれているように、appendix B

の attachment A は理事会によって開発される）  



 

 



APPENDIX C 

 

Criteria for determining the occurrence of debundling 

プロジェクトの分割化を決定する基準 

 

1.  Debundling is defined as the fragmentation of a large project activity into 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 afforestation and reforestation project activities under the 

clean development mechanism (CDM). A large project activity or any of its components shall follow 

the regular modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities under the 

CDM. 

分割化（デバンドリング）は大きなプロジェクト活動を分割した部分と定義する。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は、小規模 A/R CDM プロジェクト活動のために簡素化し

た方法と手続きを利用する資格がない。大きなプロジェクト活動またはそのいかなる部分も A/R 

CDM プロジェクト活動のための一般の方法と手続きに従う。 

 

2.  A proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM shall be 

deemed to be a debundled component of a large project activity if there is a registered small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM or an application to register another 

afforestation or reforestation small-scale project activity under the CDM: 

提案した小規模 A or R CDM プロジェクト活動が，もし以下の条件で登録された小規模 A or R CDM

プロジェクト活動あるいは他の小規模 A or R CDM プロジェクト活動に登録を適用するものであれば，

大きなプロジェクト活動の分割した部分とみなされる。 

    

(a)  With the same project participants; 

同じプロジェクト参加者による場合； 

(b)  Registered within the previous two years; 

過去２年以内に登録されたものである場合； 

(c)  Whose project boundary is within 1 km of the project boundary of the proposed small-scale 

afforestation or reforestation project activity under the CDM at the closest point. 

それらプロジェクト境界が，もっとも近接した地点で，提案した小規模A or R CDMプロジェクト活動の

境界の 1km 以内にある場合。 

 

  

1.  If a proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM is 

deemed to be debundled component is accordance with paragraph 2 above, but the total size of such 

an activity combined with the previously registered small-scale afforestation or reforestation project 

activity under the CDM does not exceed the limits for small-scale afforestation or reforestation 

project activity under the CDM as set out in paragraph 1(i) of the annex to decision 19/CP.9, the 

project activity can qualify to use simplified modalities and procedures for small-scale afforestation 

and reforestation project activities under the CDM. 

もし提案した小規模 A or R CDM プロジェクト活動が上記パラグラフ２に従って，分割した部分である

と思われるが，しかし以前に登録された小規模 A or R CDM プロジェクト活動と結合した全体の活動

の大きさが 19/CP.9 の決定に付属した annex の 1(i)パラグラフに述べられている小規模 A or R CDM

プロジェクト活動の限界値を超えていなければ，そのプロジェクト活動は小規模 A/R CDM プロジェク

ト活動のための簡素化した方法と手続きを利用する資格がある。 

 

 


