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はじめに 

 

本報告書は政府開発援助国際林業協力事業補助金による「CDM 植林技術指針調査事業」平

成１６年度事業の調査報告である。 

世界的規模の地球温暖化防止への取り組みの流れの中で、多くの開発途上国においては、

CDM 植林を自国の持続可能な森林造成に結びつけて実施したいという意向を有しており、途上

国は、森林造成指針としてのCDM植林技術指針を求めている。CDM事業では、まず事業参加者

が運営組織(OE)に事業の申請を行い CDM 事業として認定を受けることが重要である。このため、

本事業では、CDM 植林事業への途上国及び我が国の事業者の参入を容易にするため、事業参

加者がOEに事業申請を行う際に、事業審査を通りやすくするようなCDM植林技術指針を作成す

るものであり、CDM 植林の推進を通じて、途上国の持続可能な森林経営への取り組みを支援する

ものである。 

 

吸収源CDMの要件については、CDM理事会ARワーキンググループの2004年 7月会合にお

いて、AR-CDM のプロジェクト設計書、新ベースライン方法論、ならびに新モニタリング方法論のガ

イドラインが提案された。また、2004 年 12 月の COP10 および SBSTA21 において、小規模 AR－

CDM が認められた。このため本年度は提案された様式を検討し、AR－CDM 植林計画書(PDD)ガ

イドライン、最近の AR－CDM の動向を調査した。加えてベトナムの事例研究をもとに、小規模

CDM 植林用 PDD 作成の手引きを検討した。なお、今回のガイドラインおよび事例研究は、現在ま

での諸情報に基づき作成したものであり、今後吸収源向けの等式や詳細な要領が出ると予想され

るため、途中経過の報告書である。 

 

本事業を行なうに当り、林野庁森林整備部計画課海外林業協力室永目伊知郎調査官、宮園浩

樹課長補佐、伊奈康治技術係長にご指導をいただいた。また、調査にご協力にご協力いただいた、

財団法人国際緑化推進センターをはじめ、ベトナム国関係機関など多くの方々に心から感謝を申

し上げる次第である。 

 

 



１ 調査事業の目的と内容 

 

１－１ 調査事業の目的 

世界的規模の地球温暖化防止への取り組みの流れの中で、多くの開発途上国においては、

CDM 植林を自国の持続可能な森林造成に結びつけて実施したいという意向を有しており、途上

国は、森林造成指針としての CDM植林技術指針を求めている。 

CDM事業では、まず事業参加者が運営組織（OE）に事業の申請を行いCDM事業として認定を

受けることが重要である。このため、本事業では、CDM植林事業への途上国及び我が国の事業者

の参入を容易にするため、事業参加者がOEに事業申請を行う際に、事業審査を通りやすくするよ

うな CDM 植林技術指針を作成するものであり、CDM 植林の推進を通じて、途上国の持続可能な

森林経営への取り組みを支援するものである。 

 

１－２ 調査事業の内容 

本事業は 5年間の計画で下記の事業を実施する。 

 

（１）OE による事業適格性審査に含まれると目されている 

・生物多様性保全を含む環境影響評価 

・社会経済的影響評価 

・利害関係者への意見聴取と処理方法 

・リーケッジ（副次的悪影響）の把握と対処方法 

・ベースラインの設定と炭素計測モニタリング手法 

これらの審査をクリアするための CDM植林事業参加者向け技術指針を作成する 

 

（２）途上国及び我が国の CDM植林事業参加者に対する、CDM植林造成技術指針提供 

 

１－３ 年度計画 

本事業は下記の計画を予定する。 

  第 1 年次  平成 15 年度  東南アジア（インドネシア） 

  第 2 年次  平成 16 年度  東南アジア（ベトナム） 

  第 3 年度  平成 17 年度  中南米(ウルグアイ予定) 

  第 4 年度  平成 18 年度  中南米 

  第 5 年度  平成 19 年度  アフリカ 

 

１－４ 委員会の設置と開催 

学識経験者で構成する調査委員会を設置し、本事業の調査方針、調査結果の検討、調査結果

の取りまとめ方法などを検討した。 



１－４－１委員会の設置 

名称：CDM植林技術指針調査員会 

構成 

 委員長 天野 正博 全般 早稲田大学 人間科学部 教授 

 委員 神田 憲二 森林経営 王子製紙（株） 執行役員 原材料本部長 

 太田 誠一 環境影響 京都大学大学院 農学研究科 教授 

 横田 康裕 社会経済影響 （独）国際農林水産業センター 林業部 

 小林 紀之 OE 審査 日本大学大学院 法務研究科 教授 

 根本 昌彦 OE 審査 全国森林組合連合会 調査役 

 山田 和人 CDM一般 パシフィックコンサルタンツ（株）地球環境部部長代理 

 松尾 直樹 CDM一般 （有）クライメート・エキスパーツ 代表取締役 

 川元 蒋 CDM一般 フォーラムマネージメント（株）代表取締役 

 森川 靖 森林造成 早稲田大学人間科学部 教授 

 森 徳典 森林造成 （財）国際緑化推進センター 主任研究員 

 松本 光朗 IPCC-GPG （独）森林総合研究所 林業システム研究室長 

 武田 雅浩 投資モデル （株）UFJ 総合研究所 環境ｴﾈﾙｷﾞｰ部 主任研究員 

 岡  裕泰 投資モデル （独）森林総合研究所 林業経・政策研究領域 主任研究

員 

  

１－４－２委員会の開催 

本年度は下記委員会を開催した。 

第 1 回 

  日時：平成 16 年 6 月 30 日 

  議題：調査方針、進め方について 

 

第 2 回 

  日時：平成１6 年１月２１日 

  議題：調査結果等について 

 

第 3 回 

  日時：平成 17 年 3 月 22 日 

  議題：報告書の検討 

 

１－５ 現地調査等 

本年度は以下を実施した。 

1）日時： ベトナム調査（２００４年１１月９日～１４日） 

 内容： 政府ＣＤＭ関係者(MARD 他)とのミーティングと植林地調査 

 参加者： 畠山、田野岡、山田（JOPP）                         

 

2）日時： ベトナム調査（２００５年２月２３日～２５日） 



 内容： 政府ＣＤＭ関係者(MARD 他)とのミーティング 

 参加者： 田野岡、山田（JOPP）                                  

 

３）日時： ベトナム調査（2005 年 10 月 24 日～30 日） 

 内容： 小規模コミュニティーフォレストの現地調査 

  参加者：  太田、森、金澤（神戸大学）                     

 

４）日時： ウルグアイ調査（2005 年 3 月 5 日～12 日） 

内容： 来年度事業の予備調査。政府ＣＤＭ関係者、民間コンサルタントとミーティングと植

林地調査。 

参加者： 田野岡、山田（JOPP）、脇本（（有）林造）   

 

5）日時： A/RCDM WG議長との懇談会（2005 年 2 月 18 日） 

内容： A/RCDM WG での状況、チリのＣＤＭ植林の現状についての報告と日本国内の

A/RCDM関係者とのフリーディスカッション。 
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2 AR－CDM-PDD作成のガイドライン 

社団法人 海外産業植林センター 

2-1-1 AR－CDM-PDD作成のガイドライン 

 

昨年度は排出源CDMのPDDフォームで作成していたが、今年度はCDM理事会ARワーキンググループの

2004年７月会合において提案された、 

  ・AR-CDMのプロジェクト設計書（CDM-AR-PDD） 

  ・提案される新ベースライン方法論(CDM-AR-NMB) 

  ・提案される新モニタリング方法論(CDM-AR-NMM) 

を用い、AR-CDM-PDD作成のガイドラインを作成した。 

尚、ガイドライン（案）（AR WG First Meeting Annex 4, “DRAFT CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 
GUIDELINES FOR COMPLETING, THE PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR A/R (CDM-AR-PDD), THE 
PROPOSED NEW METHODOLOGY FOR A/R: BASELINE (CDM-AR-NMB) AND THE PROPOSED NEW 
METHODOLOGY FOR A/R: MONITORING (CDM-AR-NMM)”）を当センターが仮訳したものである。 
 ２００４年１２月７日現在は、「（案: DRAFT）」ではなく、正式なものがUNFCCCのCDMウェブサイトで公開されて

いる。この文書は２００４年７月時点のドラフトの翻訳であることを注意願いたい。なお、原文の本来の意味を確認

しやすくするため、原文と日本語仮訳を併記した。また、昨年度のインドネシアの現状に関する記述に加えた。 

尚、本年度調査したベトナムのAR-CDMの受入体制の実情を、2-1-4に紹介する。 

 

AR-CDM-PDD作成の留意事項 
 

DRAFT CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM GUIDELINES FOR COMPLETING 
THE PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR A/R (CDM-AR-PDD), 

THE PROPOSED NEW METHODOLOGY FOR A/R: BASELINE (CDM-AR-NMB), AND 
THE PROPOSED NEW METHODOLOGY FOR A/R: MONITORING (CDM-AR-NMM) 

AR-CDMのプロジェクト設計書（CDM-AR-PDD）、 

提案される新ベースライン方法論（CDM-AR-NMB）、及び 

提案される新モニタリング方法論（CDM-AR-NMM）を 

完成させるためのガイドライン（案） 
 

Version 01（第１版） 
 

CONTENTS（内容） 
 
PART I (General guidance) （全体の手引き） 
 
A. General information on the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD), 

the Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB) and 
the Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM)…………………… Page 4 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMに関する全般的な手引き 

 
B. Glossary of A/R CDM terms………………………………………………………………….. Page 9 

AR-CDM専門用語の用語集 
 
PART II (Project Design Document)（プロジェクト設計書：PDD） 
 
A. Information note for the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD)........................... Page 22 

CDM-AR-PDDに関する注意事項 
 
B. Specific guidelines for completing the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD)..... Page 23 

CDM-AR-PDDを完成させるための詳細なガイドライン 
 
PART III (Proposed New Methodology: Baseline and Proposed New Methodology: Monitoring) 

（提案される新ベースライン方法論、及び提案される新モニタリング方法論） 
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A. Information note for the Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB) and 

the Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM). ................................ Page 45 
CDM-AR-NMB 及びCDM-AR-NMMに関する注意事項 

 
B. Specific guidelines for completing “Proposed New Methodology for A/R: 

Baseline (CDM-AR-NMB)” ........................................................................................................ Page 47 
CDM-AR-NMBを完成させるための詳細なガイドライン 

 
C. Specific guidelines for completing “Proposed New Methodology for A/R: 

Monitoring (CDM-AR-NMM)”.................................................................................................... Page 59 
CDM-AR-NMMを完成させるための詳細なガイドライン 
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PART I 
 
 

A. General Information on 
the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD), 

the Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB) and 
the Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM) 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMに関する全般的な手引き 

 
 
1. These guidelines seek to assist project participants in completing the following documents: 

- Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD); 
- Proposed New Methodology: Baseline for A/R (CDM-AR-NMB); and 
- Proposed New Methodology: Monitoring for A/R (CDM-AR-NMM). 
これらのガイドラインは、プロジェクト参加者が以下の書類を完成させるのを支援するものである。 

- ARのプロジェクト設計書 (CDM-AR-PDD); 

- ARの提案される新ベースライン方法論 (CDM-AR-NMB); 及び 

- ARの提案される新モニタリング方法論 (CDM-AR-NMM). 
 
2. The CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM were developed by the clean 

development mechanism (CDM) Executive Board in conformity with the relevant modalities and 
procedures for the Project Design Document for CDM afforestation and reforestation project activities 
under the CDM as defined in Appendix B “Project Design Document” to the modalities and procedures 
for afforestation and reforestation project activities under the CDM (hereafter referred as “CDM A/R 
modalities and procedures”, see decision 19/CP.9 and its annex contained in document 
FCCC/CP/2003/6/Add.2). 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMはCDM理事会によって作成されたものであり、

AR-CDMプロジェクト活動のPDDに関する適切な方法と手続きに準拠するものである。なお、ここでいう

AR-CDMプロジェクト活動とは、「AR-CDMの方法及び手続き」（以下「AR-CDMの方法と手続き」と表示し、

FCCC/CP/2003/6/Add.2の書類に含まれているdecision 19/CP.9 and its annexを参照）で決定された、

Appendix B ”AR-CDMのプロジェクト設計書”で定義されたCDMを指す。 
 
3. If project participants wish to submit an afforestation or reforestation (hereafter referred as A/R) 

project activity for validation and registration, they shall submit a fully completed CDM-AR-PDD. 
プロジェクト参加者が、新規植林もしくは再植林（以下、ARと表示する）の有効化審査や登録を受けるため

にプロジェクト活動を申請する場合、CDM-AR-PDDを完成させた後、申請する。 
 
4. If project participants wish to propose new baseline and monitoring methodologies for A/R they 

shall complete and submit the CDM-AR-NMB, CDM-AR-NMM and a draft CDM-AR-PDD with only 
sections A-D filled. 
プロジェクト参加者が、新ベースライン方法論や新モニタリング方法論を提案する場合、CDM-AR-NMB、

CDM-AR-NMM、及びsections A～Dのみを記述したCDM-AR-PDD（案）を完成させ、提出する。 
 
5. The CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM may be obtained electronically from 

the UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm), by e-mail (cdm-info@unfccc.int) or in printed 
format from the UNFCCC secretariat (Fax: +49-228-8151999). 
The CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMM は以下の方法で入手できる。 

-UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm)。 

- the UNFCCC secretariat e-mail (cdm-info@unfccc.int)。 

- 印刷されたフォームであれば、the UNFCCC secretariat (Fax: +49-228-8151999)に要請。 
  
6. Terms, which are underlined with a broken line in the CDM-AR-PDD, the CDM-AR-NMB and 

the CDM-AR-NMM, are explained in the “Glossary of A/R CDM Terms”, included in these guidelines. 
It is recommended that before or during the completion of the forms that project participants consult the 
most recent version of the “Glossary of A/R CDM Terms”. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMの中で、破・下線の付いた用語はこのガイドライン

http://unfccc.int/cdm
mailto:cdm-info@unfccc.int
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の中に含まれている「AR-CDM専門用語の用語集 “Glossary of A/R CDM Terms”」で説明されている。プ

ロジェクト参加者は、これらのフォームを作成する前や作成中に「AR-CDM専門用語の用語集」の最新版

を参考にすることを推奨する。 
 
7. Project participants should also consult the section “Guidance – clarifications” available on the 

UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm) or available from the UNFCCC secretariat by e-mail 
(cdm-info@unfccc.int) or in print via fax (+49-228-815 1999). 
プロジェクト参加者は、以下の方法で入手可能な「手引きと説明“Guidance ‒ clarifications”」も参考にすべ

きである。 

- UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm)。 

- the UNFCCC secretariat e-mail(cdm-info@unfccc.int)。 

- 印刷物であれば、the UNFCCC secretariat  fax (+49-228-815 1999)。 
 
8. The Executive Board may revise the CDM-AR-PDD, the CDM-AR-NMB, and the CDM-ARNMM, 

if necessary. 
CDM理事会は、必要に応じてCDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMのフォームを修正す

る。 
 
9. Revisions come into effect, once adopted by the Executive Board. 

修正は、CDM理事会が採択した後、有効となる。 
 
10. Revisions to the CDM-AR-PDD do not affect A/R project activities: 

CDM-AR-PDDのフォームの修正は、以下のARプロジェクト活動には影響を与えない。 
 
a. Already validated, or already submitted to the OE for validation prior to the adoption of the 

revised CDM-AR-PDD; 
既に有効化審査で承認されたもの、もしくはCDM-AR-PDDのフォームの修正が採択される前にOEに有効

化審査を受けるために提出されたもの。 
 
b. Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised CDM-AR-PDD 

CDM-AR-PDDのフォームの修正が採択された後、一ヶ月以内にOEに提出されるもの。 
 
c. The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the CDM-AR- 

PDD six months after the adoption of the new version. 
CDM理事会は、CDM-AR-PDDのフォームの修正を採択したのち６ヶ月が経過した以降、旧フォームでの

書類を受理しない。 
 
11. Revisions to the CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM do not affect new baseline and 

monitoring methodologies: 
CDM-AR-NMB 及び CDM-AR-NMMのフォームの修正は、以下の新ベースライン及び新モニタリング方

法論には影響を与えない。 
 
a. Submitted to the OEs prior to the adoption of the revised CDM-AR-NMB and CDM-ARNMM; 

CDM-AR-NMB 及び CDM-ARNMMのフォームの修正が採択される前にOEに提出されたもの。 
 
b. Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM; 

CDM-AR-NMB 及び CDM-ARNMMのフォームの修正が採択された後、１ヶ月以内にOEに提出されるも

の。 
 
c. The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the 

CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM three months after the adoption of the new versions. 
CDM理事会は、CDM-AR-NMB 及び CDM-AR-NMMのフォームの修正を採択したのち６ヶ月が経過した

以降、旧フォームでの書類を受理しない。 
 
 

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


CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 8

 
12. In accordance with the modalities and procedures for a CDM (“hereafter referred as CDM 

modalities and procedures”, see decision 17/CP.7 and its annex contained in document 
FCCC/CP/2001/13/Add.2), the working language of the Board is English. The CDM-AR-PDD, the 
CDM-AR-NMB and the CDM-AR-NMM shall therefore be completed and submitted in English 
language to the Executive Board. However, the CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM 
are available on the UNFCCC CDM web site for consultation in all six official languages of the United 
Nations. 
CDMの方法と手続き（以下「CDMの方法と手続き」と表示する。FCCC/CP/2001/13/Add.2 

文書中にある decision 17/CP.7 and its annex を参照）に従い、会議での使用言語は英語である。それ

故、理事会に提出するCDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMは英語で作成しなければな

らない。しかし、CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMのフォームそのものは、UNFCCC 

CDM web siteにおいて、国際連合の公式６カ国言語で入手可能である。 

 
13. The CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM templates shall not be altered, that is, 

shall be completed using the same font without modifying its format, font, headings or logo. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、及びCDM-AR-NMMのフォームは変更してはならず、その体裁、表題、

フォント、ロゴは修正することなく作成しなければならない。 
 
14. Tables and their columns shall not be modified or deleted, rows may however be added, as needed. 

表とその欄は修正もしくは削除をしてはならないが、列については必要に応じて追加できる。 
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B. Glossary of A/R CDM terms 
AR-CDM専門用語の用語集 

 
 

The following CDM glossary intends to assist in clarifying terms used in the Project Design Document for 
A/R (CDM-AR-PDD), the Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-ARNMB) and the 
Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM) and the in the CDM A/R modalities 
and procedures in order to facilitate the completion of the CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and 
CDM-AR-NMM by project participants. 

以下のCDM用語集は、CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、CDM-AR-NMM、及びプロジェクト参加者がそれ

らの作成を容易にするために作られた「AR-CDMの方法と手続き」の中で使用されている用語を明確に理

解して貰うためのものである。 
 
Clean development mechanism (CDM):クリーン開発メカニズム(CDM) 
Article 12 of the Kyoto Protocol defines the clean development mechanism. “The purpose of the clean 
development mechanism shall be to assist Parties（脚注1） not included in Annex I in achieving sustainable 
development and in contributing to the ultimate objective of the Convention, and to assist Parties included in 
Annex I in achieving compliance with their quantified emission limitation and reduction commitments under 
article 3”. 

CDMは京都議定書第１２条に定義されている。「CDMの目的は、付属書Ⅰに含まれない締約国（脚注１）

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

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

る。」 
 
（脚注-1） 
In this glossary, the term “Party” is used as defined in the Kyoto Protocol: “Party” means, unless the context 
otherwise indicates, a Party to the Protocol. “Party included in Annex I” means a Party included in Annex I to the 
Convention, as may be amended, or a Party which has made a notification under of the-Convention. 

この用語集において、「締約国」とは京都議定書で定義されたものである。即ち、「締約国」は、特に注意書

きがない限り、京都議定書の「締約国」を意味する。「附属書Ⅰに含まれる締約国」は、議定書の附属書Ⅰ

に含まれる締約国であり、それは修正されるかも知れず、また議定書の Article 4, paragraph 2(g) に基づ

き告示された締約国である。 
 
At its seventh session, the Conference of the Parties (COP) adopted modalities and procedures for a clean 
development mechanism (hereafter referred as “CDM modalities and procedures”, see decision 17/CP.7 and its 
annex contained in document FCCC/CP/2001/13/Add.2) and agreed on a prompt start of the CDM by establishing 
an Executive Board and agreeing that until the entry into force of the Kyoto Protocol (a) this Board should act as 
the Executive Board of the CDM and (b) the Conference of the Parties (COP) should act as the Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP/MOP) as required by the Protocol and the 
CDM modalities and procedures. 

COP７において、CDMのための方法と手続き（以下、「CDMの方法と手続き」と表示する。

FCCC/CP/2001/13/Add.2 の文書中にある decision 17/CP.7 and its annex を参照。）が採択され、（以

下の①＆②を条件として）CDMの早期開始が合意された。即ち、①理事会を設置すること、②京都議定書

の発行までは、「議定書」及び「CDMの方法と手続き」において必要とされている事項のうち、(a) CDM理事

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

に合意すること。 

 
At its ninth session, the COP adopted modalities and procedures for afforestation and reforestation project 
activities under the CDM (hereafter referred as “CDM A/R modalities and procedures”, see decision 19/CP.9 and 
its annex contained in document FCCC/CP/2003/6/Add.2). 

COP９において、CDMとしての新規植林及び再植林のプロジェクト活動の方法と手続き（以下、「AR-CDM

の方法と手続き」と表示する。FCCC/CP/2003/6/Add.2 の文書中にある decision 19/CP.9 and its annex 

を参照。）が採択された。 
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Terms in alphabetical order:（アルファベット順による用語：） 

 
Actual net greenhouse gas removals by sinks:（現実純吸収量） 
“Actual net greenhouse gas (GHG) removals by sinks” is the sum of the verifiable changes in carbon stocks in the 
carbon pools within the project boundary, minus the increase in emissions of the GHGs measured in CO2 
equivalents by the sources that are increased as a result of the implementation of the afforestation or reforestation 
(A/R) project activity within the project boundary, attributable to the A/R CDM project activity. 

現実純吸収量は、CDM活動に起因して、プロジェクト境界内において立証可能な炭素蓄積の変化量から、

ARプロジェクト活動実施に伴い増加する温室効果ガスのCO2換算排出量を差し引いたものである。 
 
Afforestation: 新規植林 
“Afforestation” is the direct human-induced conversion of land that has not been forested for a period of at least 
50 years to forested land through planting, seeding and/or the human-induced promotion of natural seed sources. 

「新規植林」は、少なくとも50年間森林でなかった土地を、植林、蒔種、and/or 自然の蒔種源の人為的な

増強を通して、直接に人為的に森林へ転換することである。 
 
A/R CDM Project activity: 新規植林/再植林のCDM(AR-CDM)プロジェクト活動 
An A/R CDM project activity is an afforestation or reforestation measure, operation or action that aims at 
achieving net anthropogenic GHG removals by sinks. The Kyoto Protocol and the CDM modalities and 
procedures use the term “project activity” as opposed to “project”. An A/R CDM project activity could, therefore, 
be identical with or a component or aspect of a project undertaken or planned. 

AR-CDMプロジェクト活動は、吸収源によって人為的に温室効果ガスを吸収するために新規植林 or 再

植林という手段、作業 or 行為を実施することである。「京都議定書」及び「CDMの方法と手続き」では、

「（単なる）事業」に対比させるものとして、「プロジェクト活動」という用語を使用する。 
 
“Attributable”: （CDMプロジェクト活動）に起因する・・ 
See “measurable and attributable”. 

「測定可能かつ（CDMプロジェクト活動）に起因する・・」を参照。 
 
Authorization of a private and/or public entity to participate in an A/R CDM project activity: 
AR-CDMプロジェクト活動に参加する民間 and/or 公的機関への認可 
The authorization of a private and/or public entity, to participate in an A/R CDM project activity referred to in 
paragraph 33 of the CDM modalities and procedures, is provided in writing by the DNA of the Party pursuant to 
the laws of which the private and/or public entity is constituted as a legal entity. 

「CDMの方法と手続き」の第33節に基づきAR-CDMプロジェクト活動に参加する民間 and/or 公的機関へ

の認可は、締約国のDNAからの書面が必要であり、またそれらは合法的に設立された民間 and/or 公的

機関でなければならない。 
 
In the case of a bilateral or multilateral fund wishing to be a project participant, Party(ies) which is/are directly or 
indirectly party(ies) to the fund shall provide the required authorization. 

二国間 or 多国間のファンドがプロジェクト参加者となる場合、そのファンドに直接 or 間接的に（所属す

る）締約国が認可を与える。 
 
In the case of a private equity fund wishing to be a project participant, the DNA of the Party in which the entity is 
a legal entity shall provide the required authorization. 

民間組織がプロジェクト参加者となる場合、その組織の所属する締約国のDNAが認可を与える。 
 
The authorization referred to in the above three paragraphs: 

 may be included in the written approval referred to in paragraph 15 (a) of the CDM A/R modalities and 
procedures. 

 can pertain to a specific A/R CDM project activity or be of a general character. 
上記３つの節で述べた認可は、 

「AR-CDMの方法と手続き」の第15節(a)に関連する承認書類に含まれる。 

それは、ある特定のAR-CDMプロジェクト活動 or 一般的な性格のもの、でも良い。 



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 11

 
The DOE shall receive documentation of the authorization. 

DOEはその認可書類を受け取らなければならない。 
 
Baseline: ベースライン 
See baseline scenario for A/R project activities. 

ARプロジェクト活動のベースラインシナリオを参照。 
 
Baseline approach: ベースラインアプローチ 
See baseline approach for A/R CDM project activities. 

AR-CDMプロジェクト活動のベースラインアプローチを参照。 
 
Baseline approach for A/R CDM project activities:  
AR-CDMプロジェクト活動のベースラインアプローチ 
A baseline approach is the basis for a baseline methodology. The Executive Board agreed that the three 
approaches identified in sub-paragraphs 22 (a) to (d) (c) of the CDM A/R modalities and procedures shall be the 
only ones applicable to A/R CDM project activities. These are: 
(a) Existing or historical, as applicable, changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary; 
(b) Changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary from a land use that represents an 
economically attractive course of action, taking into account barriers to investment; 
(c) Changes in carbon stocks in the pools within the project boundary from the most likely land use at the time the 
project starts. 

ベースラインアプローチは、ベースライン方法論の基礎となるものである。理事会は、「AR-CDMの方法と

手続き」の第22節(a)～(c)の中で３つのアプローチを示し、AR-CDMにおいてはこのうちの一つを使うべき

としている。それらは、 

(a)もし可能であるならば、現状または歴史的なプロジェクト境界内における炭素蓄積量の変化。 

(b)投資のバリア（障害）を考慮した上で、経済的に魅力のある土地利用方法からのプロジェクト境界内に

おける炭素蓄積量の変化。 

(c)プロジェクト開始時点において、最も可能性の高い土地利用方法からのプロジェクト境界内における炭

素蓄積量の変化。 
 
Baseline - approved methodology: 承認済のベースライン方法論 
A baseline methodology approved by the Executive Board is publicly available along with relevant guidance on 
the UNFCCC CDM website (http://unfccc.int/cdm) or through a written request sent to cdm-info@unfccc.int or 
Fax: (49-228) 815-1999. 

理事会によって承認されたベースライン方法論は、公表され、UNFCCC CDM website 

(http://unfccc.int/cdm)で閲覧可能であり、もしくは cdm-info@unfccc.int or Fax: (49-228) 815-1999. 

に問い合わせることも可能である。 
 
Baseline methodology: ベースライン方法論 
A methodology is an application of an approach as defined in paragraph 22 of the CDM A/R modalities and 
procedures, to an individual A/R CDM project activity, for the determination of the baseline scenario. A baseline 
methodology should reflect aspects such as environmental conditions and past land uses and land use changes. No 
methodology is excluded a priori so that project participants have the opportunity to propose a methodology. In 
considering paragraph 22, the Executive Board agreed that, the following cases apply: 
(a) Case of a new methodology: In developing a baseline methodology, the first step is to identify 
the most appropriate approach for the proposed A/R CDM project activity and then an applicable methodology; 
(b) Case of an approved methodology: In opting for an approved methodology, project participants have implicitly 
chosen an approach 

方法論は「AR-CDMの方法と手続き」の第22節で定められたアプローチを適用する。ベースライン方法論

は、環境条件、過去の土地利用、及び土地利用の変化など状況を考慮し、反映させる。プロジェクト参加

者には、（どのような）方法論であっても、提案する機会が与えられる。第22節を考慮し、理事会は、以下

のようなケースを適用することに同意した。 

(a) 新方法論の場合：ベースライン方法論を作成するに際して、第一段階は、提案されるAR-CDMプロジェ

クト活動について最も適切なアプローチを見つけ出し、その後、適切な方法論を確認（作成）すること。 

http://unfccc.int/cdm
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(b) 承認済方法論の場合：承認済方法論を選択するに際して、プロジェクト参加者は必ず一つのアプロー

チを選択すること。 
 
Baseline net greenhouse gas removals by sinks: ベースライン純吸収量 
“Baseline net GHG removals by sinks” is the sum of the changes in carbon stocks in the carbon pools within the 
project boundary that would have occurred in the absence of the A/R CDM project activity. 

「ベースライン純吸収量」は、AR-CDMプロジェクト活動がなかった場合に起こり得る、プロジェクト境界内

の炭素蓄積量の変化の合計量である。 
 
Baseline - new methodology: ベースライン-新方法論 
Project participants may propose a new baseline methodology established in a transparent and conservative 
manner. In developing a new baseline methodology, the first step is to identify the most appropriate approach for 
the proposed A/R CDM project activity and then an applicable methodology. Project participants shall submit a 
proposal for a new methodology to a designated operational entity by forwarding a completed “Proposed New 
Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB)” along with a completed “Proposed New Methodology for 
A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM)” and the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) with sections A 
to D completed in order to demonstrate the application of the proposed new methodology to a proposed A/R CDM 
project activity. 

プロジェクト参加者は、透明性がありかつ保守的（控えめ）に創られた、新ベースライン方法論を提案する

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

活動について最も適切なアプローチを見つけ出し、その後、適切な方法論を証明（作成）する。プロジェクト

参加者は、次の３つの書類から構成される新方法論（案）をDOEに提出する。即ち、「ARの提案される新ベ

ースライン方法論 (CDM-AR-NMB)」、「ARの提案される新モニタリング方法論 (CDM-AR-NMM)」、及び

提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対して新方法論が適用可能であることを説明するために「ARのプ

ロジェクト設計書 (CDM-AR-PDD)」のうちsection A～Dの部分を完成させ、提出する。 
 
The proposed new methodology will be treated as follows: If the designated operational entity determines that it is 
a new methodology, it will forward, without further analysis, the documentation to the Executive Board. The 
Executive Board shall expeditiously, if possible at its next meeting but not later than four months review the 
proposed methodology. Once approved by the Executive Board it shall make the approved methodology publicly 
available along with any relevant guidance and the designated operational entity may proceed with the validation 
of the proposed A/R CDM project activity (applying the approved methodology) and submit the project design 
document for registration. In the event that the COP/MOP requests the revision of an approved methodology, no 
A/R CDM project activity may use this methodology. The project participants shall revise the methodology, as 
appropriate, taking into consideration any guidance received. 

提案された新方法論は以下のように取り扱われる：もしDOEが、その提案されたものが新方法論であると

判断した場合、分析を行うことなく理事会に提出される。理事会は、早急に、可能であれば次回の理事会

とするが遅くとも４ヶ月以内には、提案された方法論を検討する。理事会で承認された方法論は関連する

ガイダンスと共に公開される。DOEは、（その承認された方法論を用いて）提案されるAR-CDMプロジェクト

活動の有効化審査をすすめてもよく、登録するためにPDDを提出してもよい。もしCOP/MOPが承認された

方法論の訂正を要求した場合、この方法論はAR-CDMプロジェクト活動には使用できず、プロジェクト参加

者は指示されたガイダンスを考慮し、その方法論を訂正しなければならない。 

 
Baseline scenario for A/R CDM project activities: AR-CDMプロジェクト活動のベースラインシナリオ 
The baseline scenario for an A/R CDM project activity is the scenario that reasonably represents the sum of the 
changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary that would occur in the absence of the 
A/R CDM project activity. A baseline scenario shall be derived using a baseline methodology referred to in 
paragraphs 12 and 13 of the CDM A/R modalities and procedures. 

AR-CDMプロジェクト活動のベースラインシナリオは、そのAR-CDMプロジェクト活動がなかった場合に起

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

である。ブースラインシナリオは、「AR-CDMの方法と手続き」の第12と13節で記述されているベースライン

方法論を使って、導き出されるものである。 
 
A baseline shall cover all carbon pools within the project boundary but project participants may choose not to 
account for one or more carbon pools if they provide transparent and verifiable information indicating that the 
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choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals by sinks. 
ベースラインはプロジェクト境界内の全てのカーボンプールをカバーする必要があることになっているが、

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

ルが純人為的吸収量を増加させることはないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それら

のカーボンプールを測定しないという選択ができる。 
 
Different baseline scenarios may be elaborated as potential projections of the situation existing before the 
proposed A/R CDM project activity. The continuation of an existing activity could be one of them; the 
implementation of the proposed A/R CDM project activity may be another; and many others could beenvisaged. 
Baseline methodologies shall require a narrative description of all reasonable baseline scenarios. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の以前の状況について、（いくつかの）可能性のある（土地利用の）

予測を検討し、種々のベースラインシナリオを推敲しなければならない。 
 
To elaborate the different scenarios, different elements shall be taken into consideration, including related 
guidance issued by the Executive Board. For instance, the project participants shall take into account national / 
sectoral policies and circumstances, ongoing technological improvements, past land uses and land-use changes, 
investment barriers, etc. (see paragraph b (vii) of Appendix C to decision 17/CP.7 and paragraphs 20 (e) and 22 of 
decision 19/CP.9). 

種々のシナリオを推敲するに際しては、理事会が示したガイダンスを含め、種々の要素を考慮しなければ

ならない。即ち、考慮すべきものとしては、国や業界の方針とその状況、技術的進捗状況、過去の土地利

用とその変化、投資バリア（障壁）など（paragraph b (vii) of Appendix C to decision 

17/CP.7 及び paragraphs 20 (e) and 22 of decision 19/CP.9 を参照)である。 
 
Carbon pools: カーボンプール 
Carbon pools（脚注2） are: above-ground biomass, belowground biomass, litter, dead wood and soil organic 
carbon. Project participants may choose not to account for one or more carbon pools if they provide transparent 
and verifiable information that indicates that the choice will not increase the expected net anthropogenic GHG 
removals by sinks. 

カーボンプール（脚注２）とは、地上部バイオマス、地下部バイオマス、落葉落枝、枯死木、土壌有機物の

（５つ）である。プロジェクト参加者は、それらのうち１つ or ２つ以上のカーボンプールについて、それらの

カーボンプールが純人為的吸収量を増加させることはないということを、透明性のある方法で立証できる

ならば、それらのカーボンプールを測定しないという選択ができる。 
 
(脚注2) For more information on the definition for each carbon pool, you may refer to the Intergovernmental 
Panel on Climate Change Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry, table 3.2.1 on 
page 3.15. See http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm. 

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

森林に関する標準実施ガイダンス（the Intergovernmental Panel on Climate Change Good Practice 

Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry）の page 3.15. の table 3.2.1 」、または、 

「http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm」 
 
Certification: 証明書 
Certification is the written assurance by the designated operational entity that an A/R CDM project activity 
achieved the net anthropogenic GHG removals by sinks since the start of the project, as verified. 

証明書とは、そのAR-CDMプロジェクト活動がプロジェクト開始以降において純人為的吸収量を達成し、立

証したことを示す、DOEから発行される保証の書面である。 
 
Conservative: 保守的な（控えめな） 
See “Transparent and conservative”. 

「透明性があり且つ保守的な（控えめな）」を参照。 
 
Crediting period: クレジット発生期間 
See crediting period for A/R CDM project activities 

AR-CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間を参照。 
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Crediting period for A/R CDM project activities: AR-CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間 
The crediting period for an A/R CDM project activity is the period for which net anthropogenic GHG removals by 
sinks are verified and certified by a designated operational entity for the purpose of issuance of long-term certified 
emission reductions (lCERs) or of temporary certified emission reductions(tCERs). The crediting period shall 
begin at the starting date of the A/R CDM project activity. A crediting period shall not extend beyond the 
operational lifetime of the A/R CDM project activity. 

AR-CDMプロジェクト活動のクレジット発生期間とは、DOEによって立証及び証明されるべき純人為的吸

収量の発生期間であり、長期の期限付きクレジット(lCERs)、もしくは短期の期限付きクレジット(tCERs)で

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

は、AR-CDMプロジェクト活動の事業期間を超えて延長することは出来ない。 
 
The crediting period may only start after the date of registration of the proposed activity as an A/R CDM project 
activity. In exceptional cases, for A/R CDM project activities starting between 1 January 2000 and the date of the 
registration of a first CDM project, the starting date of the crediting period may be prior to the date of registration 
of the A/R CDM project activity if the proposed A/R CDM project activity is submitted for registration before 31 
December 2005 (please refer to paragraphs 12 and 13 of decision 17/CP.7, paragraph 1 (c) of decision 18/CP.9 
and clarifications by the Executive Board, available on the UNFCCC CDM web site). 

クレジット発生期間は、基本的には、AR-CDMプロジェクト活動として提案される活動の登録日以降に開始

する。ただし、以下のような特殊なケースがあり得る。即ち、2000年1月1日から最初のCDMプロジェクトの

登録日の間に開始されるAR-CDMプロジェクト活動については、もし提案されるAR-CDMプロジェクト活動

が2005年12月31日以前の登録を目指している場合、クレジット発生期間の開始日はその登録日以前に開

始されることがあり得る。（paragraphs 12 and 13 of decision 17/CP.7、及び paragraph 1 (c) of decision 

18/CP.9、 また理事会の説明（これらはUNFCCC CDM web siteで入手可能）を参照。) 
 
The project participants may choose between two options for the length of a crediting period: (i) fixed crediting 
period or (ii) renewable crediting period, as defined in paragraph 23 (a) and (b) of the A/R CDM M & P.(see also: 
starting date of an A/R CDM project activity) 

プロジェクト参加者は、「AR-CDMの方法と手続き」の第23節(a)&(b)で規定されているように、(ⅰ)固定クレ

ジット発生期間、(ⅱ)更新可能クレジット発生期間、の２種類のうちいずれかを選択することが出来る。（ま
た、AR-CDMプロジェクト活動の開始日の項を参照） 

 
Crediting period – fixed: 固定―クレジット発生期間 
“Fixed Crediting Period” is one of two options for determining the length of a crediting period. In the case of this 
option, the length and starting date of the period is determined once for an A/R CDM project activity with no 
possibility of renewal or extension once the proposed A/R CDM project activity has been registered. The length of 
the period can be a maximum of thirty years for a proposed A/R CDM project activity. (paragraph 23 (b) of CDM 
A/R modalities and procedures). 

固定クレジット発生期間は、クレジット発生期間を決定するに際し２つある選択肢のうちの１つである。この

選択（固定クレジット発生期間）をした場合、提案されるAR-CDMプロジェクト活動が一度登録されると、そ

のAR-CDMプロジェクト活動の期間と開始日が決定され、更新 or 延長は不可能となる。その期間長は最

大30年間とすることが出来る。（「AR-CDMの方法と手続き」第23節(b)を参照）。 
 
Crediting period – renewable: 更新可能―クレジット発生期間 
“Renewable crediting period” is one of two options for determining the length of a crediting period. In the case of 
this option, a single crediting period may be of a maximum of twenty years. The creditingperiod may be renewed 
at most two times (maximum 60 years), provided that, for each renewal, a designated operational entity 
determines that the original project baseline is still valid or has been updated taking account of new data, where 
applicable, and informs the Executive Board accordingly (paragraph 23 (a) of the A/R CDM modalities and 
procedures). The starting date and length of the first crediting period has to be determined before registration. 

更新可能クレジット発生期間は、クレジット発生期間を決定するに際し２つある選択肢のうちの１つである。

この選択（更新可能クレジット発生期間）をした場合、１回のクレジット発生期間は最大20年間である。この

クレジット発生期間は、最大２回更新（最大60年間）可能であるが、その場合、それぞれの更新時において、

DOEは、新しいデータを考慮し、最初のプロジェクトベースラインが有効であるのか or 更新すべきかどう

かを決定し、更新すべき場合は更新を行い、その旨理事会に報告する（「AR-CDMの方法と手続き」第23

節(a)を参照）。最初のクレジット発生期間は登録の前に決定されていなければならない。 
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Designated operational entity (DOE): 指定運営組織（DOE） 
An entity designated by the COP/MOP, based on the recommendation by the Executive Board, as qualified to 
validate proposed CDM project activities as well as verify and certify net anthropogenic GHG removals by sinks. 
A designated operational entity shall not perform validation or verification and certification on the same A/R 
CDM project activity. Upon request, the Executive Board may however allow a single DOE to perform all these 
functions within a single A/R CDM project activity. COP at its eighth session decided that the Executive Board 
may designate on a provisional basis operational entities (please refer to decision 21/CP.8). 

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

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

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

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

認証」）を行うことを承認できる。COPは、その第８回会合において、理事会が暫定的という条件で運営組

織を指定することを決定した。 
 
Forest: 森林 
“Forest” is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent stocking level) of 
more than 10-30 per cent with trees with the potential to reach a minimum height of 2-5 metres at maturity in situ. 
A forest may consist either of closed forest formations where trees of various storeys and undergrowth cover a 
high proportion of the ground or open forest. Young natural stands and all plantations which have yet to reach a 
crown density of 10-30 per cent or tree height of 2-5 metres are included under forest, as are areas normally 
forming part of the forest area which are temporarily unstocked as a result of human intervention such as 
harvesting or natural causes but which are expected to revert to forest. A Party not included in Annex I may host 
an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the Executive Board through its designated national 
authority for the CDM the parameters it has chosen for the definition of “forest” to be used for the purposes of 
hosting A/R project activities under the CDM. 

森林とは、最低面積 0.05～1.0 ha、最低樹冠率（ or 群落率）10～30％、成木時の最低樹高2～5m、の条

件を満たすものである。１つの森林とは、幾層にもわたりまた下層植生により、地表を高い比率で覆うこと

で構成される閉鎖林、もしくは疎林である。天然・植林を問わず、樹冠率10～30％、樹高2～5mに達してい

ない幼令林については、それが伐採などの人為的介在 or 自然原因によって一時的なものであり、いず

れ森林に戻ることが予想されるものは森林とみなされる。（京都議定書の）Annex I に含まれていない締

約国はAR-CDMプロジェクト活動の受け入れ国（ホスト国）となり得るが、（その資格を得るためには、）

AR-CDMプロジェクト活動としての森林を定義するための（上記で示している）制限範囲内の数字を選び、

DNAを通じて理事会に報告しなければならない。 
 
A Party not included in Annex I may host an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the 
Executive Board through its designated national authority for the CDM: 
(a) A single minimum tree crown cover value between 10 and 30 per cent; and 
(b) A single minimum land area value between 0.05 and 1 hectare; and 
(c) A single minimum tree height value between 2 and 5 metres. 
The selected values referred above shall be fixed for all A/R CDM project activities registered prior to the end of 
the first commitment period. 

（京都議定書の）Annex I に含まれていない締約国は、以下の中から数字を選び、DNAを通じて理事会に

報告すれば、AR-CDMプロジェクト活動のホスト国となり得る。 

(a) 最低樹冠率として10～30％ 間の１つの数字、及び 

(b) 最低面積として 0.05～1.0 ha 間の１つの数字、及び 

(c) 最低樹高として 2～5m 間の１つの数字 

上記で選択した数字は、全てのAR-CDMプロジェクト活動の登録に際して、第１約束期間終了までは固定

される。 
 
Fixed Crediting Period: 固定クレジット発生期間 
See crediting period – fixed. 

固定―クレジット発生期間を参照。 
 
Host Party: ホスト国 
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A Party not included in Annex I to the Convention on whose territory the A/R CDM project activity is physically 
located. An A/R CDM project activity located in several countries has several host Parties. At the time of 
registration, a Host Party shall meet the requirements for participation as defined in paragraphs 28 to 30 of the 
CDM modalities and procedures. 

（ホスト国とは）AR-CDMが物理的に実施される領地を持つ、京都議定書のAnnex I に含まれていない１つ

の締約国である。１つのAR-CDMプロジェクト活動がいくつかの国にまたがる場合、複数のホスト国を持つ

ことになる。登録時において、ホスト国は、「CDMの方法と手続き」の第28～30節で定義されている参加要

件を満たしていなければならない。 
 
Issuance of temporary certified emission reductions (tCERs) or of long-term certified emission 
reductions (lCERs): tCERs もしくは（or） lCERs の発行  
Issuance of lCERs or tCERs refers to the instruction by the Executive Board to the CDM registry administrator to 
issue a specified quantity of lCERs or tCERs for an A/R CDM project activity into the pending account of the 
Executive Board in the CDM registry, in accordance with paragraph 66 of the CDM modalities and procedures 
and sections J and K and appendix D of the A/R CDM modalities and procedures. 

tCERs or lCERs の発行については、CDM登録簿管理人に対する理事会の説明書を参照のこと。それは、

「CDMの方法と手続き」の第66節、及び「AR-CDMの方法と手続き」のsections  J と K また appendix D

に従い、CDM登録簿における理事会の持つ未決定口座中のAR-CDMプロジェクト活動のtCERs or lCERs 

の数量発行に関するものである。 
 
Upon issuance of tCERs or lCERs, the CDM registry administrator shall, in accordance with paragraph 66 of the 
CDM modalities and procedures, promptly forward the tCERs or lCERs to the holding accounts of project 
participants involved, in accordance with their request, having deducted the quantity of tCERs or lCERs 
corresponding to the share of proceeds to cover administrative expenses for the Executive Board and to assist in 
meeting costs of adaptation for developing countries vulnerable to adverse impacts of climate change, respectively, 
in accordance with Article 12, paragraph 8, to the appropriate accounts in the CDM registry for the management 
of the share of proceeds. 

tCERs or lCERs の発行後、「CDMの方法と手続き」の第66節に従い、CDM登録簿管理者は早急に、「収

益の一部」を差し引いたのち、プロジェクト参加者の指示に基づき彼らの所有口座にtCERs or lCERs を移

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

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

に使用される。 
 
Leakage: リーケージ 
See leakage for A/R project activities. 

AR-CDMプロジェクト活動のリーケージを参照。 
 
Leakage for A/R project activities: AR-CDMプロジェクト活動のリーケージ 
Leakage is the increase in GHG emissions by sources which occurs outside the boundary of an A/R CDM project 
activity which is measurable and attributable to the A/R CDM project activity; 

リ－ケージとは、測定可能でかつAR-CDMプロジェクト活動に起因するもので、境界外においてGHGの排

出を増加させるものである。 

 

Long-term certified emission reductions (lCERs): 長期の期限付きクレジット（lCER） 
A long-term certified emission reduction or lCER is a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol for 
an A/R CDM project activity, which expires at the end of the crediting period of the A/R CDM project activity 
under the CDM for which it was issued. It is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent. 

長期の期限付きクレジット or  lCERは、AR-CDMプロジェクト活動に対して、京都議定書第12条に基づき

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

は、１CO2トン（二酸化炭素メトリックトン）と等しい。 
 
Where project participants have chosen the lCER approach to address non-permanence, a request to the Executive 
Board has to be made for issuance of lCERs equal to the verified amount of net anthropogenic GHG removals by 
sinks achieved by the A/R CDM project activity since the previous certification. 

プロジェクト参加者が非永続性に対処するためにlCERのアプローチを選択した場合、理事会への要請は、
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前回の認証以降のAR-CDMプロジェクト活動による純人為的吸収量の検証量と同量のlCERs発行を求め

るものでなければならない。 
 
Measurable and attributable: 測定可能でかつ・・に起因する 
In an operational context, the terms measurable and attributable in paragraph 51 (project boundary) of the CDM 
modalities and procedures should be read as “which can be measured” and “directly attributable”, respectively. 

文章の解釈について、「CDMの方法と手続き」第51節（プロジェクトの境界）にある“測定可能でかつ・・に

起因する”という文言は、それぞれ、“測定可能であるもの”でありかつ“・・に直接起因するもの”と解釈す

る。 
 
Monitoring of an A/R CDM project activity: AR-CDMプロジェクト活動のモニタリング 
Monitoring refers to the collection and archiving of all relevant data necessary for estimating or measuring the net 
anthropogenic GHG removals by sinks during the crediting period. For more information on the monitoring plan, 
please refer to paragraph 25 of the A/R CDM modalities and procedures. 

モニタリングとは、クレジット発生期間に、純人為的吸収量を推測 or 測定するために必要となる全ての

関連データを収集及び保管することである。モニタリング計画に関するさらに詳しい説明については、

「AR-CDMの方法と手続き」第25節を参照。 
 
Monitoring methodology: モニタリング方法論 
A monitoring methodology refers to the method used by project participants for the collection and archiving of all 
relevant data necessary for the implementation of the monitoring plan. 

モニタリング方法論とは、プロジェクト参加者が、必要とする全ての関連データを収集及び保管するために

用いる方法であり、またモニタリング計画を実施するためのものである。 
 
Monitoring methodology - approved: 承認済モニタリング方法論 
A monitoring methodology approved by the Executive Board and made publicly available along with relevant 
guidance. 

理事会が承認したモニタリング方法論は関連するガイダンスと共に公開される。 
 
Monitoring methodology - new: 新モニタリング方法論 
Project participants may propose a new monitoring methodology. In developing a monitoring methodology, the 
first step is to identify the most appropriate methodology bearing in mind good monitoring practice in relevant 
sectors. Project participants shall submit a proposal for a new methodology to a designated operational entity by 
forwarding a completed “Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB)” along with a 
completed “Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM)” and the project design 
document for A/R(CDM-AR-PDD) with sections A to E completed in order to demonstrate the application of the 
proposed new methodology to a proposed A/R CDM project activity. 

プロジェクト参加者は新モニタリング方法論を提案することが出来る。モニタリング方法論を作成するに際

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

すことが第一歩である。プロジェクト参加者は、DOEに、次の３つの書類から構成されるAR-CDMプロジェ

クト活動の新方法論（案）を提出する。即ち、「ARの提案する新ベースライン方法論 (CDM-AR-NMB)」、

「ARの提案する新モニタリング方法論 (CDM-AR-NMM)」、及び提案されるAR-CDMプロジェクト活動に新

方法論が適用可能であることを説明するためにsection A～Eの部分を記述した「ARのプロジェクト設計書 

(CDM-AR-PDD)」を完成させ、提出する。 
 
A new proposed methodology will be treated as follows: If the designated operational entity determine  
that it is a new methodology, it will forward, without further analysis, the documentation to the Executive Board. 
The Executive Board shall expeditiously, if possible at its next meeting but not later than four months review the 
proposed methodology. Once approved by the Executive Board it shall make the approved methodology publicly 
available along with any relevant guidance and the designated operational entity may proceed with the validation 
of the proposed A/R CDM project activity (applying the approved methodology) and submit the project design 
document for registration. In the event that the COP/MOP requests the revision of an approved methodology, no 
A/R CDM project activity may use this methodology. The project participants shall revise the methodology, as 
appropriate, taking into consideration any guidance received. 

提案された新方法論は以下のように取り扱われる：もしDOEが、その提案されたものが新方法論であると
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判断した場合、分析を行うことなく理事会に提出される。理事会は、早急に、可能であれば次回の理事会

とするが遅くとも４ヶ月以内には、提案された方法論を検討する。理事会で承認された方法論は関連する

ガイダンスと共に公開される。DOEは、（その承認された方法論を用いて）提案されるAR-CDMプロジェクト

活動の有効化審査を進めてもよく、登録するためにPDDを提出してもよい。もしCOP/MOPが承認された方

法論の訂正を要求した場合、この方法論はAR-CDMプロジェクト活動には使用できず、プロジェクト参加者

は指示されたガイダンスを考慮し、その方法論を訂正しなければならない。 
 
Monitoring plan: モニタリング計画 
Please see Monitoring of an A/R CDM project activity. 

AR-CDMプロジェクト活動のモニタリングを参照。 
 
Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks: 純人為的吸収量 
“Net anthropogenic GHG removals by sinks” is the actual net GHG removals by sinks minus the baseline net 
GHG removals by sinks minus leakage. 

純人為的吸収量とは、現実純吸収量から、ベースライン純吸収量及びリーケージを差し引いたものであ

る。 
 
Operational lifetime of an A/R CDM project activity: AR-CDMプロジェクト活動の事業期間 
It is defined as the period during which the A/R CDM project activity is in operation. No crediting period shall 
end after the end of the operational lifetime (calculated as from starting date). 

AR-CDMプロジェクト活動が実施されている期間と定義される。クレジット発生期間は、（開始日から計算さ

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

終了する。） 
 
Project activity: プロジェクト活動 
See A/R CDM Project activity. 

AR-CDMプロジェクト活動を参照。 
 
Project boundary for A/R project activities: AR-CDMプロジェクト活動のプロジェクト境界 
The “project boundary” geographically delineates the A/R CDM project activity under the control of the project 
participants. An A/R CDM project activity may contain more than one discrete areas of land. I an A/R CDM 
project activity contains more than one discrete area of land:  
- Each discrete area of land should have a unique geographical identification; 
- The boundary should be defined for each discrete area and should not include the areas in between these discrete 
areas of land. 

プロジェクト境界とは、プロジェクト参加者がそのAR-CDMプロジェクト活動をコントロール可能な地理的な

境界である。そのAR-CDMプロジェクト活動は１つ以上の分離した土地の区画を含むことが出来る。もし、

AR-CDMプロジェクト活動が１つ以上の分離した土地の区画を含む場合、 

- 各分離した土地区画は地理的確認ができること。 

- その境界は各分離した区画が明確にでき、またこれらの各分離した区画の間の部分を含まないこと。 
 
Project participants: プロジェクト参加者 
In accordance with the use of the term project participant in the CDM modalities and procedures and A/R CDM 
modalities and procedures, a project participant is (a) a Party involved, and/or (b) a private and/or public entity 
authorized by a Party to participate in an A/R CDM project activity. 

「CDMの方法と手続き」及び「AR-CDMの方法と手続き」におけるプロジェクト参加者の条項に従い、プロジ

ェクト参加者は、(a)締約国が関係していること、and/or AR-CDMプロジェクト活動に参加することを締約国

によって認められた民間組織 and/or 公的機関である。 
 
In accordance with Appendix D of the CDM modalities and procedures, the decision on the distribution of CERs 
from an A/R CDM project activity shall exclusively be taken by project participants. 

「CDMの方法と手続き」の Appendix D に従い、AR-CDMプロジェクト活動から得られるCERsの分配の決

定はプロジェクト参加者に限定される。 
 



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 19

Project participants shall communicate with the Executive Board, through the secretariat, in writing in accordance 
with the “modalities of communication” submitted together with the registration form. 

（CERs配分の申請に際しては、）もしプロジェクト参加者が理事会と連絡を取る場合は、その事務局を通じ、

「連絡の方法(modalities of communication)」に従い書面にて、登録申請に際し共に提出しなければならな

い。 

 
If a project participant does not wish to be involved in taking decisions on the distribution of lCERs/tCERs, this 
shall be communicated to the Executive Board through the secretariat at the latest when the request regarding the 
distribution is made. 
See also: “Authorization of a private and/or public entity to participate in a CDM A/R CDM project activity” and 
“Request for distribution of lCERsor of tCERs” 

もしプロジェクト参加者が lCERs/tCERs の配分決定に関わることを希望しない場合、遅くともその

（ lCERs/tCERs の）配分要請がなされるまでに、事務局を通じ理事会に連絡されなければならない。 

また、“AR-CDMプロジェクト活動に参加する民間組織 and/or 公的機関の承認”、及び“ lCERs/tCERs 

の配分要請”を参照。 
 
Renewable crediting period: 更新可能クレジット発生期間 
See Crediting period – renewable. 

更新可能クレジット発生期間を参照。 
 
Reforestation: 再植林 
“Reforestation” is the direct human-induced conversion of non-forested land to forested land through planting, 
seeding and/or the human-induced promotion of natural seed sources, on land that was forested but that has been 
converted to non-forested land. For the first commitment period, reforestation activities will be limited to 
reforestation occurring on those lands that did not contain forest on 31 December 1989. 

「再植林」は、過去（大昔）は森林であったが、（しばらくの期間は）森林でなかった土地を、植林、蒔種、

and/or 自然の蒔種源の人為的な増強を通して、直接に人為的に森林へ転換することである。第１約束期

間においては、「再植林」は1989年12月31日に森林でなかった土地への再植林に限定される。 
 
Request for distribution of lCERs or of tCERs: lCERs or of tCERs の配分要請 
The request regarding the distribution of lCERs or of tCERs can only be changed if all signatories of the previous 
instruction have agreed to the change and signed the appropriate document. 

lCERs or tCERs の配分についての変更要請は、適切な手続きにより、旧指示書の署名人全てが変更す

ることを合意した場合のみ可能となる。 
 
A change of project participants shall immediately be communicated to the Executive Board through the 
secretariat. The indication of change shall be signed by all project participants of the previous communication and 
by all new and remaining project participants. Each new project participant needs authorization, as required. 

プロジェクト参加者に変更があった場合は、即時に、事務局を通じ理事会に連絡されなければならない。

その変更の指示には、旧プロジェクト参加者全員及び新プロジェクト参加者全員による署名が必要である。

各新プロジェクト参加者は承認条件を満たしている必要がある。 
 
Stakeholders: 利害関係者 
Stakeholders mean the public, including individuals, groups or communities affected, or likely to be affected, by 
the proposed A/R CDM project activity or actions leading to the implementation of such an activity. 

利害関係者とは、提案されるAR-CDMプロジェクト活動により、その活動の実施に伴い影響を受ける or 

受ける可能性のある個人を含む一般大衆、グループ、地域社会を意味する。 
 
Starting date of an A/R CDM project activity: AR-CDMプロジェクト活動の開始日 
The starting date of an A/R CDM project activity is the date at which the implementation or real action of an A/R 
CDM project activity begins, resulting in actual net GHG removals by sinks. The start date needs to be justified in 
the CDM-AR-PDD. Project activities starting between 1 January 2000 and the date of the registration of a first 
clean development mechanism project have to provide documentation, at the time of registration, showing that the 
starting date fell within this period, if the proposed A/R CDM project activity is submitted for registration before 
31 December 2005. 
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AR-CDMプロジェクト活動の開始日とは、AR-CDMプロジェクト活動の実施 or 実際の行為が始まり、その

結果として現実純吸収が始まる日である。開始日はCDM-AR-PDDにその根拠を記していなければならな

い。2005年12月31日以前の登録を目指す場合、2000年1月1日から最初のCDMプロジェクトの登録日の間

に開始されるプロジェクト活動は、その登録に際して、開始日がその期間内に始まることを示す書類を提

示しなければならない。 
 
Temporary certified emission reductions (tCERs): 短期の期限付きクレジット (tCERs) 
A temporary certified emission reduction or tCER is a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol for 
an A/R CDM project activity under the CDM, which expires at the end of the commitment period following the 
one during which it was issued. It is equal to one metric tonne of carbon dioxide equivalent. 

短期の期限付きクレジット or  tCERは、AR-CDMプロジェクト活動に対して、京都議定書第12条に基づき

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

トリックトン）と等しい。 
 
Where project participants have chosen to issue tCERs to address non-permanence, a request to the Executive 
Board has to be made for issuance of tCERs equal to the verified amount of net anthropogenic GHG removals by 
sinks achieved by the A/R CDM project activity under the CDM since the start of the A/R CDM project activity. 

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

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

tCERs発行を求めるものでなければならない。 
 
Transparent and conservative: 透明性のある＆保守的な（控えめな） 
Establishing a baseline in a transparent and conservative manner (paragraph 20 (b) of the CDM A/R modalities 
and procedures) means that assumptions are made explicitly and choices are substantiated. In case of uncertainty 
regarding values of variables and parameters, the establishment of a baseline is considered conservative if the 
resulting projection of the baseline does not lead to an overestimation of net anthropogenic GHG removals by 
sinks attributable to an A/R CDM project activity (that is, in the case of doubt, values that generate a higher 
baseline net GHG removals by sinks shall be used). 

透明性があり且つ保守的な（控えめな）方法（「AR-CDMの方法と手続き」の第20節(b)）によるベースライン

の設定とは、その仮定が明確に作られ、そしてその選択が実証されるもの、を意味する。変数やパラメー

ターの数字が不明確な場合、ベースラインの設定には保守的な（控えめな）配慮を行う。即ち、ベースライ

ンの推定値が、AR-CDMプロジェクト活動の結果として計算される純人為的吸収量を過大に導くことのな

いように行うこと（疑わしい場合は、ベースライン純吸収量を高め/大き目にすること）。 
 
Registration: 登録 
Registration is the formal acceptance by the Executive Board of a validated project as an A/R CDM project 
activity under the CDM. Registration is the prerequisite for the verification, certification and issuance of tCERs or 
lCERs relating to that A/R CDM project activity. 

登録とは、有効化審査を通過したプロジェクトについて、CDMの、一つのAR-CDMプロジェクト活動として、

理事会が正式に受け入れたということである。 
 
Validation: 有効化審査 
Validation is the process of independent evaluation of a proposed A/R CDM project activity under the CDM by a 
designated operational entity (DOE) against the requirements of afforestation and reforestation project activities 
under the CDM as set out in decision 19/CP.9, its annex and relevant decisions of the COP/MOP, on the basis of 
the project design document. 

有効化審査とは、提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対して、DOEによって実施される、独立した査定

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

ているCDMとしての新規植林・再植林の条件に適合しているかどうかを、PDDに基づき、審査される。 
 
Verification: 検証 
Verification is the periodic independent review and ex post determination by the DOE of the net anthropogenic 
GHG removals by sinks achieved, since the start of the project, by an A/R CDM project activity under the CDM. 
Certification is the written assurance by a DOE that an A/R CDM project activity under the CDM achieved the net 
anthropogenic GHG removals by sinks since the start of the project, as verified. 
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検証とは、そのプロジェクト開始以降、AR-CDMプロジェクト活動により達成した純人為的吸収量を決定し

た後、周期的に実施される独立した再調査である。 
 
  



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

PART II 
 

A. Information note for Project Design Document for afforestation and reforestation project 
activities (CDM-AR-PDD) 

新規植林・再植林プロジェクト活動に対するプロジェクト設計書(CDM-AR-PDD)の説明案内 
 

 

 

1. The CDM-AR-PDD presents information on the essential technical and organizational aspects of 
the afforestation or reforestation (A/R) 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 
and decision 19/CP.9 contained in document FCCC/CP/2003/6/Add.2). 

CDM-AR-PDDは、新規植林・再植林に関連する非常に重要な技術的、組織的な事項の情報であり、

また、UNFCCCの京都議定書で求めているプロジェクトの有効化審査、登録、及び検証に際しての重要

な情報である。それらに関しての方法と手続きの詳細については、FCCC/CP2001/13/Add.2 に含まれ

ているdecision 17/CP.7、及びFCCC/CP/2003/6/Add.2 に含まれているdecision 19/CP.9 を参照。 
 
2. The CDM-AR-PDD contains information on the proposed A/R CDM project activity, the 
approved baseline methodology applied to the proposed A/R CDM project activity, and the approved 
monitoring methodology applied to the project. It discusses and justifies the choice of baseline 
methodology and the applied monitoring concept, including monitoring data and calculation methods. 

CDM-AR-PDDには、提案されるAR-CDMプロジェクト活動、それに適用しようとしている承認済ベース

ライン方法論、及び承認済モニタリング方法論の情報が含まれる。それは、ベースライン方法論の選

択、また、モニタリングデータや計算方法を含め適用しようとしているモニタリング構想を、論議し、十分

な根拠を示すものである。 
 
3. Project participants should submit the completed version of the CDM-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-AR-PDD, 
especially whether it satisfies the relevant modalities and procedures concerning the proposed 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、有効化審査を受けるため、信任されたDOEに、CDM-AR-PDDの完成版と必要

があれば付属書類を提出する。DOEは、CDM-AR-PDDに記された情報が適切であるかどうか、特に提

案されるAR-CDMプロジェクト活動について、関連する方法と手続きが満足するものであるかどうか、を

審査する。この審査に基づき、DOEはプロジェクトの有効化審査の決定を行う。 
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B. Specific guidelines for completing the Project Design Document for afforestation and 
reforestation project activities (CDM-AR-PDD) 

新規植林・再植林のプロジェクト設計書(CDM-AR-PDD)を完成させるための具体的なガイドライン 
 

 
CONTENTS 
（内容） 

 
PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR AFFORESTATION AND REFORESTATION PROJECT 

ACTIVITIES (CDM-AR-PDD) 
新規植林・再植林のプロジェクト設計書(CDM-AR-PDD) 

 
A. General description of the proposed A/R CDM project activity 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の全般的な記述 
 
B. Application of a baseline methodology 

ベースライン方法論の適用 
 
C. Application of a monitoring methodology and plan 

モニタリング方法論の適用と計画 
 
D. Estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks 

純人為的吸収量の推測 
 
E. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の環境影響 
 
F. Social impacts of the proposed A/R CDM project activity 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の社会影響 
 
G. Stakeholders’ comments 

利害関係者のコメント 
 
 

Annexes 
添付 

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

添付１：提案されるAR-CDMプロジェクト活動の参加者の連絡先情報 
 
Annex 2: Information regarding public funding 

添付２：公的資金に関する情報 
 
Annex 3: Baseline Information 

添付３：ベースライン情報 
 
Annex 4: Monitoring plan 

添付４：モニタリング計画 
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SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の全般的な記述 

 

 

A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の名称 

 

 

A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の記述 

Please include in the description: 
- The purpose of the proposed A/R CDM project activity; 
- The view of the project participants of the contribution of the proposed A/R CDM project activity to 
sustainable development (max. one page). 
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. 

記述には以下を含むこと。 

- 提案されるAR-CDMプロジェクト活動の目的、 

- 提案されるAR-CDMプロジェクト活動が持続的発展にどのように寄与するかというプロジェクト参加者

の見解（最大1ページ）。 

UNFCCC CDM web site に記載されているキーワードのリストを用いること。もしそれらのキーワードに

適当なものが見つからない、or 不十分であると判断する場合は、UNFCCC CDM web site の関連案内

に従い、新しいキーワードを提案してください。 
 

CDM の最終目標の一つは持続的発展であるため、提案する CDM プロジェクトがどのように持続的発展
に寄与するのかということを明確に記入する。例えば、 
①産業植林の場合、製材工場やパルプ工場に対し伐採した原料（原木）を継続的に供給することにより、

地域住民に雇用機会を与える。 
②アグロフォレストリーの場合、地域住民の燃料、家畜の餌、果樹（果樹を植えた場合）などを通じ、地

域経済や社会の発展に持続的に寄与する。 
③環境植林の場合、薪炭材の供給、生物多様性の増加、地域住民の食料の多様化などを通じ、食料

の確保や社会発展に寄与する。 
その他として、 
 ④詳細は後述するが、ベースラインとなるプロジェクト地域の環境的・経済的・社会的側面から実情を記

入する。 
 ⑤ホスト国の政策、本プロジェクト受入れに対するホスト国の意向を記載する。 
 ⑥特に産業植林の場合、技術的な植林計画、資金計画、管理体制（計画策定・実行・報告などについ

てその権限と責任を明確化する。）を記述する。 
 

 

A.3. Project participants: プロジェクト参加者
Please list project participants and provide contact information in Annex 1. 

Annex 1 に、プロジェクト参加者とその連絡先を記入する。 
 

資金提供者と事業実施者が異なる場合、事業実施の契約書を作成する。契約書では、それぞれの権利、

義務などに加えクレジットの分配比率を明確にする。 
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A.4. Technical description of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の技術的な記述 

A.4.1. Location of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の場所 

A.4.1.1. Host Party(ies): ホスト国名
 

 

A.4.1.2. Region/State/Province etc.: 地区・州など
 

 

A.4.1.3. City/Town/Community etc: 市・町・村など
 

A.4.1.4. Detail of geographical location and project boundary, including information allowing the unique 
identification(s) of the proposed A/R CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の場所を特定するための情報（特徴など）を含めた、地理的な位

置、境界の詳細： 
 
The “project boundary” geographically delineates the A/R CDM project activity under the control of the project 
participants. The A/R CDM project activity may contain more than one discrete area of land. If an A/R CDM 
project activity contains more than one discrete area of land: 
- Each discrete area of land should have an 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そのAR-CDMプロジェクト活動をコントロール可能な地理的

な境界である。そのAR-CDMプロジェクト活動は１つ以上の分離した土地の区画を含むことが出来る。も

し、AR-CDMプロジェクト活動が１つ以上の分離した土地の区画を含む場合、 

- 各分離した土地区画は地理的確認ができること。 

- その境界は各分離した区画が明確にでき、またこれらの各分離した区画の間の部分を含まない

こと。 
 
 

① プロジェクト地区の地名（地方固有の名称）。 
② プロジェクト境界内を示す地図（縮尺？）、緯度・経度。 
③ そこに到達するための道路地図、交通手段（DOEのみ）。 
 

①プロジェクト地域について、現在の植生などの環境状況を記述する。 

A.4.1.5. A description of the present environmental conditions of the area, including a description of 
climate, hydrology, soils, ecosystems, and the possible presence of rare or endangered species and their 
habitats: 

気候、水文学、土壌、生態系、希少または絶滅危惧種及びそれらの生息地の存在の可能性を含めた、

当該地域の現在の環境状況に関する記述。 
 

②留意すべき規制、法制度等も併せて記載する。 

① 上記に加え、学名、通称名、ローカル名等。 

A.4.2. Species and varieties selected: 
選択した樹種と種類 
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A.4.3. Specification of the greenhouse gases (GHG) whose emissions will be part of the proposed A/R 
CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動によって発生する温室効果ガス（GHG）の明細 
 
Please specify the GHG that are expected to be emitted as a result of the implementation of the proposed A/R 
CDM project activity, for example, inter alia, emissions from soil preparation, from the use of machinery and 
from the use of fertilisers. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動を実施する結果として発生すると思われるGHGの明細を列挙す

る。例えば、特に、地拵え、機械の使用、肥料の使用からの排出。 
 

 

 

A.4.4. Carbon pools selected: 
カーボンプールの選択 

 
In calculating 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 the GHG measured in 
units of CO2 equivalents, while avoiding double counting. This is subject to the provision of transparent and 
verifiable information that the choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals by sinks. 
Project participants shall otherwise account for all significant changes in carbon pools and/or emissions of the 
GHG measured in units of CO2 equivalents by the sources that are increased as a result of the implementation of 
the proposed A/R CDM project activity, while avoiding double counting. 

ベースライン純吸収量 and/or 現実純吸収量の計算に際し、プロジェクト参加者は、1つ or 2つ以上の

カーボンプールについて、吸収 and/or GHG排出のCO2相当量の算入を選択しないことができるが、ダ

ブルカウントはできない。ただし、これは（それらのカーボンプールが）純人為的吸収量を増加させないと

いうことを、透明性のある方法で立証できることが条件となる。さもなければ、プロジェクト参加者は、全

てのカーボンプールの変化量 and/or 提案されるAR-CDMプロジェクト活動の実施により増加する排出

のCO2相当量について、ダブルカウントすることなく、算出しなければならない。 
 

A.4.5. Compliance with the definition for afforestation or reforestation: 
新規植林 or 再植林の定義への適合性 

 
Please specify how the project fulfils the definition of afforestation or reforestation, as provided in the glossary 
of terms above. In order to define afforestation or reforestation, project participants shall follow the definition 
for 
“forest” selected by the host Party, which specifies: 
- A single minimum tree crown cover value between 10 and 30 per cent; and 
- A single minimum land area value between 0.05 and 1 hectare; and 
- A single minimum tree height value between 2 and 5 metres. 
The definition for forest selected by each Party can be found on the DNA page on the UNFCCC 
CDM website. 

プロジェクトが、上記の用語集に記載されている新規植林 or 再植林の定義を満たしていることを説明

する。新規植林 or 再植林を定義するためには、プロジェクト参加者は以下のホスト国が選択した森林

の定義に適合していなければならない。 

- 最低樹冠率として10～30％ 間の１つの数字、及び 

- 最低面積として 0.05～1.0 ha 間の１つの数字、及び 

- 最低樹高として 2～5m 間の１つの数字 

各ホスト国が選択した森林の定義はthe DNA page on the UNFCCC CDM website で閲覧できる。 
新規植林、再植林のみが CDMの対象となることを考慮すれば、本項もしくは他の項において、なぜ現状
は森林でないのかということ and/or過去の土地利用の経緯を記述する必要があろう。なお、１９８９年１２月３
１日以前は森林でなかったことを証明する手段として以下が考えられる。 

 ① 信頼できる地図、航空写真、衛星写真。 
  ② １９９０年頃の土地、土地利用に関する公文書。 

 ③ 地方政府、地元有力者などからのインタビュー。 
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A.4.6. A description of legal title to the land, current land tenure and land use and rights of access 
to the sequestered carbon: 

法律的な土地の権原、保有権、使用権、及び吸収されたカーボンに対する権利の記述 
 
Please use the list of types of A/R CDM project activities and of registered A/R CDM project activities by type 
available on the UNFCCC CDM web site, please specify the type(s) of A/R CDM project activities into which the 
proposed A/R CDM project activity falls. If no suitable type(s) of 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. 

the UNFCCC CDM web site に記載されているAR-CDMプロジェクト活動のタイプリスト及び登録済

AR-CDMプロジェクト活動のタイプリストを使用し、提案されるAR-CDMプロジェクト活動がどのタイプに該

当するか明示する。もし適切なタイプが見つからない場合は、UNFCCC CDM web site の関連案内に従

い、新しいタイプ名称とその定義を提案してください。 
 
 
A.4.7. Type(s) of A/R CDM project activity: 

AR-CDMプロジェクト活動のタイプ 

 
①AR CDMにおいては未だカテゴリーはリストアップされていないが、 
・産業的植林 
・在来種を用いた環境保全目的の植林 
・アグロフォレストリー 
・これらを複合した植林 

 などが考えられる。 
②プロジェクト地域の土地所有権、利用権について記述する。（用地の利用権は、自己所有地、賃貸借、

（生産物の）分収、無償貸与などが考えられる。） 
③カーボン権について、ホスト国の法体系とカーボン権の移転に矛盾が出ないか確認する。（即ち、国

によって異なるがリース地に植林する場合、法律的には立木の所有権は地主に所属しており、事業者

は伐採権と搬出権を契約で確保するという手続きを取っている場合があるので、炭素権についても同

様の配慮が必要と思われる。） 
 

 

A.4.8. Technology to be employed by the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動で採用する技術 

 
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. 

この節においては、プロジェクトで採用する環境保全、健全な技術やノウハウの記載を含み、またそれら

をホスト国に移転するものがあればそれを記載する。 
 

プロジェクト活動の技術的記述は、樹種、品種、技術、ノウハウの移転などを記述する。 
環境面に対する貢献という意味では、荒地に植林するとすれば、土砂流出防止、水源涵養、生物多様性

の増加などが挙げられる。技術移転に関し、あえて挙げるとすれば育苗、保育、管理などについて、人材

育成を実施するということが考えられる。 
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A.4.9. Approach for addressing non-permanence: 
非永続性に対処するためのアプローチ 

 
In accordance with paragraph 38 and section K of the 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 

「AR-CDMの方法と手続き」の第38節及び section K に従い、非永続性に対処するためのアプローチを

以下のものから選択し、記述する。 

- tCERsの発行 

- lCERsの発行 
 

 

 

A.4.10. Duration of the proposed A/R CDM project activity / Crediting period: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動期間/クレジット発生期間 

 

 

A.4.10.1. Starting date of the proposed A/R CDM project activity and of the (first) crediting 
period, including a justification: 

提案されるAR-CDM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、だだし、その根拠を含

む。 
 
The crediting period shall begin at the start of the A/R CDM project activity under the CDM. The starting date 
of a A/R CDM project activity is the date on which the implementation or real action of an 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の基でのAR-CDMプロジェクト活動の開始と同時に始まる。AR-CDMプロジ

ェクト活動の開始日とは、AR-CDMプロジェクト活動の実施 or 実際の行為が始まり、その結果として現

実純吸収が始まる日である。 
 
Project activities starting between 1 January 2000 (and) the date of the registration of a first clean development 
mechanism project, if the proposed A/R CDM project activity is submitted for registration before 31 December 
2005; have to provide documentation, at the time of registration, showing that the starting date fell within this 
period. 

2000年1月1日から最初のCDMプロジェクトの登録日の間に開始されるプロジェクト活動が、2005年12月

31日以前の登録を目指す場合、その登録に際して、開始日がその期間内に始まることを示す書類を提

示しなければならない。 
 

 

A.4.10.2 Expected operational lifetime of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の計画（予定）事業期間 

 
Please state the expected operational lifetime of the proposed A/R CDM project activity in years and months as 
appropriate. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の計画（予定）事業期間を年月で適切に記述。 
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A.4.10.3 Choice of crediting period and related information: 
クレジット発生期間の選択と関連情報 

 
Please state whether the proposed 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. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動に更新可能なものを使用するか、or 固定のものを使用するかを記

述し、それに基づき、A.4.10.3.1 もしくは A.4.10.3.2 を記述する。A.4.10.3.1 及び A.4.10.3.2 の両方を記

述するのではなく、どちらか１つを選択すること。 
 
Note that the crediting period may only start after the date of registration of the proposed A/R CDM project 
activity. In exceptional cases, (see instructions for section A.4.10.1 above) the starting date of the crediting 
period may be prior to the date of registration of the proposed A/R CDM project activity as provided for in 
paragraphs 12 and 13 of decision 17/CP.7, paragraph 1 (c) of decision 18/CP.9 and through any guidance by the 
Executive Board, available on theUNFCCC CDM web site. 

クレジット発生期間は、基本的には、AR-CDMプロジェクト活動として提案されている活動の登録日以降

に開始する。ただし、以下のような特殊なケースがあり得る（上記A.4.10.1項を参照）。即ち、paragraphs 

12 and 13 of decision 17/CP.7、及び paragraph 1 (c) of decision 18/CP.9、また理事会のガイダンス

（UNFCCC CDM web siteにて入手可能）に適合するAR-CDMプロジェクト活動については、そのクレジッ

ト発生期間の開始日はその登録日以前に開始されることがあり得る。 
 

 

A.4.10.3.1 Renewable crediting period, if selected: 
更新可能なクレジット発生期間を選択した場合： 

 
Each crediting period shall be a maximum of twenty (20) years and may be renewed at most twotimes, 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. 

各クレジット発生期間は最大20年間であり、最大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 or 新しいデータを考慮して見直したのかを決

定し、理事会に報告しなければならない。 
 
Please state the length of the crediting period in years and months as appropriate 

クレジット発生期間の長さについて、適切な年月を記述。 
 

 

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

 

 

A.4.10.3.1.2. Length of the first crediting period: 
最初のクレジット発生期間の期間長 

 

A.4.10.3.2. Fixed crediting period, if selected: 
固定クレジット期間を選択した場合 

 
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大30年間である。その期間長を年月で記述。 
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A.4.10.3.2 .1. Starting date: 
開始日 

 

A.4.10.3.2.2. Length: 
期間長 

 
 

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

選択したクレジット発生期間を通しての純人為的吸収量の予測量 
 
Provide the total estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks as well as annual estimates for the 
chosen crediting period. 

選択したクレジット発生期間全体を通して、純人為的吸収量の年度毎及び合計の予測量を記述。 
 

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

提案されるAR-CDMプロジェクト活動を実施することによって、どのように純人為的吸収を達成しようとして

いるのかの概要説明。ただし、国 and/or 業界の方針またその背景を考慮し、なぜこれらは、提案される

AR-CDMプロジェクト活動がない場合には実施されないのかを含めて説明のこと。 
 
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 tonnes of 
CO2 equivalent as determined in section E. This section should provide a summary of section B.3 and have a max. 
length of one page. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動を実施することによって、どのように純人為的吸収を達成しようとして

いるのかについて、概要を説明する（詳細はsection B に記述）。またsection Eで決定したCO2換算単位の

純人為的吸収量の合計予測値を記述する。本節はsection B.3 の概略を記述し、最大１ページとすること。
 
 

 

 

A.4.12. Public funding of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対する公的資金 

 
In case public funding from Parties included in Annex I is involved, please provide in Annex 2 information on 
sources of public funding for the proposed A/R CDM 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 に含まれている締約国からの公的資金が関係する場合、提案されるAR-CDM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の流用ではなく、また（出資国側の）出資義務ではな

いということを確認する情報をAnnex 2 に記述する。 
 

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

 
Where project participants wish to propose a new baseline methodology, please complete theform for “Proposed 
New Methodology for A/R: Baseline”(CDM-AR-NMB) in accordance  with procedures for submission and 
consideration of proposed new methodologies (see Part III of these Guidelines). 
プロジェクト参加者が新ベースライン方法論を提案する場合、「提案される新方法論の提出手続きと注意事

項（本ガイドラインのPart III を参照）」に従い、CDM-AR-NMBのフォームを完成させる。 
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ベースラインは本プロジェクトの吸収量と比較するための対象物であり、量的な差を導き出すものである。

また同時に、ベースラインは本プロジェクトがなかった場合のシナリオである。 
 

 

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

提案されるAR-CDMプロジェクト活動に適用する承認済ベースライン方法論の名称と参照 
 
Please refer to the UNFCCC CDM web site for the title and reference list as well as the details of 
approved baseline methodologies（脚注3）. Please note that the table “Baseline Information” contained 
in Annex 3 is to be prepared in parallel to completing the remainder of this section. 

the UNFCCC CDM web site から、承認済ベースライン方法論（脚注 3）の名称、参照表、及びその詳細

を参照する。Annex 3 に記入する「ベースライン情報」の表は、本sectionの後項に記述するものと一致し

ていなければならない。 

 

（脚注3）If a new baseline methodology is proposed, please complete the form for “Proposed New 
Methodology: Baseline for A/R ”(CDM-A/R-NMB). 

新ベースライン方法論を提案する場合は、CDM-A/R-NMBのフォームを完成させる。 
 

 

B.1.1. Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed A/R 
CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対する、該当する方法論の選択根拠と適用 
 
Please justify the choice of methodology by showing that the proposed A/R CDM project 
activity meet the applicability conditions under which the methodology is applicable. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動が、選択した方法論に適用できることを示し、根拠を記述する。 
 

（注：排出源 CDMの例） 
排出源 CDMでは 2004年 3月現在 4つの承認済み方法論がWeb上で公開されている。これらの方法
論は、特定の状況のもとで適用することが想定されているため、どのような状況で使用できるかを説明した

適用可能条件が付けられている。例えば、AM0003 （第 3 番の承認済み方法論：Approved 
Methodology0002）のNova Gerarの廃棄物処分場ガス発電プロジェクトでは、廃棄物処分場からのメタンガ
スを回収して燃焼処理するプロジェクトに以下のような適用可能条件が設定されている。 
・回収されたガスは発電用に利用されるが、発電から得られる排出削減量に対するクレジットを求めない。 
また、AM0004A.T. Biopower 籾殻発電プロジェクトでは、籾殻を用いた発電を行う場合の方法論が示さ
れているが、以下のような適用可能条件が設定されている。 
・野焼きなどで処分される予定の籾殻を使用する 
・未利用のバイオマスが豊富にあること 
・発電に利用するバイオマスが、分散していて BAUでは使用できない場合 

AR-CDMにおいても、同じような条件が設定されることが考えられることから、適用可能条件を満たしてい
ることを説明する必要がある。 
 

 31



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 32

B.2. Description of how the methodology is applied to the proposed A/R CDM project activity: 
その方法論を、提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対して、どのように適用するかという記述。 

 
Please explain the basic assumptions of the baseline methodology in the context of the proposed 
A/R CDM project activity and show that the key methodological steps are followed in 
determining the baseline scenario for the proposed A/R CDM project activity. Provide the key 
information and data used to determine the baseline scenario (variables, parameters, data sources 
etc.) in table form. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の状況（環境）の中で、ベースライン方法論の仮説を説明すると共

に、ベースラインシナリオを決定するために踏んだ重要な方法論的ステップを示す。ベースラインシナリ

オを決定するために使用した重要な情報とデータ（変数、パラメーター、データの出所など）を記述する。
 

 
ベースラインは温室効果ガス吸収量を算定する際に基準となるもので、プロジェクト活動が起こらなかった

場合の炭素蓄積量の変化を表すシナリオである。ベースラインは、プロジェクトが行われなかった場合に、

ある土地の植生がどのように変化（または変化しない）するかという仮定の下に設定されるため、実測するこ

とは不可能である。ベースラインの設定次第では、クレジットを妥当な量より多く獲得したりすることも可能な

ため、現在 CDM理事会、メソドロジーパネルによりベースライン方法論の厳格な審査が行われている。 
ベースラインの設定においては現状の自然環境、土地利用形態、社会経済情勢などがどのように変化ま

たは変化しないため、現状の炭素蓄積量がどのように変化するかを説明する必要がある。排出源 CDM プ
ロジェクトの例では、現状の廃棄物処分場が今のままの状態で管理され、メタン放出が継続する状態や、

バイオマスが回収・利用されず放置されたままの状態が続くといった状態をベースラインとして設定している

ケースが見られる。 
AR-CDM の場合も同じような考え方が可能である。過去の傾向からベースラインを設定したり、経済的な

分析から証明したりすることができる。例えば、あるホスト国では伐採後の植林が義務付けられていないた

め、荒廃地が増加している。こうした多くの荒廃地では植生が回復していない状態が長年継続しているた

め、この状態をベースラインとして設定することなどが考えられる。また、放牧に利用されている牧草地が、

地力の低さや近隣の居住地からのアクセスの不便さなどから農業や植林地などの他の土地利用が起こら

ないなどの説明も考えられる。 
排出源 CDM において行われている方法としては、プロジェクトが行われなかった場合に起こりうるシナリ

オをリストアップし、その中から最も妥当なものを選択したということが行われている。 
具体的には以下のように、何種類かのベースラインシナリオのオプションを検討し、最も妥当だと思われる

ものを選択し、その選択理由を述べるというものである。 
仮にここではベースラインシナリオ②が、選択されたと仮定した場合、ベースラインの設定に影響する要

素をさらに細かく分けて、ある土地利用による吸収量が、プロジェクト活動がなかった場合にどのように変化

するかを説明する方法が考えられる。例えば現状の土地利用に影響する要素を自然要素と人為的要素に

分類し、現状の草地が継続する理由として降水量が少なく、土壌条件が成林条件に適切ではない、などの

自然条件により、シナリオ②（草地の植生が現状よりも若干成長する）が最も妥当であること説明する。そし

て、放牧、採草などの人為的な要素により、現実的にはシナリオ①の可能性が高いが、保守的に予測しシ

ナリオ②を選択するなどのベースライン設定方法が考えられる。 
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     ④ 
③

②

  

①

tCO2  ④

③

①

②

時間 
 
ベースライン作成に際し、そのシナリオを証明する手段として、プロジェクト開始前の植生や排出源のデ

ータを収集することが望ましい。そのようなデータがない場合、プロジェクト近隣のデータもしくは文献デー

タを利用する。 
 
（注）インドネシアにおけるバイオマスの公式データとしては、次のものが考えられる。 
IPCC LULUCF-GPG、 CIFOR、 JICA/Forest Research Development Agency/ACIAR、 IGES、 JIFPRO
（国際緑化推進センター）、 Gajamada /IPP/ Parankaraya/APN（04年から）などの大学。 
 
B.3. Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above those that 
would have occurred in the absence of the registered A/R CDM project activity: 

登録されたAR-CDMプロジェクト活動が存在しない場合と比較して、どのように現実純吸収量が増加す

るのかという記述。 
 
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 anthropogenic GHG removals by sinks in the project scenario. 

選択した方法論に従い、本プロジェクトが、どのように、また、なぜ追加的であるのかを説明し、またなぜ

ベースラインシナリオではないのかを記述する。それらには、以下の説明を含むこと。１）その方法論を

適用することによって決定するベースラインの記述、２）プロジェクトシナリオの記述、及び３）なぜベース

ラインシナリオの純吸収量が、プロジェクトシナリオの現実純人為的吸収量より少ないのかということを

示す分析。 
 
 
本プロジェクトの植林による吸収量が、ベースラインシナリオの吸収量よりも大きいことを述べる。例えば、

本プロジェクトがなかった場合、「現在の土地利用方法が継続する」もしくは「歴史的な土地利用傾向が継

続する」ということを証明する。これらの証明の手段として、科学的根拠（文献）、公文書、法的規制、経済分

析、などを利用する。 
添付の F-CDM-PDD-NMB 4.3.項で記述する以下の４つのツールを用い、なぜ「ベースラインシナリオで
はない」いうことを記述する。 
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① デシジョンツリーの使用 

植林のバリアがない
（自然条件、資金、
人的資源、etc） 

植林のインセンティブあ
り 

（市況が良い、他の土 プロジェクトがない
場合植林が行われ
る可能性が低いた
め追加性がある 植林のインセンティブな

プロジェクトがなく
ても植林が行われ
る可能性が高いた
め追加性がない 

植林のインセンティブな

植林のインセンティブあ
り 

（市況が良い、他の土

植林のバリアがある
（自然条件、資金、
人的資源、etc） 

植林を推進する
国家計画等の存

在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 潜在的なシナリオを全てピックアップ、分析し、本プロジェクト以外のシナリオが継続することを示す。例

えば、当該地域においては放牧や耕作が何十年も前から行われて来ており、同じような条件の他のと

ころでも同じような土地利用が行われており、農民はその土地利用方法を変えることはなく、植林は起

こり得ない。 
③ バリアとしては、低いROE、IRR及びNPVなどの財務的なもの、火災、病虫害、土地紛争、治安不安な
どのリスク、及び劣悪土壌、降水量不十分などの環境的なものを挙げる。 

④ 同じような条件下における統計的なデータ、同類プロジェクトのピックアップなどから、本案件が普通の

方法ではないことを示す。 
 
（注：インドネシアにおけるベースラインシナリオの例） 
農民は植林が有利なことを知ってはいても資金不足のため実施できないでいる。これの主要な原因は資

金バリアである。つまり農民は資金借り入れの信用を得ることができないでいる。CDM プロジェクトによって

資金援助もしくはその動機付けがなされ、農民が植林活動を実施することになるのであれば、それは追加

性の要件を満たすことになる。言い換えると、この場合のベースラインは現在の土地利用方法ということが

できる。他方、ある地区において、（移民政策などにより）植林活動能力（資金）を持つ村落があるとすれば、

彼らが行う土地利用に変化（植林）がベースラインとなろう。 
 
（注：排出源 CDMの例） 
排出源 CDM において、既に承認済みとなった方法論では以下のような追加性の説明をもちいて当該プ
ロジェクトが追加的であることを証明している。 
・AM0002 Salvador da Bahia廃棄物処分場ガスプロジェクト 
 協定で定められた処分場からのガス回収率より多くのガスを回収するため追加的 

・AM0003 Nova Gerar廃棄物処分場ガス発電プロジェクト 
 CERがない場合の当該プロジェクトの IRRは他の投資先よりも経済性が低いため追加的 
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B.4. Detailed baseline information, including the date of completion of the baseline study and the 
name of person(s)/entity(ies) determining the baseline: 

ベースラインの検討を完了した日付、及びベースラインを決定した人物・組織を含むベースライン情報

の詳細 
 
Please attach detailed baseline information in Annex 3. 
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. 

Annex 3 のベースライン詳細情報を添付すること。 

日付/月/年を記入。 

連絡先を記述するが、もし人物・組織がAnnex 1 に記載されたプロジェクト参加者の場合はその旨記述
のこと。 
 

 

SECTION C. Application of a monitoring methodology and of a monitoring plan: 
モニタリング方法論の適用とモニタリング計画 

 
Where project participants wish to propose a new monitoring methodology, please complete 
form “Proposed New Methodology for A/R: Monitoring ”(CDM-AR-NMM) in accordance with 
procedures for submission and consideration of proposed new methodologies (see Part III of these Guidelines). 

プロジェクト参加者が新モニタリング方法論を提案する場合、「提案される新方法論の提出手続きと注意

事項（本ガイドラインのPart III を参照）」に従い、CDM-AR-NMMのフォームを完成させる。 
 
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. The monitoring 
plan is to be attached in annex 4. 

本章は、方法論のガイダンスを考慮しつつ、データの証明及びその品質（正確性・同等性・完全性・妥当

性について）を含め、モニタリング計画の詳細を記述する。 
 
The monitoring plan needs to provide detailed information related to the collection and archiving 
of all relevant data needed to 
- estimate or measure verifiable changes in carbon stocks in the carbon pools and the 
emissions of GHG occurring within the project boundary, 
- determine the Baseline, and 
- identify increased emissions outside the project boundary. 

モニタリング計画は、以下で必要となる全ての関連データの収集と保管に関する詳細な情報を記述する

必要がある。 

- カーボンプール中のカーボンストック、及びプロジェクト境界内で発生するGHG排出量の検証可能な

変動を推測 or 測定する、 

- ベースラインを決定する、及び 

- プロジェクト境界外での排出量の増加を証明する。 
The monitoring plan should reflect good monitoring practice appropriate to the type of A/R 
CDM project activity. The plan should follow the instructions and steps 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. 

AR-CDMプロジェクト活動のタイプにより、それに適した良好なモニタリングの実施（good monitoring 

practice）を反映していなければならない。その計画は、承認済モニタリング方法論で規定された指示と

ステップに従っていなければならない。プロジェクト参加者は登録したモニタリング計画を実施し、計画基

づき、報告書を通じて、データを準備しなければならない。 
 
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. 

検証と（CERの）発行のためにモニターされ、必要とされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了
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後２年間は保持されていなければならない。 
 

 

C.1. Title and reference of approved monitoring methodology applied to the project activity: 
プロジェクト活動に適用する承認済モニタリング方法論の名称と参照 

 
Please refer to the UNFCCC CDM web site for the name and reference as well as details of 
approved methodologies. Where project participants wish to propose a new monitoring 
methodology, please complete the form for “Proposed New Methodology for A/R: Monitoring” 
(CDM-AR-NMM) and subsequently complete, sections A-ED of the CDM-AR-PDD to 
demonstrate the application of the proposed new methodology to the proposed A/R CDM project 
activity. 

UNFCCC CDM web site から、承認済モニタリング方法論の名称、参照表、及びその詳細を参照する。

プロジェクト参加者が新モニタリング方法論を提案する場合、「ARの提案される新モニタリング方法論 

(CDM-AR-NMM)」、及び提案されるAR-CDMプロジェクト活動に新方法論が適用可能であることを説明

するためにsection A～Dの部分を記述した「ARのプロジェクト設計書 (CDM-AR-PDD)」を完成させる。 
 
If a national or international monitoring standard has to be applied to monitor certain aspects of 
the proposed A/R CDM project activity, please identify this standard and provide a reference to 
the source where a detailed description of the standard can be found. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動のある部分（点）をモニターするに際して、国が定めた or 

国際的モニタリング標準を適用しなければならない場合、その標準を特定すると同時に、その標準に 

ついて詳細記述が記されている出典を示さなければならない。 
 
Please fill the section below in accordance with the approved monitoring methodology selected. 

選択した承認済モニタリング方法論に従い、下記の節を記入する。 
 

吸収源については、２００４年３月３１日現在、承認済みモニタリング方法論は存在しない。今後 AR-CDM
の承認済み方法論が使用可能になり、プロジェクトにおいて承認された方法論を使用する場合、どの方法

論を選択したかを記述する。 
 

① A.4.7.で選択したタイプ、プロジェクトの面積、自然環境条件及び社会経済条件の背景などを考慮し記
述する。 

C.2. Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed A/R CDM 
project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対する、該当する方法論の選択根拠と適用 
 
Please justify the choice of methodology by showing that the proposed A/R CDM project activity 
and its context meet the conditions under which the methodology is applicable. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動とその状況が、その方法論に適用できることを示し、根拠を記述す

る。 
 

② 添付の新モニタリング方法論案（CDM-AR-PDD-NMM）A.4 で記述する「測定しないカーボンプール」につ

いて、なぜ測定しないのかを記述する。これは透明で説得力のある情報に基づき、その選択が「人為活

動による吸収源のネット固定量を増やさない」という条件のもとで可能となる。 
 

 

C.3. Monitoring of the baseline net GHG removals by sinks and the actual net GHG removals by 
sinks: 

ベースライン純吸収量と現実純吸収量のモニタリング 
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C.3.1. Actual net GHG removals by sinks data: 
現実純吸収量のデータ 

 

C.3.1.1. Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in carbon stock in 
the carbon pools within the project boundary resulting from the proposed A/R CDM project 
activity, and how this data will be archived: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動によって引き起こされ、プロジェクト境界内のカーボンプールのカ

ーボンストックの検証可能な変化量をモニターするために収集 or 使用されるデータ、及びそのデータ

の保管方法 
 
Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the (last) crediting period. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。
 
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. 

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

 
① モニタリング計画は全クレジット期間について作成しなければならない。最初のモニタリング時期は事

業者により決定される。そしてその後は５年毎 （検証時期に合わせて）モニタリングを行う。事業者は

プロジェクトで得られたデータを記録する。 
② 5 つのカーボンプール（地上部バイオマス、地下部バイオマス、落葉、枯損木、土壌炭素）の測定対象

と方法を記入する。カーボンプールの変化量測定に際しては、その正確性とコストを考慮する。また、

上記 C.2.で述べた「測定しないカーボンプール」も考慮する。 

③ モニタリング方法は正確性、精密性、エラー、不確実性をつかむために十分なものでなければならな

い。 
 

 

C.3.1.2. Data to be collected or used in order to monitor the GHG emissions by the sources, 
measured in units of CO2 equivalent, that are increased as a result of the implementation of the 
proposed A/R CDM project activity within the project boundary, and how this data will be 
archived: 

プロジェクト境界内において、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の実施の結果として増大する排出量

（CO2換算単位）をモニターするために収集 or 使用されるデータ、及びそのデータの保管方法 
 
Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the (last) crediting period. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。
 
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. 

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

 

C.3.1.3. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the actual net 
GHG removals by sinks: 

現実純吸収量の推測をモニターするために使用される公式 and/or モデルについての記述 
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C.3.1.3.1. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the verifiable 
changes in carbon stock in the carbon pools within the project boundary (for each carbon pool in 
units of CO2 equivalent): 

プロジェクト境界内のカーボンプールのカーボン蓄積量の検証可能な変化量の推測をモニターするため

に使用される公式 and/or モデルについての記述（各カーボンプールはCO2換算単位）。 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
 

C.3.1.3.2. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the GHG 
emissions by the sources, measured in units of CO2 equivalent, that are increased as a result of the 
implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary (for each 
source and gas, in units of CO2 equivalent): 

プロジェクト境界内において、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の実施の結果として増大する排出量

（CO2換算値）の推測のためにモニターに使用される公式 and/or モデルについての記述（各排出源と

ガスはCO2換算単位）。 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
 

 

 

C.3.2. As appropriate, relevant data necessary for determining the baseline net GHG removals by 
sinks and how such data will be collected and archived: 

ベースライン純吸収量の決定に必要とされた適切な関連データについて、またそのデータがどのように収

集され、保管されているのかについて： 
 
Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the (last) crediting period. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。 
 
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. 

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加して

も良い。 
 

 

C.3.2.1. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the baseline net 
GHG removals by sinks (for each carbon pool, in units of CO2 equivalent): 

ベースライン純吸収量の推測をモニターするために使用される公式 and/or モデルについての記述（各カ

ーボンプールはCO2換算単位）。 
 
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記述したものと矛盾があってはならない。 
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C.4. Treatment of leakage in the monitoring plan: 
モニタリング計画におけるリーケージの取り扱い 

 
Please indicate if leakage will be directly or indirectly monitored. If leakage is not monitored 
during the implementation of the proposed A/R CDM project activity, please explain rationale 
behind it. 

リーケージが直接 or 間接にモニターされるのであれば、その旨記述する。もし、提案されるAR-CDMプロ

ジェクト活動の実施期間中、リーケージがモニターされないのであれば、その背景について理論的根拠を

説明しなさい。 
 

 

 

C.4.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to 
monitor leakage of the proposed A/R CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動のリーケージについて、もし可能であれば、それをモニターするため

に収集されるデータと情報について記述する。 
 
Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the (last) crediting period. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。 
 
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. 

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加して

も良い。 
 

① 社会的、環境的なリーケッジのモニタリングを行う計画が必要 
② 添付のCDM-AR-NMB B.3項で記載する「潜在的なリーケッジ」の①～③に基づき、本プロジェクト
に適用するものを記述する。 

 

 

C.4.2. Description of formulae and/or models used to estimate leakage (for each GHG, source, 
carbon pool, in units of CO2 equivalent: 

リーケージを推測するために使用される公式 and/or モデルの記述（各GHG、排出源、カーボンプール

はCO2換算単位） 
 
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記述したものと矛盾があってはならない。 
 

C.4.3. Please specify the procedures for the periodic review of implementation of activities and 
measures to minimize leakage: 

リーケージを最小限にするための活動と測定を実施するに際し、その定期的な見直し手順についての

詳細を記述する。 
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C.5. Description of formulae and/or models used to estimate net anthropogenic GHG removals by 
sinks for the proposed A/R CDM project activity (for each GHG, carbon pool, in units of CO2 
equivalent): 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の人為的純吸収量を推測するために使用される公式 and/or モ

デルの記述（各GHG、カーボンプールはCO2換算単位） 
 
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記述したものと矛盾があってはならない。 
 

 

C.6. Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures undertaken for data monitored: 
データをモニタリングするに際して実施するQCとQAの手順 

 
Refer to data items in tables contained in sections C.3 and C.4, as applicable. 

適用可能であれば、sections C.3 and C.4 に含まれている表のデータ項目を参照。 
 

 

C.7. Please describe the operational and management structure(s) that the project operator will 
implement in order to monitor actual GHG removals by sinks and any leakage generated by the 
proposed A/R CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動によって引き起こされる現実純吸収量及び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施及び管理の組織を記述する。 
 

C.8. Name of person/entity determining the monitoring methodology: 
モニタリング方法論を決定した人物/組織名。 

 
Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project participant 
listed in Annex 1 of this document. 

連絡先を記述するが、もし人物・組織がAnnex 1 に記載されたプロジェクト参加者の場合はその旨記述

のこと。 
 

 

 

SECTION D. Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks: 
人為的純吸収量の推測 

 
Please fill section D. following the selected baseline and monitoring methodologies. 

選択したベースライン方法論及びモニタリング方法論に従い section D. を埋める。 
 

D.1. Estimate of the actual net GHG removals by sinks: 
現実純吸収量の推測 

 
Please provide estimated sum of verifiable changes in carbon stocks, minus the increase in 
emissions measured in units of CO2 equivalent by the sources that are increased as an attributable 
result of the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project 
boundary (for each gas, pool, source, formulae/algorithm, in units of CO2 equivalent). 

プロジェクト境界内において、提案されるAR-CDMプロジェクト活動に起因するもので、立証可能な炭素

蓄積の変化量から、CO2換算で測定される排出の増加量を差し引いた合計推測値を記述（各ガス、プー

ル、排出源、公式/アルゴリズムはCO2換算単位）。 
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D.2. Estimated baseline net GHG removals by sinks: 
ベースライン純吸収量の推測（値） 

 
Estimates should be given for each carbon pool, source, in units of CO2 equivalent. 

推測（値）は各カーボンプール、排出源、毎にCO2単位で出す。 
 

 

 

D.3. Estimated leakage: 
リーケージの推測（値） 

 
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 A/R CDM project activity. Estimates should be given for each gas, 
source, in units of CO2 equivalent. 

リーケージの推測（値）を記述する。即ち、それらは、プロジェクト境界外で発生する人為的GHG排出の

増加であり、そしてそれらが測定可能なものであるか、またそれらは提案されるAR-CDMプロジェクト活

動に起因するものであるか、で定義されたもの。推測（値）は、各ガス、排出源毎に、CO2換算単位で出

す。 
 

 

D.4. The sum of D.1 minus D.2 minus D.3 representing the net anthropogenic GHG removals by 
sinks of the proposed A/R CDM project activity: 

D.1 マイナス D.2 マイナス D.3 の合計。それは、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の人為的純吸

収量を意味する。 
 

D.5. Table providing values obtained when applying formulae above: 
上記の公式から得られた数値を記述した表 

 
The ex post calculation of baseline removal rates may only be used if proper justification is 
provided. Notwithstanding, the baseline removal rates shall also be calculated ex-ante and 
reported in the CDM-AR-PDD. 

ベースライン吸収量の事後評価は、正当な根拠がある場合のみ使用できる。ただし、そのベースライン

吸収量は、（一応）事前に計算し、その旨CDM-AR-PDDに記述しておかなけばならない。 
 
 
SECTION E. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の環境影響 
 

 

 

E.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts on 
biodiversity and natural ecosystems, and impacts outside the project boundary of the proposed 
A/R CDM project activity: 

環境影響の分析書類、それには生物多様性、自然エコシステム、及び提案されるAR-CDMプロジェクト

活動の境界外への影響も含む。 
 
This analysis should include, where applicable, information on, inter alia, hydrology, soils, risk 
of fires, pests and diseases. Please attach the relevant documentation to the CDM-PDD. 

この分析には、適用可能であれば、特に水文学、土壌、火災・虫害・病害のリスクを含む。CDM-PDDに

関連書類を添付する。 
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E.2. If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, a 
statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all 
references to support documentation: 

プロジェクト参加者 or ホスト国が、重大な悪影響があると考える場合、プロジェクト参加者はホスト国

で必要とされる手順に従って環境影響評価を実施し、その結論とその結論を裏付ける全ての資料を含

む書面 
 
Please attach the documentation to the CDM-AR-PDD. 

書面をCDM-AR-PDDに添付する。 
 

 

E.3. Description of planned monitoring and remedial measures to address significant impacts 
referred to in E.2 above: 

上記E.2で述べた重大な影響に関するモニタリング計画と救済策の記述。 
 

 

SECTION F. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity: 
提案されるAR-CDMプロジェクト活動の社会・経済影響 

 

 

F.1 Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts outside the 
project boundary of the proposed A/R CDM project activity: 

社会・経済影響の分析書類、ただし、これには提案されるAR-CDMプロジェクト活動の境界外への影響

を含める。 
 
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. Please attach the documentation to the 
CDM-AR-PDD. 

この分析には、適用可能な場合、特に地域社会、先住民、土地所有権、現地の雇用状況、食糧生産、

文化的・宗教的な場所、燃料用と他目的の林産物の利用などの情報を含む。 
 

 

F.2. If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, a 
statement that project participants have undertaken a socioeconomic impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all 
references to support documentation: 

プロジェクト参加者 or ホスト国が、重大な悪影響があると考える場合、プロジェクト参加者はホスト国

で必要とされる手順に従って社会・経済影響評価を実施し、その結論とその結論を裏付ける全ての資料

を含む書面 
 
Please attach the documentation to the CDM-AR-PDD. 

書面をCDM-AR-PDDに添付する。 
 

 

F.3 Description of planned monitoring and remedial measures to address significant 
impacts referred to in section F.2 above: 

上記F.2で述べた重大な影響に関するモニタリング計画と救済策の記述。 
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SECTION G. Stakeholders’ comments: 
利害関係者のコメント 

 

 

G.1. Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and compiled: 
現地の利害関係者のコメントを得るに際し、どのような人々から、どのような方法で収集したかについて

の概要説明 
 
Please describe the process by which comments by local stakeholders have been invited and 
compiled. An invitation for comments by local stakeholders shall be 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 an A/R CDM project activity in a manner which allows the local stakeholders to 
understand the proposed A/R CDM project activity, taking into account confidentiality 
provisions of the CDM modalities and procedures. 

現地の利害関係者のコメント毎に、どのような人々から、どのような方法で収集したかについて、プロセ

スを記述する。現地の利害関係者からのコメント収集に際しては、その対象者はオープンであり、 

透明性のある方法でなければならず、また、現地の利害関係者からのコメントが出しやすい方法で、コメ

ントを出すについては十分な時間的余裕を与えなければならない。この点について、プロジェクト参加者

は、「CDMの方法と手続き」の秘守条項を考慮し、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の内容が現地の

利害関係者にとって理解できるように説明しなければならない。 
 

 

G.2. Summary of the comments received: 
受け取ったコメントの概要 

 
Please identify stakeholders that have made comments and provide a summary of these comments. 

コメントを出した人物の身元を明らかにし、コメントの概要を記述する。 
 

 

G.3. Report on how due account was taken of any comments received: 
受け取ったコメントに対してどのように対処したかという報告。 

 
Please explain how due account have been taken of comments received from stakeholders. 

利害関係者から受け取ったコメントに対してどのように対処したかを説明する。 
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Annex 1（添付１）
 
 
CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT 
ACTIVITY 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の参加者の連絡先 
 
Please copy and paste table as needed. 

必要に応じてコピーし、添付する。 
 
 
 
Annex 2（添付２）
 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 

公的資金に関する情報 
 
Please provide information from Parties included in Annex I on sources of public funding for the 
proposed A/R CDM project activity 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 に含まれている締約国からの公的資金が関係する場合、提案されるAR-CDM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の流用ではなく、また（出資国側の）出資義務ではな

いということを確認する情報を記述する。 
 
 
 
Annex 3（添付３） 
 
BASELINE INFORMATION 

ベースライン情報 
 
Please provide a table containing the key elements used to determine the baseline for the 
proposed A/R CDM project activity including elements such as variables, parameters and data 
sources. For approved methodologies you may find a draft table on the UNFCCC CDM web 
site. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動のベースラインを決定するに際しての重要な要素を表にして記述す

る。それらの要素には、変数、パラメーター、データの出所などが含まれる。the UNFCCC CDM web site 

で、承認済方法論の表（案）を参照されたい。 

 
 
 
Annex 4（添付４）
 
MONITORING PLAN 

モニタリング計画 
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PART III 
 
 

A. Information note for  
Proposed New Methodology for A/R: Baseline (CDM-AR-NMB) and 
Proposed New Methodology for A/R: Monitoring (CDM-AR-NMM) 

提案される新ベースライン方法論(CDM-AR-NMB)とモニタリング方法論(CDM-AR-NMM)の説明案内 

 

 

1. A strong link between baseline and monitoring methodologies is to be provided. New baseline and 
monitoring methodologies shall be proposed and approved together. 

ベースライン方法論とモニタリング方法論は強い関連性を持って記述しなければならない。提案される

新ベースライン方法論とモニタリング方法論は同時に提案され承認されなければならない。 
 
2. The forms “Proposed New Methodology for A/R: Baseline” (CDM-AR-NMB) and “Proposed New 
Methodology for A/R: Monitoring” (CDM-AR-NMM) are to be used to propose a new baseline methodology 
and/or new monitoring methodology respectively. These forms shall fully and completely describe the 
methodology. A CDM-AR-PDD, which is to be attached, demonstrates the application of proposed new 
methodology to an A/R CDM project activity. 

CDM-AR-NMBとCDM-AR-NMMのフォームはそれぞれ、新ベースライン方法論と新モニタリング方法論

を提案するためのものである。これらのフォームでは方法論を十分かつ完全に説明しなければならな

い。CDM-AR-PDDが添付されなければならないが、これはAR-CDMプロジェクト活動について新しく提

案する新方法論のへの適用を説明するためのものである。 
 
3. The most recent versions of these forms may be obtained from the “forms” section of the UNFCCC CDM 
web site (http://unfccc.int/cdm) or from the UNFCCC secretariat by e-mail (cdm-info@unfccc.int) or in print 
via fax (+49-228-815-1999). 

これらのフォームの最新バージョンはUNFCC CDMウェブサイトの「フォーム(forms)」のセクションから、ま

たはUNFCCC事務局からe-mail, faxにて手に入れることができる。 
 
4. The forms “Proposed New Methodology for A/R: Baseline” (CDM-AR-NMB) and “Proposed New 
Methodology for A/R: Monitoring” (CDM-AR-NMM) shall be submitted together to the Executive Board in 
accordance with “Procedures for submission and consideration of a proposed new methodology”. For the most 
recent version of the procedures, please refer to procedures page of the UNFCCC CDM web site 
(http://unfccc.int/cdm). The forms should be accompanied by a Project Design Document for A/R 
(CDM-AR-PDD)” with sections A-D completed, in order to demonstrate the application of the proposed new 
methodologies to a proposed A/R CDM project activity. 

CDM-AR-NMBとCDM-AR-NMMのフォームは、「提案される新方法論の提出手続きと注意事項」に従っ

て、理事会に同時に提出しなければならない。最新バージョンの手続きはUNFCCC CDMウェブサイト

の”手続き(procedures)”のページを参照する。これらのフォームには、提案されるAR-CDMプロジェクト

活動に新方法論が適用可能であることを説明するためにsection A～Dの部分を記述した「ARのプロジェ

クト設計書 (CDM-AR-PDD)」が添付されなければならない。 
 
5. Each proposed new baseline methodology and monitoring methodology should use a separate “Proposed New 
Methodology for A/R: Baseline” form (CDM-AR-NMB) and “Proposed New Methodology: Monitoring for 
A/R” form (CDM-AR-NMM). “Proposed New Methodology for A/R: Baseline” and “Proposed New 
Methodology for A/R: Monitoring” forms for several new methodologies may be submitted together with the 
same CDM-AR-PDD for several components of a proposed project. 

提案される新ベースライン方法論とモニタリング方法論はそれぞれ、別になっているCDM-AR-NMBと

CDM-AR-NMMフォームを使用しなければならない。提案する１つのプロジェクトに複数のコンポーネント

がある場合、複数の新しい方法論のCDM-AR-NMBフォームとCDM-AR-NMMフォームを提出することが

可能であり、この場合には同じCDM-AR-PDDを添付する。 
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6. For additional guidance on aspects to be covered in the description of a new methodology, please refer to 
guidance and clarifications by the Executive Board on the “guidance – clarifications” section of the UNFCCC 
CDM web site and the “CDM-PDD Glossary of Terms”. Project participants are encouraged to use, as 
appropriate and to the extent possible, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Good Practice 
Guidance (GPG) for Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF) 4.4. See 
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htm. 

新しい方法論の記述についての追加のガイダンスは、UNFCCC CDMウェブサイトの“guidance ‒ 
clarifications（ガイダンス－説明）”セクションに記載されている理事会によるguidance and clarifications、

及び“CDM-PDD Glossary of Terms（CDM専門用語の用語集）”を参照すること。プロジェクト参加者は

IPCC GPG for LULUCF 4.4を適切で可能な限り使用することを推奨する。

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpglulucf/gpglulucf.htmを参照。 
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B. Specific guidelines for completing the proposed new methodology for 
A/R: baseline (CDM-ARNMB) 

提案される新ベースライン方法論（CDM-AR-NMB）を完成させるための具体的なガイドライン 
 

 
General instructions: 

全般的な指示： 
 
1. The baseline for an A/R CDM project activity is the scenario that reasonably represents the sum of the 
changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary that would occur in the absence of the 
proposed A/R CDM project activity. A baseline shall cover all carbon pools within the project boundary, but 
project participants may choose not to account for one or more carbon pools if they provide transparent and 
verifiable information showing that the choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals 
by sinks. The general characteristics of a baseline are contained in paragraphs 20 to 22 of the CDM A/R 
modalities and procedures. 

AR-CDMプロジェクト活動のベースラインは、提案されるAR-CDMプロジェクト活動がなかった場合にお

ける、プロジェクト境界内の炭素蓄積量の変化の合計量を適切に表現するシナリオである。ベースライ

ンはプロジェクト境界内の全てのカーボンプールをカバー（包含）する必要があることになっているが、プ

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

が純人為的吸収量を増加させることはないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それら

のカーボンプールを測定しないという選択ができる。ベースラインの全般的な特徴は、「AR-CDMの方法

と手続き」の第20-22節に示されている。 
 
2. When drafting a proposed new baseline methodology, project participants shall follow the following steps: 

提案される新ベースライン方法論を書く際、プロジェクト参加者は次のステップを踏まなければならない。
 
(a) Choose and justify why one of the baseline approaches listed in paragraph 22 of the CDM A/R modalities 
and procedures is considered to be the most appropriate; 

「AR-CDMの方法と手続き」の第22節に挙げられているベースラインアプローチのうちの１つを選び、な

ぜそれが最も適切と考えられるのか、理由を正当化する。 
 
(b) Elaborate a proposal for a new baseline methodology. A baseline methodology is an application of the 
selected baseline approach contained in paragraphs 22 (a) to (c) of the CDM A/R modalities and procedures to 
an individual A/R CDM project activity, reflecting aspects such as sector, technology and region. The Executive 
Board agreed that no methodology is to be excluded a priori so that project participants have the opportunity to 
propose any methodology, which they consider appropriate. The project participant shall take into account 
guidance by the Board on aspects to be covered by a methodology (please see guidance and clarifications by the 
Executive Board on the “Guidance – clarifications” web page of the UNFCCC CDM web site); 

新しいベースライン方法論を推敲する。ベースライン方法論は、「AR-CDMの方法と手続き」の第22節

(a)-(c)に挙げられている選択されるベースラインアプローチの、個々のAR-CDMプロジェクト活動への応

用であり、分野、技術、地域を反映したものである。プロジェクト参加者に対して適切と考えられるどのよ

うな方法論であっても提案する機会が与えられる、ということを理事会は合意している。プロジェクト参加

者は、方法論によってカバーされるべき見地（諸項目）について、理事会のガイダンスを考慮に入れなけ

ればならない（UNFCCC CDMウェブサイトの“guidance ‒ clarifications（ガイダンス－説明）”セクション
にある、理事会によるguidance and clarifications参照）。 

 
(c) Describe the proposed new methodology using the forms for “Proposed New Methodology for A/R: 
Baseline” (CDM-AR-NMB) and “Proposed New Methodology for A/R: Monitoring” (CDM-AR-NMM) taking 
into account guidance given by the Executive Board as well as the information provided in the CDM-PDD 
Glossary of Terms; and 
提案される新方法論を、CDM-AR-NMBとCDM-AR-NMMを使って記述する。理事会のガイダンスや
「CDM-PDD 専門用語の用語集」にある情報を考慮に入れなければならない。 
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 (d) Demonstrate the applicability of the proposed methodology, and, implicitly, that of the approach, to an A/R 
CDM project activity by providing relevant information in sections A-D of a draft CDM-AR-PDD. 

CDM-AR-PDDのsections A-D に関連情報を記述することにより、提案される方法論のAR-CDMプロジ

ェクト活動への適用性と、そのアプローチの潜在性を記述する。 
 
3. In accordance with guidance provided by the Executive Board, the proposed new baseline methodology shall 
include, inter alia, the following: 

理事会によって提供されるガイダンスに従って、提案される新ベースライン方法論には、特に次の項目

を記述しなければならない。 
 
(a) A basis for determining the baseline scenario: 

ベースラインシナリオ決定の根拠  

 

  An explanation of how the baseline scenario is chosen, taking into account paragraph 20 (e) of the A/R 
modalities and procedures; 

「AR-CDMの方法と手続き」の第20節(e) を考慮し、ベースラインシナリオがどのようにして選ばれたかを

説明する 

 
 An underlying rationale for algorithm/formulae and/or model used in the baseline methodology; 
ベースライン方法論で使用された、基礎的なアルゴリズム、公式、モデル 

 
 An explanation of how, through the methodology, it is demonstrated that a proposed A/R CDM project 

activity is additional and, therefore, not the baseline scenario (section B.4 of the CDM-AR-PDD); 
提案されるAR-CDMプロジェクトが追加的であること、そして、従ってベースラインシナリオでないことを

説明するに際して、方法論の中で、どのように説明されたのか(CDM-AR-PDDのsection B.4)。 

 

 Delineation of the project boundary (with respect to carbon pools, gases and sources included, physical 
delineation, etc.); 

プロジェクト境界の図（カーボンプール、含まれるガスとソース、物理的な境界などに関して） 

 
(b) For all formulae/algorithms and/or models, the following should be specified: 

すべての公式、アルゴリズム、モデルについては次の事項を記入する。 
 

 The variables used (e.g. species, tree density, growth rates.); 
使用した変数（樹種、植栽密度、成長速度） 

 
 The spatial resolution of data (e.g. local, regional, national, etc.); 
データの空間的解像度（地方、地域、国など） 

 
 The vintage of data (relative to project crediting period); 
データの年代（プロジェクトのクレジット期間に関して） 

 
(c) The data sources and assumptions: 

データのソースと仮定 

 

 Where the data are obtained (official statistics, expert judgement, proprietary data, IPCC GPG for LULUCF, 
commercial data and scientific literature, etc.); 

どこでデータを手に入れたのか（公式統計、専門家の判断、所有者の（土地所有者などの）データ、

IPCC GPG for LULUCF、商業データ、科学論文など） 

 
 The assumptions used; 
仮定が使われた場合； 
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 Clearly specify data requirements and sources, as well as procedures to be followed if expected data are 
unavailable. For instance, the methodology could point to a preferred data source (e.g. national statistics for the 
past 5 years), and indicate a priority order for use of additional data (e.g. using longer time series) and/or fall 
back data sources to preferred sources (e.g. private, international statistics, etc.). Use International System Units 
(SI units – refer to http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html). 
 

必要なデータと出典を明らかにする。また期待されるデータが手に入らなかった場合、その方法を記述

する。例えば、方法論では好ましいデータソースを示すことが出来る（過去５年間の国の統計等）。そして

追加データ（より長い期間のものを使用） and/or 予備データ（私的データ、国際統計等）を使用する際

の優先順位を示すことが出来る。国際システム単位(SI units, http://www.bipm.fr/enus/3_SI/si.html参

照)を使用する。 
 
4. All algorithms, formulae, models, and step-by-step procedures for applying the methodology shall be 
included in completing this form for “Proposed New Methodology: Baseline”. The completed form “shall 
provide stand-alone replicable methodologies, and avoid reference to any secondary documents. 

提案される新ベースライン方法論のフォームを完成させるに際しては、その方法論の中で適用する全て

のアルゴリズム、公式、モデル、および（思考の）段階的手順を含んでいなければならない。完成された

フォームは、単独で説明可能な方法論でなければならず、他の書類を引用することは避けなければなら

ない。 
 
5. Proposals should be written in a concise and clear manner. Important procedures and concepts should be 
supported by equations and diagrams. Non-essential information should be avoided. Information which is 
related to the application of the proposed new methodology for a proposed A/R CDM project activity may be 
footnoted for illustrative purposes. 

提案は簡潔で明解に記述する。重要な手順や概念は方程式や図で補足する。重要でない情報は記載

を避ける。提案されるAR-CDMプロジェクト活動に対する、新しい方法論の適用に関する情報は、実例と

して脚注にする（新方法論の中で、具体的プロジェクト活動をどのように適用するのかという情報は記述

せず、実例として脚注で説明する）。 
 
6. Project participants shall refrain from providing glossaries or using key terminology not used in the 
documents of the Conference of the Parties (COP) or the CDM A/R glossary and refrain from rewriting the 
instructions on the forms. 

プロジェクト参加者は、（自分で）用語集を作ること、また、COPやAR-CDMの用語集の書類で使われて

いない特殊用語の使用を避けなければならない。また、フォームに記載されている説明を書き直すこと

も避ける。 
 

 
方法論はベースラインとモニタリングの 2 つからなり、それぞれベースライン方法論ではベースラインの設

定方法と追加性の証明方法を説明し、モニタリング方法論ではモニタリング計画（方法）を説明する。 
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方法論の適用が、透明性のある保守的な方法で、どのようにベースラインが展開されるかに関する説
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SECTION A. Identification of methodology: 

方法論の特定 
 

 

 

A.1. Title of the proposed methodology: 
提案される方法論のタイトル 

 
Provide an unambiguous title for a proposed methodology. Avoid project-specific titles. The title, once 
approved, should allow project participants to get an indication of the applicability of an approved methodology.

提案される方法論には曖昧でないタイトルを付ける。プロジェクト固有のタイトルは避ける。承認されたタ

イトルは、プロジェクト参加者がその承認された方法論を適用可能であろうという示唆がえられるようなも

のでなければならない。 
 

方法論を作成する上で重要な点は、方法論とは PDD と異なり個別のプロジェクト特有のベースライン設
定やモニタリング方法を説明するのではなく、ある程度一般化されたプロジェクトタイプにおけるベースライ

ンの設定方法やモニタリング方法を説明するものであることを認識することである。例えば、方法論におい

ては「インドネシア・東カリマンタン A 村におけるベースライン植生は・・・」などの具体的記述でなく、「ホスト
国におけるベースライン植生は・・・」といった、より一般化された記述を行う。 
 

 

A.2. List of type(s) of A/R CDM project activity to which the methodology may apply: 
方法論が適用できるAR-CDMプロジェクト活動のタイプのリスト 

 
Use the list of types of project activities and of registered A/R CDM project activities by types available on the 
UNFCCC CDM web site, please specify the type(s) of project activities for which this proposed new 
methodology may be used. If no suitable type(s) of 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. 

the UNFCCC CDM web site に記載されているプロジェクト活動タイプリスト及び登録済AR-CDMプロジ

ェクト活動のタイプリストを使用し、この提案される新方法論に使われるタイプを明示する。もし適切なタ

イプが見つからない場合は、UNFCCC CDM web site の関連案内に従い、新しいタイプ名称とその定

義を提案する。 
 

この欄には、このベースライン方法論が適用されるプロジェクトのタイプ及び適用条件を明示する。プロジ

ェクトタイプとは、小規模CDMか又は１３のスコープ(森林については今後CDM理事会で追加される予定)
を意味する。例えば産業植林、アグロフォレストリーなどの植林のタイプが考えられ、適用条件とはプロジェ

クトサイトの気候区分、植生タイプ、ホスト国の政策・法規制、などが考えられる。 
 

 

A.3. Conditions under which the methodology is applicable to A/R CDM project activities: 
方法論がAR-CDMプロジェクト活動に適用できる条件 

 
Provide conditions under which the methodology is applicable to A/R CDM project activities: (e.g. national 
and regional circumstances/policies, data and resource availability, environmental conditions, past land use and 
land-use changes). Please indicate if an approved methodology exists for the same conditions of application. 

この方法論が、どのような条件下でAR-CDMプロジェクト活動に適用可能か記述する（国や地域の状

況・政策、データやその供給源の有無、環境条件、過去の土地利用と土地利用変化など）。適用条件

が同じ承認済み方法論があれば、その旨指摘する。 
 

この方法論がどのようなプロジェクトに適用可能かについて、そのプロジェクトの種類や特徴を定義づけ

る。適用可能となる場合の必要条件を列記する。 
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A.4. Carbon pools covered by the methodology: 
方法論でカバーされるカーボンプール 

 
All carbon pools within the project boundary shall be included, but project participants may choose not to 
account for one or more carbon pools if they provide transparent and verifiable information showing that the 
choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals by sinks. 

プロジェクト境界内のすべてのカーボンプールが含まれていなければならない。しかし、プロジェクト参加

者は、これらのうち１つ or ２つ以上のカーボンプールについて、それらのカーボンプールが純人為的吸

収量を増加させないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それらのカーボンプールを測

定しないという選択ができる。 
 

 

A.5. What are the potential strengths and weaknesses of this proposed new methodology? 
この提案される新方法論の潜在的な長所と短所は何か？ 

 
Please outline how the accuracy and completeness of the new methodology compares to that of approved 
methodologies, in particular with regard to approved methodologies for the same conditions of application. 
Please also list, where applicable, the possible limitations to the use of this methodology, to its applicability 
under different environmental conditions and others (e.g. sensitivity to assumptions). 

新しい方法論の正確性と完全性について、承認済方法論のものと比較して概説する。特に、同じ適用条

件を持つ承認済方法論について概説する。また、異なる環境条件やその他（仮定の感度）の下で、この

方法論を適用する場合、可能性のある制限（限界）をリストアップする。 
 

 

SECTION B. Overall summary description: 
全体の概要 

 
Provide an overview of the proposed new methodology. Provide information on how baseline net GHG 
removals by sinks are determined. Summarise the major steps for the application of the baseline methodology, 
including how, through the methodology, it can be demonstrated that a proposed A/R CDM project activity is 
additional and therefore not the baseline scenario. 
Please do not exceed one page; detailed explanation of the methodology to be provided in section 6. 

提案される新方法論の概要を記述する。どのようにベースライン純吸収量が定義されたか記述する。ベ

ースライン方法論を適用するための主な段階的な手順を、方法論を通じて、提案されるAR-CDMプロジ

ェクト活動が追加的であり、つまり、ベースラインシナリオでないということをどのように証明できるのかを

含め、要約する。 

最大1ページとし、方法論の詳細な説明は section 6 に記述する。 
 

ベースラインシナリオの設定方法や追加性の証明についても同様に、特有のプロジェクトケースについて

設定・証明を行うのではなく、一般化したプロジェクトを想定して行う。追加性の証明は、そのプロジェクトが

CDMプロジェクトでなければ起こらなかったこと（Anywayプロジェクトでないこと）を証明する。例えば、ある
特定のプロジェクトタイプでは、「プロジェクト実施の判断を投資/経済的な状況から判断するため経済分析
（IRR や NPV）を追加性の証明の基準にする」こと、プロジェクト実施のバリアの論証などが考えられる。ベ
ースラインシナリオは、透明性のある方法で説得力のある論拠、データ、エビデンスを使用して、適用可能

条件や、追加性の証明となどから導かれる合理的なシナリオを設定するような方法論を作成する。こうして

得られた情報を元に、ベースラインシナリオにおける炭素吸収を数式で表す。 
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SECTION C. Choice of and justification as to why one of the baseline approaches listed in paragraph 22 
of CDM A/R modalities and procedures is considered to be the most appropriate:  

「AR-CDMの方法と手続き」の第２２節に挙げられているベースラインアプローチのうちの１つを選択す

るが、それがなぜ最も適当と考えられるのかについての選択とその正当性 
 

 

C.1 General baseline approach for A/R CDM project activities: 
AR-CDMプロジェクト活動の一般的なベースラインアプローチ 

 
Please check a single option 

次の選択肢から１つ選ぶ。 
 
 Existing or historical, as applicable, changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary;
もし可能であるならば、現状または歴史的なプロジェクト境界内における炭素蓄積量の変化。 

 

 Changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary from a land use that represents an 
economically attractive course of action, taking into account barriers to investment; 

投資のバリア（障害）を考慮した上で、経済的に魅力のある土地利用方法からのプロジェクト境界内にお

ける炭素蓄積量の変化。 
 
 Changes in carbon stocks in the pools within the project boundary from the most likely land use at the time 

the project starts. 
プロジェクト開始時点において、最も可能性の高い土地利用方法からのプロジェクト境界内における炭

素蓄積量の変化。 
 

ベースライン方法論の選択に際し、次の３つのアプローチうち最も適切なものを１つ選択する。 
① 現状もしくは歴史的傾向による炭素蓄積量の変化：炭素蓄積量変化の傾向を見るためには土地利

用の歴史を調べるなど。 
②経済的に魅力ある土地利用：農業・牧畜 etc.と植林を比較し、その収益差によって土地利用方法は変
化したりしなかったりする。（もし植林より有利な農業用地に対して植林する場合、これが本当の CDM
資格を持つ。） 

③プロジェクト開始時に最も可能性の高い土地利用方法：経済的、社会的、生態学的、文化的な要素を

考慮し、最も可能性の高い土地利用方法を検討する。（例えば、長期間土地紛争が継続し、解決の

見込みがないため、荒地の状態が継続する、など。） 
 

 

C.2. Justification of why the baseline approach for A/ R CDM project activities chosen in C.1 above is 
considered the most appropriate: 

上記C1で選択されたAR-CDMプロジェクト活動のベースラインアプローチが最も適当と考えられる理由 
 

 

 

SECTION D. Explanation of how, by applying the baseline methodology, baselines are developed in a 
transparent and conservative manner: 

ベースライン方法論の適用によって、透明性があり且つ保守的な（控えめな）方法で、どのようにベース

ラインを展開（作成）して行くのかという説明 
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SECTION E. Explanation and justification of the proposed new baseline methodology: 
提案される新方法論の解説と正当性 

 
A proposed methodology shall include tools for demonstrating that a proposed A/R CDM project activity is 
additional (that is, different from the baseline scenario). The methodology shall therefore describe how to 
develop the baseline scenario and how the baseline methodology addresses the determination of whether 
the project is additional. In addition, the methodology shall enable the calculation of the baseline net GHG 
removals by sinks. The project participants shall ensure consistency between the baseline scenario and the 
calculation of baseline net GHG removals by sinks. 

提案される方法論には、提案されるAR-CDMプロジェクト活動が追加的であること（つまりベースラインシ

ナリオとは異なること）を立証するためのツールを記述していなければならない。従って、方法論には、ど

のようにベースラインシナリオを作成したか、またベースライン方法論はそのプロジェクトが追加的であ

るかどうかの決定をどのように扱う（処理する）か、を記述する。さらに、方法論はベースライン純吸収量

の計算を可能にしなければならない。プロジェクト参加者は、ベースラインシナリオとベースライン純吸収

量計算の一貫性を保証しなければならない。 
 

 

E.1. Explanation of how national and/or sectoral policies and circumstances could be taken into account 
by the application of the methodology: 

方法論の適用に際して、国 and/or 地区の政策や状況をどのように考慮するかの説明 
 

 

E.2. Explanation of how the methodology determines the baseline scenario (that is, how it indicates the 
scenario that reasonably represents the sum of the changes in carbon stocks in the carbon pools within 
the project boundary that would occur in the absence of the proposed A/R CDM project activity): 

この方法論でベースラインシナリオをどのように決定するのかの説明（即ち、提案されるAR-CDMプロジ

ェクト活動がなかった場合に起こり得るプロジェクト境界内のカーボンプールの炭素蓄積量の変化の合

計量を適切に表現するシナリオを、どのように示すか）。 
 
Please state the basic assumptions of the baseline methodology and describe the key analytical steps that should 
be followed in determining the baseline scenario. Describe how the methodology determines the most likely 
scenario – the baseline scenario— from among the plausible scenario alternatives. 

ベースライン方法論の基本的な仮定を明記し、ベースラインシナリオを決定するための重要な分析手順

を記述する。いくつかのもっともらしいシナリオの中から、どのように最も起こり得るシナリオ（ベースライ

ンシナリオ）を決定したのか、を記述する。 
 

この欄では、複数の想定されるシナリオから一つのベースラインシナリオを選択するに至る論理について

記述する。 
吸収源のベースライン設定は、将来の土地利用方法に伴う炭素蓄積量の変化を予測することである。こ

の予測する方法としては、経験モデルと理論モデルが考えられる。経験モデルは過去の傾向から作られ、

理論モデルはプロジェクト対象地の限定要素を科学的に熟考することにより作られる。これらのモデルを作

成するに際して考慮すべき要素は①人口、②土地利用変化の傾向、③農民（不法居住者を含む）に対す

る政策、④中央及び地方政府の植林、⑤土地所有権（利用権）紛争、などが考えられる。なお、これらに使

用するデータは公文書及び科学的根拠のあるものとすべきである。 
また、ベースラインシナリオ作成に際しての留意すべき点を下記に列挙する。 
(a)ベースライン設定で考慮すべき事項 
・薪、焼畑、移民等の人の生活に影響されるもの 
・火災、病虫害、旱魃、違法伐採、土地紛争などのリスクと不確実性を考慮する。 

(b)シンプルシナリオ 
・当該地区に植林があるか否か 
・植林地の増減傾向（僅かでも） 
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・中央、地方政府の土地利用計画 
・田舎地方の土地利用の傾向 

(c)社会経済的シナリオ 
・農業システムの傾向（焼畑を含む） 
・換金作物・木材価格の傾向 
・人口の増加率 
・土地利用変化の傾向 

 

 

E.3. Explanation of how, through the methodology, it can be demonstrated that a proposed A/R CDM 
project activity is additional and therefore not the baseline scenario (section B.3 of the CDM-AR-PDD): 

方法論を通して、提案されるAR-CDMプロジェクト活動が追加的であり、したがってベースラインシナリ

オとは異なることをどのように証明できるのか、の説明(CDM-AR-PDD のsection B.3)： 
 
Paragraph 18 of the CDM A/R modalities and procedures stipulates that an A/R CDM project activity is 
additional if the actual net GHG 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 A/R 
CDM project activity. According to paragraph 19 of the CDM A/R modalities and procedures “the baseline for a 
proposed A/R CDM project activity is the scenario that reasonably represents the sum of the changes in carbon 
stocks in the carbon pools within the project boundary that would occur in the absence of the proposed A/R 
CDM project activity”. 

「AR-CDMの方法と手続き」の第18節は、提案されるAR-CDMプロジェクト活動がなかった場合に起こり

得るプロジェクト境界内のカーボンプールの炭素蓄積量の変化の合計量と比較して、現実純吸収量が

増加するのであれば、AR-CDMプロジェクト活動は追加的である、と規定している。「AR-CDMの方法と

手続き」の第19節によれば、「提案されるAR-CDMプロジェクト活動のベースラインは、提案される

AR-CDMプロジェクト活動がなかった場合に起こり得るプロジェクト境界内のカーボンプールの炭素蓄積

量の変化の合計量を適切に表現するシナリオである。」 
 
Please refer to guidance and clarifications on baseline and monitoring methodologies in the 
Guidance/Clarifications section of the UNFCCC CDM web site. 

UNFCCC CDM web site のGuidance/Clarificationsセクションのベースライン方法論とモニタリング方法

論に関する「ガイダンスと説明」を参照すること。 

Please also include information on formulae/algorithms and/or models, if used. 

もし使用しているならば、公式、アルゴリズム and/or モデルに関する情報も含めること。 
 

この欄では、上記 E.1、E.2についてより具体的に記述する。 
内容としては、ベースラインシナリオ、プロジェクトシナリオ、ベースラインシナリオとしてプロジェクトシナリ

オが選択されない理由、ベースライン吸収量よりプロジェクト吸収量が大きくなる事の説明などを記述する。

また、ベースラインシナリオの候補となるものをリストアップし、スクリーニングにかけ一つに絞るプロセスを明

確にする必要がある。 
留意すべき点は、方法論は PDD と異なり、ある特定のプロジェクトについて追加性の証明やベースライン
の設定を行うことはなく、一般化したプロジェクトタイプにおける証明や設定の方法を説明する。 
例えば、本プロジェクトがなかった場合、「現在の土地利用方法が継続する」もしくは「歴史的な土地利用

傾向が継続する」ということを証明する。これらの証明の手段として、科学的根拠（文献）、公文書、経済分

析、法規制などを利用する。 
エネルギーセクターにおいては、CDM理事会より、追加性（BAUでないこと）を証明する手段として上記
の①～④の方法を示している。これらは吸収源プロジェクトでも利用可能であろう。以下に、例を挙げる。 
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① デシジョンツリーの使用 

 
② 潜在的なシナリオを全てピックアップ、分析し、本プロジェクト以外のシナリオが継続することを示す。例

えば、当該地域においては放牧や耕作が何十年も前から行われて来ており、同じような条件の他のとこ

ろでも同じような土地利用が行われており、農民はその土地利用方法を変えることはなく、植林は起こり

得ない。 
③ バリアとしては、低いROE、IRR及びNPVなどの財務的なもの、火災、病虫害、土地紛争、治安不安な
どのリスク、及び劣悪土壌、降水量不十分などの環境的なものを挙げる。 

④ 同じような条件下における統計的なデータ、同類プロジェクトのピックアップなどから、本案件が普通の

方法ではないことを示す。 
 

 

 

E.4. Explain and justify formulae/algorithms and/or models used to determine the baseline scenario. 
Variables, fixed parameters, values and different strata identified have to be reported (e.g. species, 
growth rates): 

ベースラインシナリオ決定に使用された公式、アルゴリズム、モデルを説明し、十分な根拠を示す。変

数、定数、値、識別された異なる層などについてレポートする。（例えば樹種、成長量など） 
 

E.5. Explain and justify formulae/algorithms and/or models used to determine the actual net GHG 
removals by sinks from the proposed A/R CDM project activity. Variables, fixed parameters, values and 
different strata identified have to be reported (e.g. fuel(s) used, fuel consumption rates): 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の現実純吸収量決定に使用された公式、アルゴリズム、モデルを

説明し、十分な根拠を示す。変数、定数、値、識別された異なる層などについてレポートする。（例えば、

使用された燃料、燃料消費率など） 
 

植林のバリアがない
（自然条件、資金、
人的資源、etc） 

植林のインセンティブあ
り 

（市況が良い、他の土 プロジェクトがない
場合植林が行われ
る可能性が低いた
め追加性がある 植林のインセンティブな

プロジェクトがなく
ても植林が行われ
る可能性が高いた
め追加性がない 

植林のインセンティブな

植林のインセンティブあ
り 

（市況が良い、他の土

植林のバリアがある
（自然条件、資金、
人的資源、etc） 

植林を推進する
国家計画等の存

在

E.6. Explain how the baseline methodology addresses any potential leakage of the proposed A/R CDM 
project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の潜在的なリーケッジについて、ベースライン方法論がどのように

扱っているのか説明する。 
 
Please note: Under A/R, leakage is defined as the increase in GHG emissions by sources which occurs outside 
the project boundary of an A/R CDM project activity under the CDM and which is measurable and attributable 
to the A/R CDM project activity. 

AR-CDMにおいては、リーケッジは、測定可能でかつAR-CDMプロジェクト活動に起因するもので、

AR-CDMプロジェクト活動の境界外においてGHGの排出を増加させるものである、と定義されている。 
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Please explain how leakage is to be estimated ex-ante and indicate in the monitoring methodology form 
(CDM-AR-NMM) how it is to be monitored ex-post. Explain if leakage will be assumed or calculated either as a 
relative amount (i.e. percentage) of the total emission reductions due to the proposed A/R CDM project activity 
or as an absolute amount of emissions. 

リーケッジが事前にどのように推定されるのかを説明し、また、モニタリング方法論フォーム

(CDM-AR-NMM)中でどのように事後モニターされるのかを説明する。もしリーケッジが推測される、or 

計算される場合、提案されるAR-CDMプロジェクト活動による排出削減総量の相対量（例えばパーセン

テージ）としてか、or 排出の絶対量としてか、のどちらであるかを説明する。 
  
Please describe algorithms, data, information and assumptions and provide the total estimate of leakage. 
Also, include formulae, algorithms and/or models to be used in section E of the CDM-AR-PDD attached. 

アルゴリズム、データ、情報、仮定について記述し、リーケッジの総量を示す。また、添付する

CDM-AR-PDDの section E で使用される公式、アルゴリズム、and/or モデルを記述する。 
 

 
① プロジェクトによって影響が出る排出に関し、測定可能なものを特定する。例えば薪使用量、農業およ

び建設用木材および違法伐採。 

② プロジェクトの活動に伴う輸送量や経済的活動は増加する。それらはエネルギー消費量の変化で測定

可能である。 

③ リーケッジは測定可能なものでなければならないが、リーケッジを分析するために考慮されるべき活動

データはある限られた行政区域とすべきと思われる。この場合、事業者はその活動データのタイプを特

定するために地方政府と相談する。また、リーケージの量をモニターするパラメータは適切なものでなけ

ればならない。例えば、考慮されるべきデータが事業によって影響を受けるもので、地方政府が記録し

ていない場合、事業者は他の適用可能なデータを見つける必要がある。 

④AR-CDM においては、リーケージの防止策を講じる必要があり、方法論においてもどのようにリーケージを

防止するかについて触れることが必要になると考えられる（住民参加や普及･啓発などをプロジェクトの

一環として行うなど）。 

 

（注）インドネシアの特殊事例とは言い切れないが、環境影響、社会経済影響とも関連し、以下の意見が出

されたので紹介する。 

(a) 特に産業植林プロジェクトの場合、木材生産の増加に伴い新たな木材市場ができることがありえ、こ

れが境界外の住民に周辺の天然林を伐採することの引き金にならないだろうか。また逆に、市場が形

成されるため境界外の住民が植林地を造ることも考えられる。 

(b) 特に大規模プロジェクトの場合、プロジェクト活動による地域経済への影響についての分析の必要

性があるかどうか。即ち、雇用の増大に伴う人の移入、経済活動の活性化などにより排出源の増加も

ありうるが、重大な影響を与えないのであればそれらについて考慮する必要はないであろう。 

(c) リーケッジを増加させる活動の例としては、ある限られた土地しかないために、人々がプロジェクト境

界外に移住し、その移住者が森林破壊を行なうことである。この対策としては、プロジェクト活動で雇用

する、もしくは他の土地を提供するなどが考えられる。インドネシアの場合、住民参加型プロジェクトが

リーケージを避ける方法の１つかもしれない。 
 

 

E.7. Explain and justify formulae/algorithms and/or models used to determine the net anthropogenic 
GHG removals by sinks from the proposed A/R CDM project activity. 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動による純人為的吸収量を決定するために使用される公式、アルゴ

リズム、モデルを説明し、十分な根拠を示す。 
 
Please report all variables, fixed parameters and values (e.g. species used, growth rates, allometric equations, 
biomass expansion factors). 

全ての変数、定数、値（例えば、使用する樹種、成長量、相対式、バイオマス拡大係数など）をレポート

する。 
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SECTION F. Data sources and assumptions: 
データソースと仮定 

F.1. Describe all parameters and assumptions (e.g. regarding biomass expansion factors and activity 
levels): 

すべての係数と仮定を記述する（例えばバイオマス拡大係数と活動レベルに関して） 
 

吸収量算定に使用する拡大係数、比重などのパラメータを明らかにし、それらのデータを使用することが

妥当であることを説明する。（GPG Annex ３A.1参照） 
 

 

F.2. List of data used and their sources: 
使用されたデータのリストとその出典 

 
Sources of data may include official statistics, expert judgement, proprietary data, IPCC GPG for LULUCF, 
commercial data and scientific literature. Please provide a precise reference and justify the appropriateness of the 
choice of such data. 

データソースは、公式統計、専門家の判断、proprietary data（専有のデータ？）、IPCCのグッドプラクティ

スガイダンス（IPCC GPG for LULUCF）、商業的データ、科学論文などである。正確な出典を記述し、デー

タ選択の適切性について十分な根拠を示す。 
 

 

F.3. Vintage of data (e.g. relative to starting date of the proposed A/R CDM project activity): 
データの年代（例えばAR-CDMプロジェクト活動の開始日と関連して） 

 

 

F.4. Spatial resolution of data (e.g. local, regional, national): 
データの空間的解像度（例えば地区、地域、国レベル） 

 

 

SECTION G. Assessment of uncertainties: 
不確実性の評価 

 
Please provide description of tools for assessing uncertainties (e.g. sensitivity analysis). Please also highlight 
any factors and assumptions that would have a significant impact on the baseline and/or the calculation of the 
baseline net GHG removals by sinks and how uncertainties are addressed. 

不確実性を評価するツールを記述する（例えば感受性分析）。ベースライン and/or ベースライン純吸

収量に重大な影響を与え得る要因や仮定を強調し、不確実性についてどのように取り扱ったかを示す。
 

 
---- 
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C. Specific guidelines for completing the proposed new methodology: monitoring (CDM-ARNMM) 
提案される新モニタリング方法論（CDM-AR-NMM）を完成させるための具体的なガイドライン 

 
 

General instructions: 
全般的な指示： 

 
1. Monitoring of an A/R CDM project activity refers to the collection and archiving of all relevant data 
necessary for determining the baseline net GHG removals by sinks, measuring actual net GHG removals by 
sinks within the project boundary of an A/R CDM project activity and leakage, as applicable. 

AR-CDMプロジェクト活動のモニタリングは、ベースライン純吸収量を決定するために、またプロジェクト

境界内の現実純吸収量とリーケッジを測定するために、必要となるすべての関連データの収集と保管に

関連する。 
 
2. When drafting a proposed new monitoring methodology, project participants shall: 

提案される新モニタリング方法論を書く際、プロジェクト参加者は次の点に留意する。 
 
(a) Describe the proposed new methodology using the forms for “Proposed New Methodology for A/R: 
Baseline” (CDM-AR-NMB) and “Proposed New Methodology: Monitoring for A/R” (CDM-AR-NMM) taking 
into account guidance given by the Executive Board as well as the information provided in the CDM-PDD 
Glossary of Terms; 

提案される新方法論をCDM-AR-NMBフォームとCDM-AR-NMMフォームを使って記述する。理事会の

ガイダンスやCDM-PDD Glossary of Terms（CDM-PDD 専門用語の用語集）にある情報を参考にする。
 
(b) Demonstrate the applicability of the proposed monitoring methodology to an A/R CDM project activity by 
providing relevant information in sections A-E of a draft CDM-ARPDD. 

CDM-AR-PDDのsections A-Eに関連情報を記述することにより、提案されるモニタリング方法論の

AR-CDMプロジェクト活動への適用性を記述する。 
 
3. The monitoring methodology needs to provide detailed information on how to establish the monitoring plan 
related to the collection and archiving of all relevant data needed to: 
- Estimate or measure actual net GHG removals by sinks occurring within the project boundary, 
- Determine the baseline net GHG removals by sinks, and 
- Identify all potential sources of and estimate leakage for A/R CDM project activities; 

モニタリング方法論では、以下に挙げる、必要なすべての関連データの収集と保管に関し、どのようにモ

ニタリング計画を作成するかについて詳細な情報を提供しなければならない。 

・プロジェクト境界内の現実純吸収量の推定や測定、 

・ベースライン純吸収量の決定、及び 

・AR-CDMプロジェクト活動のリーケッジについて、すべての潜在的なソースの特定と（それらの）推測値
 
4. The monitoring methodology should reflect good monitoring practice appropriate to the type of A/R CDM 
project activity. 

モニタリング方法論はAR-CDMプロジェクト活動のタイプに適した良好なモニタリング実施（good 

monitoring practice）を反映していなければならない。 
 
5. All algorithms, formulae and/or models, and step-by-step procedures for applying the methodology shall be 
included in completing this form. The completed form shall provide independent replicable methodologies, and 
avoid reference to any secondary documents. 
 

このフォームを完成させるに際しては、その方法論のなかで適用する全てのアルゴリズム、公式、モデ

ル、および（思考の）段階的手順を含んでいなければならない。完成されたフォームは、単独で説明可能

な方法論でなければならず、他の書類を引用することは避けなければならない。 
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6. Proposals should be written in a concise and clear manner. Important procedures and concepts should be 
supported by equations and/or diagrams as appropriate. Non-essential information should be avoided. The 
completed form shall not contain information which is related to the application of the proposed new 
methodology to any specific proposed project activity. 

提案は簡潔で明解に記述する。重要な手順や概念は方程式や図で補足する。重要でない情報は記載

を避ける。完成されたフォームには、具体的なプロジェクト活動に対する、新しい方法論への適用に関す

る情報を含んではならない（新方法論のフォームには、具体的プロジェクト活動をどのように適用するの

かという情報は記述してはならない）。 
 
7. Project participants shall refrain from providing glossaries or using key terminology not used in the 
documents of the Conference of the Parties (COP) or the CDM A/R glossary and from rewriting the instruction 
on the form “Proposed New Methodology for A/R: Monitoring”. 

プロジェクト参加者は、（自分で）用語集を作ること、また、COPやAR-CDMの用語集の書類で使われて

いない特殊用語の使用を避けなければならない。また、CDM-AR-NMMのフォームの説明を書き直す事

も避ける。 
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SECTION A. Identification of methodology: 
方法論の特定 

 

A.1. Title of the proposed methodology: 
提案される方法論のタイトル 

Provide an unambiguous title for a proposed methodology. Avoid project-specific titles. The title, once 
approved, should allow project participants to get an indication of the applicability of an approved methodology.

提案される方法論には曖昧でないタイトルを付ける。プロジェクト固有のタイトルは避ける。承認されたタ

イトルは、プロジェクト参加者がその承認された方法論を適用可能であろうという示唆が得られるもので

なければならない。 
 
 

 
A.2. List of type(s) of A/R CDM project activity to which the methodology may apply: 

方法論が適用できるAR-CDMプロジェクト活動のタイプのリスト 
Using the list of types of A/R project activities and of registered A/R CDM project activities by category 
available on the UNFCCC CDM web site, please specify the type(s) of A/R project activities for which this 
proposed new methodology can be used. If no suitable type(s) can be identified, please suggest (a) new type(s), 
descriptor and its definition, being guided by relevant information on the UNFCCC CDM web site. 

UNFCCC CDM web site に記載されているプロジェクト活動タイプリスト及び登録済AR-CDMプロジェクト

活動のタイプリストを使用し、この提案される新方法論に使われるタイプを明示する。もし適切なタイプが

見つからない場合は、UNFCCC CDM web site の関連案内に従い、新しいタイプ名称とその定義を提案

する。 
 

 

 

A.3. Conditions under which the methodology is applicable to A/R CDM project activities: 
方法論がAR-CDMプロジェクト活動に適用できる条件 

Provide conditions under which the methodology is applicable to A/R CDM project activities (e.g. national and 
regional circumstances/policies, data and resource availability, environmental conditions, purpose of the activity 
and practices). Please indicate if an approved methodology exists for the same conditions of application. 

この方法論が、どのような条件下でAR-CDMプロジェクト活動に適用可能か記述する（国や地域の状

況・政策、データやその供給源の有無、環境条件、活動と実施の目的など）。適用条件が同じ承認済み

方法論があれば、その旨指摘する。 
 

 

A.4 Carbon pools covered by the methodology: 
方法論でカバーされるカーボンプール 

All carbon pools within the project boundary shall be included, but project participants may choose not to 
account for one or more carbon pools if they provide transparent and verifiable information indicating that the 
choice will not increase the expected net anthropogenic GHG removals by sinks. 

プロジェクト境界内のすべてのカーボンプールが含まれていなければならない。しかし、プロジェクト参加

者は、これらのうち１つ or ２つ以上のカーボンプールについて、それらのカーボンプールが純人為的吸

収量を増加させないということを、透明性のある方法で立証できるならば、それらのカーボンプールを測

定しないという選択ができる。 
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A.5. What are the potential strengths and weaknesses of this proposed new methodology? 
この提案される新方法論の潜在的な長所と短所は何か 

Please outline how the accuracy and completeness of the new methodology compares to that of approved 
methodologies, in particular with regard to approved methodologies for the same conditions of application. 
Please also list, where applicable, the possible limitations to the use of this methodology, to its applicability 
under different environmental conditions and others (e.g. sensitivity to assumptions). 
 

新しい方法論の正確性と完全性について、承認済方法論のものと比較して概説する。特に、同じ適用条

件を持つ承認済方法論について概説する。また、異なる環境条件やその他（仮定の感度）の下で、この

方法論を適用する場合、可能性のある制限（限界）をリストアップする。 
 

 

SECTION B. Proposed new monitoring methodology: 
提案される新モニタリング方法論 

Please provide a detailed description of the monitoring plan, including the identification of data and its quality 
with regard to accuracy, comparability, completeness and validity. 

データの証明、及び正確性、比較性、完成度、有効性に関する特質を含め、モニタリング計画の詳細を

記述する。 
Please describe the data and information that will be collected in order to monitor the actual net 
GHG removals by sinks achieved by the project and, if applicable, the baseline net GHG 
removals by sinks. 

プロジェクトによって達成される現実純吸収量、及び可能であればベースライン純吸収量をモニターする

ために収集されるデータと情報を記述する。 
 

① 吸収・排出を測定する方法は林業における通常の方法または、Good Practice Gguidance 4.3.3の方法
をとる。 

② モニタリング計画は全クレジット期間について作成しなければならない。最初のモニタリング時期は事

業者により決定される。そしてその後は５年毎（検証時期に合わせて）モニタリングを行う。事業者はプ

ロジェクトで得られたデータを記録する。 
③ モニタリング方法検討に際しての提案 

（a）サンプルプロット 
（b）代表地の選定 
（c）コントロールプロット 

④ モニタリング計画設計に際しての提案 
（a）プロジェクトエリアの階層分け 
（b）カーボンプールと CO2以外のガスの分離 
（c）サンプリング体制（構成）デザイン 
（d）品質保持、品質管理計画 

 

 

B.1. Overall summary description of the methodology: 
方法論の概要の記述 

 
Provide an overview of the proposed new methodology. Please outline the main points and give 
a reference to a detailed description of the monitoring methodology. Please do not exceed one 
page; detailed explanation of the methodology to be provided in section 6. 

提案される新方法論の概要を記述する。主要点を概説し、またモニタリング方法論の詳細記述に関する

参考文献を挙げる。１ページを超えてはならず、詳細説明は section 6 に記述する。 
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① プロジェクト活動バウンダリー内の 5つのカーボンプール（地上部バイオマス、地下部バイオマス、落葉、
枯損木、土壌炭素）の測定対象と方法を記入する。また、カーボンプールの変化量測定に際しては、

その正確性とコストを考慮する。即ち、下記２．６で述べる「測定しないカーボンプール」も考慮する。 

B.2. Monitoring of the baseline net GHG removals by sinks and the actual net GHG removals by sinks: 
ベースライン純吸収量と現実純吸収量のモニタリング 

② モニタリング方法は正確性、精密性、エラー、不確実性をつかむために十分なものでなければならな

い。 
 

 

B.2.1. Actual net GHG removals by sinks data: 
現実純吸収量のデータ 

 

 

B.2.1.1. Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in carbon stock in 
the carbon pools within the project boundary from the proposed A/R CDM project activity, and 
how this data will be archived: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の境界内のカーボンプールのカーボンストックの検証可能な変化

量をモニターするために収集 or 利用されるデータ、及びこのデータをどのように保管するか： 
 
Monitored data shall be archived 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. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

 

B.2.1.2. Data to be collected or used in order to monitor the GHG emissions by the sources, 
measured in units of CO2 equivalent, that are increased as a result of the implementation of the 
proposed A/R CDM project activity within the project boundary, and how this data will be 
archived: 

プロジェクト境界内において、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の実施の結果として増大する排出量

（CO2換算単位）をモニターするために収集 or 使用されるデータ、及びそのデータの保管方法 
 
Monitored data shall be archived 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. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

 

B.2.2. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the actual net 
GHG removals by sinks: 

現実純吸収量の推測をモニターするために使用される公式 and/or モデルについての記述 
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B.2.2.1. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the verifiable 
changes in carbon stock in the carbon pools within the project boundary (for each carbon pool in 
units of CO2 equivalent): 

プロジェクト境界内のカーボンプールのカーボン蓄積量の検証可能な変化量の推測をモニターするため

に使用される公式 and/or モデルについての記述（各カーボンプールはCO2換算単位）。 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
 

 

B.2.2.2. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the GHG 
emissions by the sources, measured in units of CO2 equivalent, that are increased as a result of the 
implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary (for each 
source and gas, in units of CO2 equivalent): 

プロジェクト境界内において、提案されるAR-CDMプロジェクト活動の実施の結果として増大する排出量

（CO2換算値）の推測のためにモニターに使用される公式 and/or モデルについての記述（各排出源と

ガスはCO2換算単位）。 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
 

 

B.2.3. As appropriate, relevant data necessary for determining the baseline net GHG removals by 
sinks and how such data will be collected and archived: 

ベースライン純吸収量の決定に必要とされた適切な関連データについて、またそのデータがどのように

収集され、保管されているのかについて： 
 
Monitored data shall be archived 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. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

 

B.2.4. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the baseline net 
GHG removals by sinks (for each carbon pool, in units of CO2 equivalent): 

ベースライン純吸収量の推測をモニターするために使用される公式 and/or モデルについての記述

（各カーボンプールはCO2換算単位）。 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
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B.3. Treatment of leakage in the monitoring plan: 
モニタリング計画におけるリーケージの取り扱い： 

 
Please indicate if leakage will be directly or indirectly monitored. If leakage is not monitored 
during the implementation of the proposed A/R CDM project activity, please explain why. 

リーケージが直接 or 間接にモニターされるのであれば、その旨記述する。もし、提案されるAR-CDMプ

ロジェクト活動の実施期間中、リーケージがモニターされないのであれば、なぜ（モニターされないのか）

を説明しなさい。 
 
 

Good Practice Guidance 4.3.2.3のBox 4.3.1および4.3.3.6参照 
・薪の使用料 
・家畜の量 
・バウンダリー外の道路建設による燃料使用量 
・バウンダリー外の輸送による燃料使用量 
 

B.3.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor 
leakage of the proposed A/R CDM project activity: 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動のリーケージについて、もし可能であれば、それをモニターするた

めに収集されるデータと情報について記述する。 
 
Monitored data shall be archived 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. 

モニターされたデータは、最後のクレジット発生期間の終了後２年間は保持されていなければならない。

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 

 

 

 

B.3.2. Description of formulae and/or models used to estimate leakage (for each GHG, source, carbon 
pool, in units of CO2 equivalent): 

リーケージを推測するために使用される公式 and/or モデルの記述（各GHG、排出源、カーボンプール

はCO2換算単位）： 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
 

 

B.4. Description of formulae and/or models used to estimate net anthropogenic GHG removals by sinks 
for the proposed A/R CDM project activity (for each GHG, carbon pool, in units of CO2 equivalent): 

提案されるAR-CDMプロジェクト活動の人為的純吸収量を推測するために使用される公式 and/or モ

デルの記述（各GHG、カーボンプールはCO2換算単位） 
 
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の記述の中で概説した公式 and/or モデルと矛盾があっ

てはならない。 
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B.5. Default values used in elaborating the new methodology: 
新方法論を推敲するに際して使用された設定値： 

 
Please list all the values used in the calculation of net anthropogenic GHG by sinks which are not 
measured or calculated (e.g. default biomass expansion factors or growth rates). 

測定 or 計算を実施することなく、人為的純吸収量の計算に使用される全ての数値のリストを挙げる。

（例えば、バイオマス拡大係数 or 成長率の設定値） 
 

 

B.6. Please indicate how quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are applied to the 
monitoring process: 

モニタリングの過程において、どのようにQCとQAを適用するのかを示す。 
 
Refer to data items in tables contained in sections B.2 and B.3, as applicable. 
Header of tables and titles of columns shall not be modified and columns shall not be deleted. 
Rows can be added, as needed. 

可能であれば、セクション B.2 及び B.3 に含まれる表のデータ項目を参照する。 

表題と欄の名称は修正してはならず、欄は削除してはならない。列については必要に応じ下方に追加し

ても良い。 
 

B.7. Has the methodology been applied successfully for other purposes and, if so, in which circumstances?
この方法論が他の目的のためにうまく適用されたことがあるか、もしそうであれば、どのような環境の下

でか？ 
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2-1-2 ベトナムにおける AR-CDMの受入体制 

（社）海外産業植林センター 

 
 
2004 年度ベトナムにおける CDM 技術指針調査では、２回（11 月、２月）に渡り、ハノイ、
Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD)にて会議を行った。 
 
 
１．面談者 
Department of Forestry, Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) 

Mr. Bui Chinh Nghia, Deputy Chief, Administrative Division of Forest Basic 
Inventory 

 
Research Center for Forest Ecology and Environment (RCFEE), Forest Science 
Institute of Vietnam (FSIV) 

Dr. Ngo Dinh Que, Director 
Mr. Le Quoc Huy Deputy Director 
Mr. Vu Tan Phuong, Vice Director 
Mr. Nguyen Duc Minh, Researcher, Chief of Land Use and Environment 

Division 
 
 
２．調査・会議の概要 

11月の会議は、AR-CDM の担当候補者と面談を行ったが、担当者の CDM に関する情報
が乏しかったこともあり、ベトナムでの AR-CDMプロジェクトを行うためにはどのような物が必要
かについて検討を行った。 
このため、2 月の会議は事前に当センターで準備した質問状にベトナム側の意見を記入し

てもらい、その内容に関して質問と討議という形式で行った。 
 
 
３．調査結果 

（１）ベトナムの AR-CDM プロジェクトへの体制 
 
DNA は Ministry of Natural Resources and Environment, International Cooperation 
Department が担当しており、CDM の National Working Group は Ministry of Natural 
Resources and Environmentの下に設置され、関係省庁からのメンバーで構成されている。 
 
森林に関するプロジェクトは通常 Ministry of Agriculture and Rural Development 

(MARD)が行っている。このため AR-CDM の working group は MARD の下部組織
Department of Forestryの Director Generalの指揮下に設置される予定とのことである。 
現在は、非公式なグループとして、上記の本会議参加メンバーが活動している。尚、将来

AR-CDMの working groupが発足した場合、上述の会議参加者等によって構成されるものと
考える。 
 
現時点では、すべての CDM プロジェクトは Ministry of Agriculture and Rural 

Development (MARD)を通すことになっており、森林分野であれば、MARD の Department 
of Forestryに紹介されることになるだろう。実際に、現在ベトナム、Fue近郊で AR-CDMプロ
ジェクトを計画しているオランダの SNV (Netherlands Development Organization)や、世界
銀行のプロジェクトは、Ministry of Natural Resources and Environmentを通じて、MARDの
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Department of Forestryに紹介されているとのことである。現在の所、AR-CDMプロジェクトの
申請手続きは整備途上であるが、会議参加者の意見によれば A/R CDM working groupが発
足すれば森林関係の CDM プロジェクトの窓口は MARD になるものと思われる。他方、下記の
機関も AR-CDMプロジェクトの相談窓口となる可能性がある。 
 

 1. Ministry of Natural Resources and Environment 
 2. Ministry of Agriculture and Rural Development 
  - International Cooperation Department 
  - Department of Forestry 
  - Research Centre for Forset Ecology and Environment (RCFEE) 
 3. Vietnam Forest Science and Technology Association (VIFA) 
 4. IUCN Vietnam 

 
VIFA はハノイにある政府関連の団体、IUCN Vietnam は環境保護派の NGO 団体である。
RCFEE と VIFAはMARDから連絡を取ることが可能である。もう一つ付け加えるのであれば、
上述のオランダの機関、SNV があるだろう。なお、ベトナムの林業大学は AR-CDM 関連の活
動は特に行っていないとのことである。 
 
（２）データ 

AR-CDM プロジェクトを始めるにあたって、必要になりそうな基礎的なデータについては、下

記のような返答を得た。 
 

Data Available? If yes, where? 

Reliable map Yes Covering whole country, FIPI 

Aerial photograph Yes Covering some parts of the country, FIPI 

Satellite image Yes Covering whole country, FIPI 

Official documents Yes Covering whole country, FIPI 

FIPI: Forest Inventory and Planning Institute of Ministry of Agriculture & Rural Development 
 
また、バイオマス関連のデータに関しては、下記のような返答を得た。 
 

 

Data Available If yes, where? 

Baseline biomass  Yes Hoa Binh, Thanh Hoa & some central provinces 

Growth & biomass Yes Major parts of the country and about 14 species 

Soil carbon Yes Available to most of the areas  

Forest fire Yes Available to whole country, escpecially in recent years. 

上記の他に JOFCA のベースライン調査により、ベースラインのバイオマス情報が存在する。こ
の調査は IPCCの方法に従って行った。 
Baseline Biomass dataの”some central provinces”とは、ザーライ、ダックラック、ダックノムのこと
である。ここの現在の植生は bushまたは grasslandであるとのことで、それは shifting cultivation
の影響によるものらしい。 
Growth & biomass dataの”14 species”とは、データブックに載っている樹種である。このデータ
ブックは”Bieu Dieu Tra Kinh Doanh Rung Trong Cua 14 Lai Cay Chu Yeu”というベトナム語の
本であり、主な植林樹種の材積表などのデータが収録されている。また、郷土樹種に関しては、
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JICAの支援で作られた”Use of indigenous tree species in Reforestation in Vietnam”が参考に
なるかもしれない。 
Growth & biomass data と Soil Carbon dataについては、英語で出版されているものはほとんど
ないが、ベトナム語の出版・公表されたものはあるとの報告であった。尚、当センターでも過去

何回か、ベトナムの土壌炭素とバイオマスの調査は実施している（経年変化のデータはな

い）。 
 
（３）環境影響・社会影響調査 

ベトナムでは現在のところ、AR-CDM プロジェクトのための EIA の規則は存在しないが、一
般的には、すべてのプロジェクトは実施の前に EIA レポートを提出する必要がある。 
主に MARD や大学の専門家が、環境影響調査、社会影響調査を行っている。また、他の機
関（企業・団体他）も独自に調査を行うわけではなく、FSIV, RCFEE, 林業大学などに所属する
専門家に調査を依頼するとのことである。 
 
（４）現在のベトナムにおける植林の動向 

ベトナムの植林の動向に関しては、数年に１度国家レベルでの発表資料がある。MARD で
は、内部資料として、省レベル、地区レベルなど詳細な植林状況の情報がある。どの地区の情

報が知りたいのかを伝えれば、調べる事は可能である。 
 
ベトナムの産業植林の状況は、本年度の対象国をベトナムと決定した時と、調査を行った時

では大きく変化していた。当初は、現在日本企業が産業植林を行っている周辺のアクセスの

不便な場所をプロジェクト対象地とすれば、ＣＤＭプロジェクトの実施が可能であろうと予測し

ていた。しかしながら、最近では、中国・韓国などがベトナムでの産業植林を検討していること、

それに伴う将来のチップ需要の増加を見込んで、現地企業がチップ工場を建設していること

などの影響を強く受け、植林ブームが起こっている。従って、現在では、港から非常に遠い場

所やせき悪地のみが産業植林のＣＤＭプロジェクト対象地であるという状況にあると考えられ

る。 
 
ベトナムにおける Additionality に関する問題は、会議出席者も認識し、産業植林による

CDM は難しいと感じていた。会議出席者の間では、長伐期の植林や、早成樹と長伐期の樹

種を合わせた植林を CDM にしたいというアイディアがあった。A/R CDM を通じて、今まで実
現しなかった植林方法を行うというのは、１つの方法のようにも思える。 
また、中部高地の環境植林、または住民の収入のための植林（shifting cultivation 防止など）
も A/R CDM対象地であるだろうとのことであった。 
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Jan. 14.2005 
Questionnaire on AR/CDM in Vietnam 

 
Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood (JOPP) 

 
Dear partners, 
We appreciate your attendance to our meeting in November 2004.  We believe that it was a 
fruitful meeting for both of you and us.  Based on the discussion we had at the meeting, we’d 
like you to answer our questions and provide information related to AR/CDM in Vietnam.  
Please prepare the answer by the next meeting planning in February 2005.  We thank you for 
your kind cooperation. 
 
 
The present situation for accepting AR/CDM projects 
Were the national or governmental organizations related to AR/CDM already set up?   

 
Answer: Yes  No  No idea 

 
 
If yes, is there a figure which explains the structure of the organizations?  
 

The National Working Group on CDM was found and directly managed by Ministry of 
Natural Resources and Environment with the participation from line Ministries. Besides, A 
Working Group on A/R CDM is also set up within the Ministry of Agriculture and Rural 
Development decided by Director General of Forestry Department. Now on the way to renew 
and deciding by Minister. 
 

Which organization do we have to contact first when we start an AR/CDM project in Vietnam?  
 
 Department of Forestry is a competent organization to deal with AR/CDM within forestry 
 sector. 
 
 
Are there any reliable organizations (government and/or private) to ask suggestions when we 
want to start an AR/CDM project? 

 
Answer: Yes  No  No idea 
 
Detail: 1. Ministry of Natural Resources and Environment 
 2. Ministry of Agriculture and Rural Development 
 - International Cooperation Department 
 - Department of Forestry 
 - Research Centre for Forset Ecology and Environment (RCFEE) 
 3. Vietnam Forest Science and Technology Association (VIFA) 
 4. IUCN Vietnam 

 
The present situation of the plantations in Vietnam 
We heard that there are many offers of establishing industrial and environmental plantations 
from overseas companies and governments to Vietnam.  And we imagine that it is very 
difficult to establish an AR-CDM project with industrial plantations in this situation because we 
can hardly explain that the project is “additional”.   
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Are there any data which show the recent change of the plantation (industrial and 
environmental) area in Vietnam? 

 
Answer: Yes  No  No idea 
 
Detail:  
 The data on forest resources is normally promulgated every 5 year. But we have a 

forest resourses management programme, every year declair the forest statistically. We have to 
note that the statistical data not refer to the industrial plantation, i.e. pupl wood plantation, 
therefore we do not have data on this. However we will keep looking and update during our 
meeting in Febbruary.  

  
Is the information on the industrial plantations in Vietnam available? (Who or which company? 
Where? How many hectares? The purpose? Which species? etc.) 

 
Answer: Yes  No  No idea 

Detail:  
Industrial plantations is considered 2 types of forests which comprise plantation for puldwood 
and plantation for timber. 
The plantation for pulp is set up with some fast growing species i.e. Acacia, Eucalypt, 
Bamboo. 

The other for timber is mainly planted with native species  
 
This information above may possibly be a help to explain the “additionality” of the projects in 
Vietnam.  
 
The data 
We’d like to know where (from whom) we can generally find the following data listed below 
(ministries, organizations, institutes, universities etc.): 
- The data which prove that “the project area was not a forest area before 1989”.   

+ Reliable map at that time 
+ Aerial photograph at that time 
+ Satellite image at that time 
+ Official documents related to the land use 

 
Answer: 
Data Available? If yes, where? 

Reliable map Yes     No     No idea Covering whole country, FIPI*

Aerial photograph Yes     No     No idea Covering some parts of the country, FIPI 

Satellite image Yes     No     No idea Covering whole country, FIPI 

Official documents Yes     No     No idea Covering whole country, FIPI 

- Date necessary for determining the baseline scenario and project scenario 
 + Baseline data such as grassland biomass, degraded land biomass etc. 

+ Growth and/or biomass data of the planted tree species such as Acacia, Eucalyptus 
and other local tree species 
+ Data of soil carbon in plantations and grasslands 
+ Frequency of forest fire 
 

                                                      
* FIPI: Forest Inventory and Planning Institute of Ministry of Agriculture & Rural Development 
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- We have the data of biomass of baseline (grassland and bush) in Hoa Binh and Thanh Hoa 
province from JOFCA working with FSIC and RCFEE.  Please tell us if you have other data. 
- JOFCA also informed us that there were soil carbon data measured in Vinh Phuc, Yen Bai and 
Thanh Hoa province.  Please tell us if you have other data. 
 
Answer: 
Data Available If yes, where? 

Baseline biomass  Yes     No     No idea Hoa Binh, Thanh Hoa & some central 

provinces 

Growth & biomass Yes     No     No idea Major parts of the country and about 14 

species 

Soil carbon Yes     No     No idea Available to most of the areas  

Forest fire Yes     No     No idea Available to whole country, escpecially in 

recent years. 

 
 
Environmental impact assessment and Socio economic impact assessment 
It is determined that the environmental and socio economic impact of the CDM project should 
be assessed according to the host country’s regulation.   
 
Are there some regulation related to these impact assessments in Vietnam?   

 
Answer:  Yes  No  No idea 

 
 
If yes, what should be assessed according to the regulation?  Or, who are the experts of the 
environmental impact assessment and socio economic assessment in Vietnam? 
 

In Vietnam there is no single regulation for EIA for CDM projects, but it is regulated that any 
 kind of project needs EIA report before getting started. There is now a number of regulations 
 and circulars guiding EIA when setting up a new project. Depending on the EIA, the experts 
 mainly come from research institutions/organization and universities. 
 
It is suggested that the CDM projects should consider both Environmental Impact Assessment 

 and Socio-economic Assessment. 
 
Are there some organizations who can organize these impact assessments in Vietnam? (institutes, 
university, consultants in private sector etc.)  And is it possible that MARD introduce such 
organization to us? 

 
Answer:  Yes  No  No idea 
Detail:  
As mentioned above, the EIA is normally carried out by independent organizations/Agencies. 

 Therefore depending on situation and the project, the EIA will be set up. Within the forestry 
 sector, the FSIV, RCFEE, Forestry University and some institutions under Ministry of 
Agriculture and Rural Development deal with such activities. 
 
We had information that that following three consultants possibly organize those assessments; 
1. VIDANECO (Vietnam-Denmark Environmental Technology Joiny Venture Company) 
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2. ENTEC (Environmental Technology Center) 
3. Da Nang Technology Environmental Center, People Committee of Da Nang City 
Do you know other consultants? 
 
We did not know these organizations you mentioned as we have so far not had any cooperation. 
 
Possibility of AR/CDM project in Vietnam 
As written in the second paragraph, it seems very difficult for us to set up an AR/CDM project 
in Vietnam because of the issue related to the “additionality”.  Especially, the industrial 
plantation of the first growing species for pulpwood may be impossible as there are large 
demand for the expansion of the plantation area and farmers also stated to plant by themselves.  
What is your opinion?  Are there some places which are suitable for the AR/CDM project for 
industrial plantations in Vietnam? (such as in high land or mountainous area and using local tree 
species etc.)  Or do you think that only the environmental plantation would be possible for the 
AR/CDM in Vietnam? 

 
Your opinion:  

We do agree with your concerns because according the regulation of CDM project, 
additionality is one of criteria for CDM. In Vietnam industrial plantations (mainly plantation 
for pulp wood) are owned by paper companies and privates. So this plantation is difficult to 
focus on. However, we also use Acacia for regreenning bare land, so this may be acceptable.  
There are 3 types of forests in Vietnam: Protection, Special use and Production forests. 
Protection forests can be considered the environmental forests. Now, we have a new 
consideration, its seem that, the foerst is always protect environment, and we try to make the 
production forests combiling and balancing the “Production and envinronment”. The forest 
production plantation could be set up by combination of fast growing and native species. 
We think that mountainous areas should be the suitable areas for A/RCDM as pressure on land 
use is not so high. However, it is depent on the reality to decide which type of forest for A/R 
CDM.  

  
 
Does the government have some ideas of the projects for the AR/CDM projects? 

 
Answer:  Yes  No  No idea 
Detail:  

  The Vietnamese government has ratified Kyoto Protocol in 2002 that reveals 
the concern and  support of the country in this issue. The Ministry of Natural Resources and 
Environment as  well as Ministry of Agriculture and Rural Development have formed a 
Working Group on  CDM with involvement of lines ministries and institutions. Some 
basic research related to   A/R CDM are proposed by Department of Forestry and research 
institutions and being implemented. Beside the finacing mechanism for CDM is also initiated 
and discussed. However this a starting action in Vietnam in relation with CDM. 
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2-2 A/R CDM に関する動向 

パシフィックコンサルタント株式会社 

2-2-1 AR ワーキンググループの概要 

ARワーキンググループの設置は、第 14回 CDM理事会（2004年 6月 12~14日）におい

て正式に決定し、ARワーキンググループの作業内容、作業方法、メンバーシップ等を定め

た委託事項（Terms of Reference：TOR）を決定した。（詳細は以下のサイトよりダウンロー

ド可能） 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/014/eb14repan08.pdf

AR ワーキンググループは、A/R CDM の運用ルール、実施体制等の早急な整備を目的と

して、CDM理事会の下部組織として設立されたものである（下図参照）。2005年 3月現在

のワーキンググループメンバーは以下の 6名（議長は第 19回 CDM理事会において選出予

定）から構成される。また、任期満了により議長が退任したため、議長を選考中であるこ

とから、現在はMartin Enderlin副議長が議長を兼任している。 
 
AR ワーキンググループ メンバー

未定 議長 

Mr. Martin Enderlin  副議長

Mr. Paul Victor Desanker メンバー

Mr. Shailendra Kumar Singh メンバー

Mr. Walter Oyhantcabal メンバー

Mr. Wojciech Seweryn Galinski メンバー

Mr. Michael Dutschke  メンバー

 

 
COP/MOP 

 

CDM理事会

CDM 

認定パネル 

CDM 

認定チ 

メソドロジー 

パネル 

小規模 CDM 

パネル 

A/R CDM 

ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ 

図 1 CDM 理事会組織図 
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 A/R CDMのこれまでの活動状況 

① 第 1回 AR ワーキンググループ 
 

AR ワーキンググループの検討概要 

開催期間： 2004 年 7 月 11～12 日 

内容： 

1）A/R CDM プロジェクト活動に関するプロジェクト設計書及び方法論フォーム 

AR ワーキンググループは、プロジェクトを実施する上で必要となる新方法論を提出す

るための方法論のフォーム及び PDD のフォームが確定していなかったため、排出源

CDM と同様にこれらの書式の整備を検討し、以下の 3 つの A/R CDM プロジェクト専用

のフォームが合意された。また、並行してこれらのフォームを記述するためのガイドライン

の検討を行い、これについても合意した。 

 

○ CDM-AR-PDD （A/R CDM の PDD フォーマット） 

○ CDM-AR-NMB (ベースライン方法論のフォーマット) 

○ CDM-AR-NMM (モニタリング方法論のフォーマット) 

○ Guidelines for completing the CDM-AR-PDD, the CDM-AR-NMB and the 

CDM-AR-NMM （CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMB、CDM-AR-NMM を記入するた

めのガイドライン） 

2)専門家登録簿 

AR ワーキンググループは、A/R CDM プロジェクト活動に関する専門家の登録簿を設

置する必要性があるとし、第 15 回 CDM 理事会（2004 年 9 月 1～3 日）において専門家

の募集を開始することを提案するとした。 

 

② 第 2回 AR ワーキンググループ 
 

AR ワーキンググループの検討概要 

開催期間： 2004 年 9 月 5 日 

内容： 

○ F-CDM-AR-NM (提案された新方法論フォーム) 

○ F-CDM-AR-NMar (提案された新方法論に関して、CDM 理事会に対し AR ワーキン

ググループが勧告を行うフォーム) 

○ F-CDM-AR-NMex (提案された新方法論に関する専門家のフォーム) 

○ F-CDM-AR-NMpu (提案された新方法論に関するパブリックコメントフォーム) 
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2)専門家登録簿 

ARワーキンググループは、提案された新方法論（A/R CDMのベースライン及びモニタ

リング方法論）を受け付けるためにも、A/R CDM プロジェクト活動に関する専門家の登録

簿を設置する必要性があるとし、UNFCCC 事務局に専門家の募集を開始するよう要請し

た。 

 

③ 第 3回 AR ワーキンググループ 
 

AR ワーキンググループの検討概要 

開催期間： 2005 年 1 月 25～26 日 

内容： 

1）提案された新 AR方法論の検討 

第 3 回 AR ワーキンググループにおいては、第 1 回及び第 2 回の新 AR 方法論提出

締め切りに提出された新 AR方法論 ARNM0001 及び ARNM0002 を検討した。 

提出された方法論は、それぞれ下表のとおり。 

 

ARNM0001 The Mountain Pine Ridge Reforestation Project 

ARNM0002 Reforestation Project Using Native Species Around AES-Tiete 

Reservoirs 

 

AR ワーキンググループは、提出された AR 方法論に関する専門家のデスクレビュー及

びパブリックコメントを含め、これら 2 つの AR 方法論を検討し、最終勧告を行った（詳細

は、次節参照）。ARワーキンググループは、これらの方法論の熟度が低く、ガイドラインや

決議文書に決定されている A/R CDM の用語が適切に使用されておらず、ベースライン

シナリオの特定が明確でないなど、さまざまな不備があるとして“C”判定を下した（再提出

を求めた）。 

一方で、AR ワーキンググループは、これらの 2 つの方法論を作成と提出の努力を認

め、プロジェクト参加者が今後の提出時に品質を向上できるよう AR ワーキンググループ

のコメントを考慮することを推奨した。 
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2)提案された新 AR方法論審査フォーム及び今後の AR方法論提出に関する勧告 

AR ワーキンググループは、提案された新方法論のスクリーニングの基準について合意

した。 

また、AR ワーキンググループは、新方法論における AR ワーキンググループプロジェク

ト活動における土地の適格性の判断を円滑に行うために A/R CDM プロジェクトまたはそ

れに適する土地の適格性を審査するツールを開発する必要性について議論した。AR ワ

ーキンググループは、今後CDM理事会に審査ツール開発の必要性について議論するよ

う提案する。 

3)A/R CDM プロジェクト活動の追加性を審査・決定するツール 

AR ワーキンググループは、A/R CDM プロジェクト活動の追加性を審査・決定するツー

ルに関する議論を開始し、CDM理事会に提案を行うよう次回会合においても議論を継続

することを合意した。また、この議論は、第16回CDM理事会において合意された排出源

CDMの追加性に関する議論が基礎となっている。 

4)非継続的なバイオマス資源 

メソドロジーパネルは、第 12 回会合において、非継続的なバイオマス資源（Biomass 

from non-sustainable sources）を小規模 CDM（SSC）及び通常規模の CDM プロジェクト

活動の1カテゴリーとして議論を開始した。また、SSCワーキンググループ及びARワーキ

ンググループがこのような活動の適格性に関して検討するよう要請したが、ワーキンググ

ループにおける時間的制約のため、検討を集約することができなかったため、次回の会

合において引き続き議論することで合意した。 

AR ワーキンググループは、CDM 理事会にメソドロジーパネルと再生可能バイオマスの

定義に関して、共通の提案をすることで合意した。 
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2-2-2 提出された A/R CDM 方法論の概要 

方法論の詳細と AR ワーキンググループの評価 

① ARNM0001：The Mountain Pine Ridge Reforestation Project 
 

ARNM0001 の概要 

ホスト国及び実施者 ベリーズ： 

・Silviculture Belize Ltd.（ベリーズ） 

・ The Mountain Pine Ridge Forest Company Ltd.（ベリーズ） 

・Brinkman & Associates Reforestation Ltd （カナダ） 

開始時期 2002 年 8 月（30 年間） 

想定される CER 量 1,848,000 t-CO2(30 年) 、クレジットタイプ（lCER） 

プロジェクトの概要 ・ベリーズ国の国立公園内において、まつくい虫被害により荒廃し

た森林における再植林プロジェクト 

・植栽樹種：カリビアマツ 

・対象面積：8700 ha 

追加性の考え方 ・投資分析により、CER の収入がない場合は、現状の荒廃地が維

持される。 

・プロジェクトを実施するためには、投資の障壁があり、さらに環境

保全を目的とした植林であるため、将来の木材伐採による収益も

得られない。 

ベースラインシナリオ ・可能性のある土地利用オプションから、最も収益性の高いものを

選ぶ方法が採用されている。これらのオプションは、以下のとお

り。 

 

- 管理されず、山火事が生態的及び自然状態への最大の

影響を与える状態 

- 山火事が防止され、再植林は行われない 

- マツ林の再生が行われる 

- マツ林の管理森林が形成される 

 

・以上のオプションのうち、上記の追加性を考慮し、現状が継続す

るベースラインシナリオを選択している。 

モニタリングと吸収量

の算定 

・対象地域を階層に分け、それぞれの階層においてサンプルプロ

ットを設定する。 

・各プロットにおいて、樹高、胸高直径、下層植生、植生の炭素含

有率、比重などを記録する。 
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・タイプ別のha あたり吸収量を算出し、タイプ別面積に乗じて吸収

量を求める。 

 

 

ARNM0001 に関する AR ワーキンググループの評価 

評価： “ｃ” （再提出） → その後プロジェクト参加者が方法論申請を取り消し 

【ベースライン方法論の評価】 

・当該方法論は、決議 19/CP.9 で扱われている特定の用語や定義などを引用していないとい

ったことを含め、方法と手順（Modalities and Procedures：M&P、以下 A/R CDM M&P）を正確

に使用していない。 

・計算式が A/R CDM M&P にある定義と関連付けられていない。 

・正のリーケージがカウントされている。 

・再植林地の適格性（1989 年末時点に森林でなかったことの証明）を決定する方法が、ベース

ライン方法論において示されていない。定期的な火災の発生は適用条件の必須事項であ

る。 

・火災防止に関する情報が方法論において言及されていない。火災の影響をベースラインに

おいて考慮するための計算式やアルゴリズムが提供されておらず、階層(Stratum)ごとのあい

まいなモデルが開発されるとしている。火災頻度のモニタリングから得られたデータの扱いが

不透明。 

・炭素以外の GHG 排出量は、正しく「プロジェクトバウンダリー内の炭素プールの炭素蓄積の

変化の合計」と限定するのではなく、純ベースライン吸収量として計上されている。 

・不確実性が考慮されていない 

【モニタリング方法論の評価】 

・本方法論は、不適切なベースライン方法論とリンクしている（注：ベースライン方法論及びモニ

タリング方法論は、セットとして使用するため、双方ともに適切である必要がある）。 

・サンプリング計画の不完全性（サンプリング計画は許容誤差を参照すべきである）。 

・ベースラインのモニタリングモデルにおいて収集されるデータの使用方法が不明。 

・不確実性の評価が考慮されていない。 

・市場のリーケージのためにモニタリングされるデータは、統計的なノイズを生じる可能性があ

る。 

・プロジェクトバウンダリー外の輸送に伴う排出が考慮されていない。 

【提案された新 ARベースライン方法論の詳細】 
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○ベースライン方法論の概要 

・ベースラインアプローチは、A/R CDM M&P のパラ 22(c)、「プロジェクト開始時において、最も

可能性の高い土地利用から生じるプロジェクトバウンダリー内の炭素プールにおける炭素蓄

積の変化」が選択されている。パラ 22(c)を選択した根拠は、将来の経済的に魅力的な活動

が、炭素蓄積の減少につながるという前提による。 

・A/R CDM M&Pパラ22(a)1は、断定的に除外されている。「過去の森林管理を継続すれば、伐

採、火災防止、その他の対策により将来的な炭素蓄積が大きく異なっていた」と説明されてい

るが、これは不十分である。土地利用や関連する法規制などがどのように変化し、その結果、

過去の継続がベースラインとなる可能性が低いことを説明すべきである。 

・A/R CDM M&Pパラ 22(ｂ)2は、パラ(c)と機能的には同義との判断で除外されている。 

○A/R ベースラインシナリオ決定の根拠 

・方法論において、ベースラインシナリオ特定の手順が十分に説明されていない。 

・プロジェクト提案者は、プロジェクトサイトで発生する森林火災により、植生が消失するという理

由から炭素蓄積の変化がない現状維持シナリオを想定している。 

・非CO2ガスの排出量は、ベースラインの一部ではない。 

・追加性に関しては、追加性証明ツールが採用されている。 

○A/R方法論とその適用条件の記述に関する評価 

・ベースラインシナリオがどのように特定されるか示されていない。また、ベースラインの蓄積量

の変化がモニタリングされるのか不明である。 

・また、本ベースライン方法論の適用は、合理的なベースラインシナリオの特定につながらな

い。それは、以下の理由による。 

 

-本プロジェクトは、保護地で実施されるため、土地利用の代替シナリオは、法律に定められ

たとおり森林に限定される。 

-本プロジェクトでは、プロジェクトサイトの新規植林のみならず、隣接する A/R CDM プロジ

ェクトに適格でない区域もプロジェクト活動からの CER の収入に依存するため、追加性を

決定する際に、全体の IRR の評価行う必要がある。 

-ベースラインの炭素蓄積以外のGHG排出量を含めるなど、炭素プールと排出源の選択が

適切でない（ベースライン排出量としてN2Oを含める一方で、プロジェクトにおいて使用す

る肥料から排出される N2O を含めていない）。 

 

・本方法論には、土地の適格性（注：新規植林または再植林の基準に該当する土地であるこ

と）を決定するためのツールが提供されていない。決議 11/CP.7 の森林の定義を踏まえると、

                                                  
1適用可能であれば、プロジェクトバウンダリー内の炭素プールにおける炭素蓄積の既存のまたは歴史的な変化 
2投資に対する障壁を考慮しつつ、経済的に魅力的な手続きに該当する土地利用から生じる、プロジェクトバウンダ
リー内の炭素プールにおける炭素蓄積の変化； 
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本プロジェクトサイトの一部または全てを森林とみなすことも可能である。・方法論のフォーム

が、適格性について記述するセクションを設けていないのは問題であるが、決議 11/CP.7 の

定義は、決議 19/CP.9 において言及されており、方法論開発の必要条件である。 

○プロジェクトバウンダリーの定義 

・明確ではないが、再植林が計画されている範囲をバウンダリーとしている。炭素プールは、地

上部・地下部バイオマスに限定されている。 

・地拵えによる排出は、考慮されていない。 

・関連する場合は、A/R CDM プロジェクト活動に関連するプロジェクトバウンダリー外の輸送、

住宅建築に伴う排出をリーケージとしてカウントすべき。 

○主要な前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源 

・商品とサービスの価格が一定 

・政治、社会、経済的な安定性 

・生態的な条件が一定 

・土壌有機炭素はプロジェクト活動により大きくは影響されない 

・撹乱の頻度と規模の限界は、正規分布の範囲内 

・外挿可能な成長率と生態系の力学、等 

 

上記の項目は以下の理由により、必ずしも適切ではない。 

・外挿は、場合によっては適切ではない（「撹乱の頻度と規模の上下限は、正規分布の範囲

内」は、根拠がない）。 

・地拵えによる排出量が考慮されていない。 

○リーケージ 

・決議 19/CP.9 にあるとおり、正（Positive）のリーケージは考慮できない。 

・木材供給の国内・国際市場の影響は、1 つのプロジェクトに起因するものではない（注：リーケ

ージとして市場への影響を考慮しているが、影響が及ぶ範囲を国際市場にまで広げているた

め、このようなコメントがされている）。 

【提案された新 AR モニタリング方法論の詳細】 

○モニタリング方法論の概要 

・モニタリング方法論は、以下により構成されている 

 

-プロジェクトサイトを類似した単位に階層化 

-GPS を使用した階層と火災防備林の計測 

-固定のサンプルプロットを系統的に配置し、樹冠率、樹木のバイオマス、下層植生におけ

る変化を計測する。プロットサイズは 0.02ha で、ha あたり１プロットを設置（各階層に 5～30

プロット）。また、管理地以外においても 10 プロットを設置し、ベースラインの推計を継続的

に向上する。 
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-リター、枯死木、土壌有機炭素のサンプルを対照地として計測する。 

-プロジェクトサイト内でプロジェクト管理活動に使用する燃料を記録する。 

-全てのデータは、QA手順の対象であり、品質向上プログラムに組み込まれる。 

○モニタリング方法論とその適用条件の評価 

・本方法論は、提出されたベースラインとプロジェクトに特化したもの（方法論にプロジェクトサイ

トに関する参照がある → 注：方法論は、本来汎用性のあるものであり、プロジェクト固有の

情報を含まない）。 

・モニタリング方法論は、適切ではない（炭素プールや排出源の選択など）。 

○主要な前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源 

・ベースライン方法論に関するコメント参照。 

・ベースライン方法論にある純人為的吸収量推定のためのデータ収集は適切。 

・ベースラインのモニタリングに関する取り扱いが不明確であるため、ベースラインのモニタリン

グのために収集されるデータは不適切である。森林火災の頻度とその後の植生回復が 1 度

モニターされるだけであれば、ベースラインの推定を最初に行うのと等しい。プロジェクトサイト

内に設定されるサンプルプロットが、プロジェクト活動に影響されないという前提も疑問が残

る。以上から、ベースライン純吸収量を最初に行い、クレジット期間中のベースラインのモニタ

リングを避けるべきである。 

・階層化の基準が示されていない。その他の前提、パラメータ、計算式、モデルは適切である。

○リーケージ 

・ベースライン方法論におけるリーケージの定義が不適切であり、これはモニタリング方法論に

おいても同じである。 

・市場のリーケージは、製品に基づき計測される。 

・プロジェクト活動によるベリーズ国内の木材生産量は、少量であると考えられるため、ベリーズ

のような小国であってもこうしたデータを使用することにより統計的なノイズが生じるであろう。

対象国が大きければ、こうした問題は、より深刻になる。 

・本方法論では、統計的なノイズをいかに減少できるか、または市場のリーケージを無視する

オプションやリーケージの計算のために一定のディスカウント適用するオプションを検討すべ

きである。 

○QAQC手順 

・現場のプロットで収集されたデータ： 現場のデータとその照合の 5％以上をランダムチェック

の対象とし、エラーの上限を 2％とする。 

・測地：全ての測地データは、GPS 地点エラーの標準審査の対象とし、平均誤差を 2m 以内と

する。 

・プロジェクトサイト内の燃料使用：機材の記録簿から完全性と精度について毎月検査をする。

・外部の情報源によるデータ：IPCC などの情報源をモニタリングする。 
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② ARNM0002 Reforestation Project Using Native Species Around AES-Tiete Reservoirs 
 

ARNM0002 の概要 

ホスト国及び実施者 ブラジル： 

・AES-Tietê S/A（ブラジル） 

開始時期 2005 年 1 月（30 年間） 

想定される CER 量 5,287,550 t-CO2 (30 年)、クレジットタイプ（lCER） 

プロジェクトの概要 ・サンパウロ州に存在する 4 つのダム湖の湖岸において、毎年約

500ha を 9 年間にわたり再植林する。 

・植栽樹種：現地の郷土樹種約 80 種 

・対象面積：4188 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

ダム湖 植栽面積 

Bariri  243

Barra Bonita  709

Ibitinga  675

Promissão  2561

合計 4188

追加性の考え方 ・追加性ツールを用いて実証する方法が採用されている。 

・CER 以外の収益がない（産業植林でないため）。 

ベースラインシナリオ ・CDM適格地の特定 

・森林の遷移に影響を及ぼす人為的な影響を同定する。これらは、

国家、セクター別政策、経済性、社会経済など、その他の影響を

含む。 

・対象地域を階層に分け、それぞれの階層においてサンプルプロ

ットを設定する。 

・それぞれの階層におけるバイオマスの最大の蓄積量を決定す

る。 

・各階層におけるバイオマス量を算定する。 

・バイオマスに含まれる炭素を算定する。 

・人為的な排出を算定する。 

・バイオマス、炭素プール、人為的排出、リーケージ等のデータか

ら合計の温暖化ガス吸収量を算定する。 

モニタリングと吸収量 ・対象地域を階層に分け、それぞれの階層においてサンプルプロ
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の算定 ットを設定する。 

・各プロットにおいて、樹木のバイオマス、下層植生のバイオマス、

枯死木のバイオマス、土壌有機物などのデータを採集する。 

・また、植生の炭素含有率*、比重*などを記録する。 

*IPCC グッドプラクティスガイダンスの値を使用 

 

ARNM0002 に関する AR ワーキンググループの評価 

評価： “ｃ” （再提出）  

【ベースライン方法論の評価】 

・A/R CDM M&P の主要な要求事項が満たされておらず、またそれらが不完全な形で方法論

に統合されている。 

・本方法論は、以下の理由により純人為的吸収量を完全で透明性があり、保守的かつ検証可

能な形で推定できない。 

 

-最も起こりうるベースラインシナリオを段階的に特定し、決定するアプローチが示されてい

ない。 

-事前に炭素吸収量を推計する方法が示されていないため、純人為的吸収量を推計するこ

とができない。 

-バイオマス、炭素プールを推定する計算式/アルゴリズム及びデータ源は、保守的ではな

く、誤った定義づけをされ、エラーを含んでおり、立証されておらず出典がない。 

-現実純吸収量と純人為的吸収量の定義及び検討が、A/R CDM M&P に沿っていない。 

-炭素プールの定義と考慮が、A/R CDM M&P に沿っていない。 

-リーケージについて言及されていない。 

【モニタリング方法論の評価】 

・ベースライン方法論における問題点は、モニタリング方法論に反映されており、A/R CDM 

M&P の主要な要求事項が満たされておらず、また不完全な形で方法論に統合されている。 

・ベースラインの改訂に伴い、モニタリング方法論も改訂される必要があるが、その他にも以下

の課題点がある。 

 

-バイオマス、炭素プールを推定する計算式/アルゴリズム及びデータ源は、保守的ではな

く、誤った定義づけをされ、エラーを含んでおり、立証されていないものであり、また出典も

ない。 

-現実純吸収量と純人為的吸収量の定義及び検討が、A/R CDM M&P に沿っていない。 

-炭素プールの定義と考慮が、A/R CDM M&P に沿っていない。 

-純吸収量の過大評価が起こらないことを証明する透明性があり、検証可能な情報が提供さ

れていない。 
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-リーケージのモニタリングに関して対処されておらず、またその理由についても触れられて

いない。 

-方法論の適用条件が、一般的な適用が可能な形で定義されていない。 

【提案された新 ARベースライン方法論の詳細】 

○ベースライン方法論の概要 

・過去及び現在の土地利用及び土地の被覆が分析され、A/R CDMプロジェクト活動に適格な

場所の特定がされている。さらに、GIS のレイヤー及びランドサット TM のデータを使用し、予

備的に階層及びプロジェクトバウンダリーが定義されている。また、このデータは、現地調査

によって補強されている。現地調査期間中に、本方法論は、植生及び土壌の異なるパラメー

タの事後的な決定方法を示している。各階層における異なる炭素プールに関する計算式を

使用し、各階層の炭素直積量の変化が計算される。最終的にデータは、集約され、選択され

たクレジット期間のプロジェクトベースラインが計算される。一方で、本方法論は、ベースライ

ン及びプロジェクトの排出量及び吸収量の事前の推計に対応しておらず、選択されたベース

ラインシナリオのみに対応している。ベースラインシナリオを特定する段階的なアプローチは、

示されていない。方法論にある追加性テストは、追加性証明ツールを基本としている。 

・ベースラインアプローチは、A/R CDM M&P のパラ 22(c)、「プロジェクト開始時において、最も

可能性の高い土地利用から生じるプロジェクトバウンダリー内の炭素プールにおける炭素蓄

積の変化」が選択されている。一方で、どのように異なったベースライン代替シナリオが特定さ

れ、分析されるか、またどのように最も妥当なシナリオが選択されたかに関する説明がなされ

ていない。むしろ、本方法論は、過去の土地利用の変化を分析し、炭素蓄積の変化を導き出

している。 

・A/R CDM M&P のパラ 22(c)によるアプローチは、本プロジェクトの状況には適しているといえ

るが、土地利用の代替シナリオの定義及びこれらの代替シナリオの可能性についての説明

が欠如している。 

○A/R ベースラインシナリオ決定の根拠 

・本方法論において、ベースラインシナリオ特定の手順が十分に説明されていない。 

・本方法論は、透明性がない（A/R CDM M&P のパラ 20(b)及び 20(e)を参照）。 

・政策や状況を考慮すべきであると述べるだけでなく、ベースラインに関連した政策や状況な

どを特定するツールを提供すべきである。 

・前提が保守的であるか判断する材料がない。 

・計算式、アルゴリズム、モニタリングなどは、適切に説明されていない。 

・本方法論は、プロジェクト活動がなぜベースラインシナリオでないかという明確な説明を行っ

ていない。 

・プロジェクト実施者は、追加性証明ツールを若干変更したものを使用しているが、ベースライ

ンシナリオ特定の分析と説明を行っていない。 

○A/R方法論とその適用条件の記述に関する評価 
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・現実純吸収量、純人為的吸収量、炭素プール、リーケージに関して、A/R CDM M&P が適切

に反映されていない。 

・ベースラインシナリオとプロジェクトシナリオにおける排出量と炭素蓄積量の変化を予測する

方法を示すのではなく、モニタリングされたバイオマスをプロジェクト活動による炭素蓄積量に

変換する方法に焦点をあてている。 

・バイオマス、炭素プールを推定する計算式/アルゴリズム及びデータ源は、保守的ではなく、

誤った定義づけをされ、エラーを含んでおり、立証されていないものであり、また出典もない。

したがって、本方法論を使用した場合は、純人為的吸収量を透明性がある、保守的な方法で

推計することはできない。 

○プロジェクトバウンダリーの定義 

・方法論によるプロジェクトバウンダリーの設定方法は不十分である。ランドサット TM の解像度

は 28.5m×28.5m であり、河畔地帯（100m？）の土地の適格性を調べるには粗雑である。 

・A/R CDM M&P に沿った炭素プールの定義と検討がなされていない。 

○主要な前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源 

・前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源は、適切に説明されていない（例：

炭素プール、ベースライン純吸収量、現実純吸収量など）。 

・将来の現実純吸収量及びベースライン純吸収量は、適切に扱われていない。 

・プロジェクト活動による炭素吸収量の事前の予測方法が示されていない。 

・立木のバイオマスを計算する式の出典と根拠が示されていない。 

・地下部バイオマスの算定に使用する計算式は、IPCC GPG on LULUCF Annex 4.A.1, Table 

4.A.4 を参照。 

・樹木の炭素含有量の既定値は、０.45 を使用しているが過度に保守的である（IPCC の値は

0.5） 

・枯死木（倒木）の変換係数は、0.25 ではなく、0.025。 

・GPG の既定値が使用されているが、第 3章のみが反映されているが、4.3 章がより適切、等。

○リーケージ 

・方法論では、リーケージの潜在的な排出源やリーケージの評価ツールについて触れられて

おらず、リーケージの特定をする必要があることが述べられているのみ。 

【提案された新 AR モニタリング方法論の詳細】 

○モニタリング方法論の概要 

・モニタリング方法論は、以下により構成されている 

 

-事前に決定された階層ごとにサンプルプロットを無作為抽出により設置する。 

-バイオマス、草本のバイオマス、リター、枯死木、倒木、土壌有機炭素を計測する。 

-精度とコストのバランスを最適化する計算式を使用してプロット数を計算する。 

-プロットから得られたデータにより、適格性のある炭素プール全ての炭素蓄積を推定する。
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-現場データの収集は、5年目に開始し、その後 5年ごとに実施する。 

-プロジェクト活動のモニタリングについての記述はあるが、クレジット期間中のベースライン

のモニタリングが適切に説明されていない。 

-ベースラインがプロジェクト活動と同様な方法で、モニタリングされるのか不明確である。 

○モニタリング方法論とその適用条件の評価 

・プロジェクトサイトを階層化する基準と手順に関して、さらに詳しく記述すべきである。ベースラ

インがプロジェクト活動と同様な方法でモニタリングされるのか不明である。 

・セクション A.３にある適用条件はモニタリングと関連性がない 

・土壌炭素の省略が可能であることの証明がなされていない。ベースラインと比較して、プロジ

ェクトにおいては、土壌が温室効果ガスの排出源でないことを説明する必要がある。 

○主要な前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源 

・ベースライン方法論に関するコメント参照。 

・前提、パラメータ、計算式/アルゴリズム、モデル、データ源は、適切に説明されていない。 

・現実純吸収量のモニタリングの定義及び検討は不透明である。 

・強制的ではないが、GPG の 3 章だけではなく、4.3 章も考慮すべきである。 

・サンプルプロットのサイズ（階層ごとのプロット数）を計算する計算式は、各炭素プールに適用

可能であるとすると、炭素プールによって必要となるサンプルプロット数が異なることになる。 

・計算式の説明にある「A＝最小エラー・・・」は、「A＝最大エラー・・・」とすべき。 

・サンプルプロットのサイズに関する計算式は、全体の母数と比較した階層の割合について考

慮されていない。 

・方法論において使用されている計算式及びパラメータはプロジェクトサイトに固有のものであ

るが、方法論は、他のサイトにおいても適用可能なように、汎用性を持たせて開発するべきで

ある。 

・モニタリングの頻度は適切である。 

-炭素プールによっては、5 年間隔では大きく変化しない（リターなど）。このような炭素プー

ルや土壌の炭素プールは、記録する頻度をさらに少なくすることも可能である。モニタリン

グ頻度を高くした場合においても、統計的に重大な差異を生じない可能性がある。一方

で、異なる記録頻度を適用可能か？また、可能であれば、どの程度において十分といえる

かなどの点については言及する必要がある。 

・記録の頻度は、炭素プールによっては同一である必要はない。 

・モニタリングの頻度は適切であるといえるが、植栽以前に行われる活動（採種、苗は他の設置

と管理、施肥等）から排出される温室効果ガスについても記録されるべきである。 

・プロジェクト実施期間中に発生する排出量（モニタリング、現地視察、森林火災の防止ための

巡回、その他の現場における活動）は、記録されるべきである。 

・サンプリングの設計において、精度のレベル及び最大許容誤差は、事前に決定されるべきで

ある。また、低木層と草本のバイオマスを計測するために提案されているサブプロットのサイズ
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と数が少なすぎる。 

・倒木に関する議論に偏重しているが、幼樹に焦点をあてるべきである。 

○リーケージ 

・潜在的なリーケージ源がリストされていない。本方法論においてリーケージが扱われておら

ず、また、潜在的なリーケージを定量化する方法も示されていない。 

○QAQC手順 

・本モニタリング方法論のセクション B.6 において、QAQC の手順が概説されている。この説明

の中で、許容誤差の範囲を超えたエラーが起きた場合、どうするかという説明を補足する必

要がある。こうした偶然性は記録すべきである。 

・データの保管と、実験室における分析の質について言及すべきである。 

・QAQC については、GPG on LULUCF の 4.3.4 章を確認するのが望ましい。 
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2-2-3 方法論と AR ワーキンググループの評価に関する課題と所感 

第3回ARワーキンググループでは、これまでに提出された2件の新方法論が審査され、A/R 

CDM プロジェクト実施に向けた重要な進捗があったといえる。今回審査された方法論は、両方

法論ともに”c”評価（再提出）という厳しいものになったが、その背景には AR ワーキンググルー

プの評価シートのコメントからも明らかなように、方法論そのものに多くの課題点があったことが

最大の理由である。また、一方で AR ワーキンググループの方法論に関する評価も方法論だけ

にとどまらず、PDD に記述されているプロジェクト固有の内容にまで言及するなど、審査の方法

にも改善点はあると考えられる。以下では、これらの課題とそれに関する所感をまとめた。 

 

① 方法論に関する課題と所感 
【方法論の役割】 

今回提出された方法論は、排出源 CDM においては既に多くの議論がなされてきた、方法論

の役割が正しく認識されていないことに起因している。方法論とは、CDMプロジェクトを実施する

上で必要となるベースラインシナリオの検討と特定方法、バウンダリーの設定方法論、追加性の

証明、モニタリングの方法などを示すものであり、ある特定の条件下（適用条件：Applicability と

呼ばれる）において使用可能である。 

また、方法論はある特定のプロジェクトを想定して開発されるのが一般的であるが、類似プロ

ジェクトにおいて適用条件が同一である場合は、他のプロジェクトにおいても適用可能であるよう

汎用性を持っている必要がある。このため、ある国のある特定のサイト名などの固有情報や過度

な特異性をもった適用条件などは一般的に設定しない。 

 

【ベースラインの特定】 

AR ワーキンググループのコメントにもあるように、ベースライン方法論の最大の役割の一つは、

ベースラインシナリオ（A/R CDM プロジェクトが行われなかった場合にどうなっていたかというシ

ナリオ）を特定するための方法を示すことである。A/R CDM プロジェクトによる吸収量は、ベース

ライン吸収量とプロジェクト吸収量の差分により求めるため、ベースラインシナリオの特定はプロ

ジェクト全体の吸収量に大きな影響を与える。 

しかし、今回提出された方法論は、ともにベースラインシナリオを特定する方法を示すという役

割を果たしていないため、例えば類似プロジェクトを行おうとしている他のプロジェクト実施者が、

本方法論を使用してベースラインシナリオを特定することができないという問題がある。 

 

② AR ワーキンググループの評価に関する課題と所感 

AR ワーキンググループによる方法論の評価は、メソドロジーパネルからメンバーが参加し、森

林分野と方法論の専門家という全般的にバランスの取れた構成によって行われる。 

今回の評価に関しても、方法論をいかに開発するべきかというガイダンスも含め今後のプロジ
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ェクト実施者に役立つコメントや指摘を随所に盛り込んでいる。 

一方で、方法論の評価を行いつつ、プロジェクト固有の情報に関する評価（ランドサットTMに

より、河畔地帯の 100m 幅の土地を特定することが困難であるなどの固有情報に関するコメント）

を行うなど、方法論評価とプロジェクト評価に関する混同もみられた。ARワーキンググループとし

て方法論の評価を行う場合、それはあくまで方法論に関するものであり、固有プロジェクトに関

するものは、有効性審査において行われるべき性格のものである。 

今後の AR ワーキンググループが方法論の評価を行う際には、AR ワーキンググループとして

の役割と DOE の役割を踏まえた評価を行うことが望まれる。 

 

2-2-4 小規模 A/R CDM のルール 

小規模A/R CDMのルールは、2003 年 12 月に開催されたCOP9 において検討され、ルール

の概要は合意された。一方で、小規模A/R CDMプロジェクトの参加主体の定義、年間吸収量の

上限値である 8,000 t-CO2の解釈などの詳細事項が合意に至らず、最終的なルールの合意は

COP10 に持ち越された。 

COP10 においては、“Simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and 

reforestation project activities under the clean development mechanism” （小規模 A/R CDM に

関する簡素化された方法及び手順）が採択された。COP10で決定された小規模A/R CDMのポ

イントは、以下のとおりである。 

 

○ 小規模A/R CDM 活動は、検証期間中の平均吸収量が 8,000 t-CO2/年を超えないも

のとする。 

○ PDDの記載事項の簡略化 

○ 今後、ベースライン＋モニタリング方法論を開発（ベースライン計算用のデフォ

ルト値等も検討される） 

○ 同一の指定運営機関（Designated Operational Entity：DOE）による有効化審査、検

証、認証が可能3 

○ 複数のプロジェクトのバンドリングを以下の段階において行うことが可能：PDD

作成、有効化審査、登録、モニタリング、検証、認証（年間吸収量が 8,000 トン

CO2を超えないことが条件） 

○ 低所得者層の参加証明は、ホスト国が決定 
 
 

                                                  
3 通常規模のCDMにおいて、有効化審査と検証は透明性等の観点から、異なるDOEが実施する
ものとされている。 
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2-3 OE からみた AR-CDMの問題点 

フォーラムマネジメント株式会社 

現在、排出源ＣＤＭプロジェクトでは、Validation が完了して登録手続中のものや登録

完了済みのものが合計８件(その中、小規模ＣＤＭプロジェクトは３件)あり、登録準備中

のものは数十件に上っている。このように排出源ＣＤＭプロジェクトに於いては案件が豊

富に出て来つつあり、後続の新たにＣＤＭを計画する事業者にとっては、これらは良き指

針となって活用されている。この後、これらの排出源プロジェクトはモニタリング及び

Verification and Certification の段階に入っていく事になるが、この段階では Validation

とは違った多くの問題が出て来る事が懸念されている。 

一方ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトに於いては、近い将来新方法論が承認されると予測され

るが、現在承認された方法論が未だ一つもない状況である。従って直接的に手本とすべき

プロジェクトはないが、ＣＯＰ及びＣＤＭ理事会決定事項を基本として、排出源プロジェ

クトの例を参考として準備を進める事が出来る状況にある。ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトの

場合、一旦一つの方法論が承認されれば、ＡＲ－ＣＤＭの方法論は排出源分野のプロジェ

クトのそれと比較すると圧倒的にその数は少ない事が予測され、後続の事業者にとってＡ

Ｒ－ＣＤＭプロジェクトは、方法論の選択の余地があまりなく、計画・立案し易いものに

なる事が予測される。しかし、ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトでは、排出源プロジェクトには

ない非永続性の問題や社会経済・環境影響に関する問題などの特有の厄介な問題が存在し、

それらに対する詳細なルールや対策が今後検討されていくものと思われるが、当面の問題

としてそれらが事業者を悩ませる事になると思われる。 

ここでは、排出源ＣＤＭプロジェクトの数例が Verification ステージを迎えるにあたり、

また、ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトが具体的になりつつある状況を踏まえて、ＯＥから見た

場合の排出源及びＡＲ－ＣＤＭプロジェクトに共通の問題点と、ＡＲ－ＣＤＭプロジェク

トに特有の問題点について考察し、これらの問題点がＣＤＭプロジェクトの事業展開にど

のように影響していくかについて述べてみたい。現在のＣＤＭのルールによれば、ＣＥＲ

発行後の補填責任はＯＥにあるとしているので、その事がどのような問題点を直接的又は

間接的に生じさせるかについて特に考察する。 

 

2-3-1 排出源及びＡＲ－ＣＤＭ共通の問題点 

１）ＯＥの認定 

 現在、ＯＥとして申請している会社・団体は２７社あり、その中暫定的にＤＯＥとして

認められているものが既に５社存在している。ＣＤＭ理事会としては、地域的バランスに

配慮し、途上国からもＯＥが立候補出来るようにしたいという意向であるが、その実力は

といえば。大きく異なっているというのが実状である。当初ＯＥの認定についてＣＤＭ理

事会では、先行例としての英国排出権取引制度認定方式、所謂、書類審査と Witnessing で

認定する方式、を採用する事を決定した。この方式がＣＤＭでは初期段階ではうまく機能
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しない可能性があるとの懸念があり、他の案も十分議論して頂きたかったが、現行の方式

がそのままＣＤＭ理事会で採用されて現在に至っている。Witnessing が本質的に意味がな

いわけではないが、初期段階ではＣＤＭ－ＡＴチームの方達が、申請ＯＥの Validation や

Verification が正しく行われていると判定することは彼等が Validation や Verification

の熟練者でない限り困難であり、ただ出来ることは書類審査と On-site Assessment で申請

ＯＥのＱＡシステムが構築されているか否かを判定するに止まるのではとの懸念であった。

実質的に CDM－AT チームが現在行っているのはこの二つと言って過言ではなく、Witnessing

によって Validation 結果の評価を完全に遂行しているとは思えない状況にある。その結果

として、ＤＯＥとしてリストアップされても、その実力が評価されているとは考えにくく、

実力の違う色々なＯＥを輩出する事となる。責任はＯＥがとるとは言え、事業者にとって

もＯＥの選択がプロジェクト遂行の為の非常に重要な因子となる。最近の Validation の受

注状況を見て分かる通り、選択されるＯＥにはかなり偏りが見られ、地域バランスという

大義名分がなきに等しい状況となっている。Validation については、IETA (International 

Emission Trading Association)の中で DNV が中心となって報告書様式やチェックリストを

完成の域にまで仕上げており、これらを使用して Validation を行う限りＯＥ間の差異は概

して少ないと思われるが、Verification のそれはＩＳＯに代表されるシステム認証を行う

ようなマニュアルになっており、最も重要と思われる自らのＱＡ体制と検証量の保証をど

うするかについては不十分である。従ってＯＥがそれらに対してどのような方針を持つか

によりＯＥ間の差は大きくなると懸念され、Verification についても事業者の選択の幅は

少なくなるであろう。また、現在申請中のＡＥ各社の中で、ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトを

扱える会社は数社に限られるのではないかと思われる。即ち、森林に関してのエキスパー

トを抱えているかというよりも、ＦＳＣ森林認証等の森林に関する認証の経験を多く積み、

その中で Stake Holder Consultation で環境ＮＧＯとの議論経験が豊富で、環境問題に関

する色々なコメントを適切に処理する能力が問われるからである。排出源プロジェクトよ

りもＡＲプロジェクトの方が、圧倒的に環境ＮＧＯの興味が高く、事業者側にとってもそ

の処理の良否がプロジェクトの成否に密接に関連すると考えられる。 

 

２）ＣＤＭのプロセス 

 ＣＤＭのルールでは Validation/Verification の各段階でパプリック・コメントの収集

が義務付けられている。方法論に対するものやＰＤＤに対するものは良く知られていると

ころであるが、ＯＥの Validation 報告書ついては Registration 段階で一般公開されるだ

けでプロジェクトが進行して行く。Validation の項目や内容については、前述のＩＥＴＡ

のチェックリストを含む報告書様式を用いる限りに於いて、ＯＥ各社間の項目上でのバラ

ツキは少ないと言えるが、具体的手法や考え方は一様ではない。小規模ＣＤＭを除き一般

的なＣＤＭプロジェクトでは Validation を行ったＯＥ以外のＯＥが Verification を行う

事になっている。ここで懸念される事は、Verification を行うＯＥがこの後の全責任を負
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わされるという事で石橋を叩くあまり、Validation 時の不具合や不確実な要素を指摘し、

Validation のやり直しや Verification 受注の辞退等が起こることである。このような事は

不確実な要素があまり含まれない排出源プロジェクトよりもＡＲ－ＣＤＭプロジェクトに

顕著に起こると予測される。このような事態を防止する為には、Registration 段階に於い

てＯＥによる Validation 報告書に対するパプリック・コメントを収集し、環境ＮＧＯや他

のＯＥ(Verification を行う予定のＯＥを含む)の意見を聞いておくステージを設け、事業

者にとっても安心して Verification に移行出来るように配慮すべきであると考える。 

 

３）ＣＥＲ過剰発行分のＯＥの負担 

ＣＤＭのルールでは、ＣＥＲ過剰発行分はＯＥが他のＣＥＲを調達し補填すべきとされ

ている。ＣＥＲは発行後、善意の第三者が取得する事が考えられるが、この一部又は全部

が無効となった時、ＣＤＭ理事会が賠償する訳にはいかないので、ＯＥに賠償させようと

いうルールである。このＣＥＲ発行に直接的に関係するステージは Verification である。

Validation ではＯＥが何らかの金銭的負担(補填)を強いられる場合は考え難く、強いてそ

のケースを挙げるとすれば、事業者との契約の中で何か違背する事項があり、事業者から

損害賠償を求められるケースくらいであろう。それに対しＣＤＭの Verification では、検

証した結果についてＯＥによる Written Assurance が求められている。このような規定は

ＣＤＭに特有のもので、温室効果ガスに関する今までの認証、ＵＫ排出権取引制度やＥＵ

排出枠取引制度等、と全く異なるルールとなっている。即ち、ＵＫ排出権取引制度では認

証機関(Verifier)は、UKAS の検証ガイドラインや認定の際に確認された手順に従って検証

している限り、如何なる場合でも罪に問われる事がなく、ただ収賄やその他の不正があっ

た場合にのみ刑事的な責任を追及される事になっている。また、ＥＵ排出枠取引制度では

ＥＵ加盟各国が独自に定めた刑事罰則規定によるが、ＣＤＭの補填責任とは意味合いが異

なる。 

元来ＯＥにとって、自ら不正を犯した事により、又はミスにより損害賠償を求められる

事は至極当然の事であり、その事について原則的に何ら異議はない。しかし、それ以外の

不可抗力的な事で責任を追及される事は納得がいかないものである。登録済みの排出源Ｃ

ＤＭプロジェクトは間もなく Verification のステージとなっていくが、これを請け負うＯ

Ｅにとってこの点が一番気がかりであろう。小規模ＣＤＭは同一ＯＥが Validation と

Verification を行うことになるので、不確定な要素を自ら極力小さく抑えることが可能で

あるが、大規模の場合は他のＯＥが Verification を行わねばならず、Verification を引き

受けたＯＥはそのプロジェクトの持つ不確定な要素を全て受容しなければならなくなる。

現行ＣＤＭのルールは、やっと産声を上げたに過ぎず色々な問題点を含んでおり、

Validation が終わって登録が完了していたとしても、制度上の問題点や Validation を行っ

たＯＥの力量の問題点等がそのまま Verification を行うＯＥに責任が転嫁される事になる。

それを回避する為に Validation からやり直してもらわなければ Verification が出来ない
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との事で依頼を断るＯＥが出てくる可能性がある。前項で取り上げたＣＤＭプロセス上の

問題を別としてＯＥに安心して Verification を行わせるには、不可抗力的な事象がおきた

場合の事業者とＯＥとの適切なリスク分担が必要と思われる。ＯＥ及び事業者がリスク分

担するとして、その契約内容は色々考えられるであろうが、その賠償金の捻出手段として

は適切な保険システムに頼ることになるが、初期段階では保険会社にとって十分な前例が

ないためにその創設が困難な状況にある。ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトの Verification 費用

の概算について問い合わせがあった場合、約２００万円から３００万円の間と答えている

が、これはＦＳＣ森林認証の費用を基にＡＲ－ＣＤＭプロジェクトで必要となる業務内容

を比較検討して出した費用見積もりであり、保険費用や保証料は入っていない。不可抗力

的事象やミス等が起きた場合の賠償金捻出方法については後述する。 

 

2-3-2 ＡＲ－ＣＤＭに特有の問題点 

１）非永続性の問題 

 ＡＲ－ＣＤＭプロジェクトでは、自然災害、森林火災、病虫害等による炭素蓄積量が激

減する場合が想定され、それに対する施策として t-CER、l-CER が創設されている。しかし、

それによってＯＥの発行責任が全面的に免責されている訳ではなく、排出源プロジェクト

に比較して、ＣＥＲ有効期間内での不可抗力的事象に巻き込まれる虞が否めない。この問

題に関してプロジェクト毎にＯＥと事業者との間で、そのような事象が起きた場合の金銭

的負担について何らかの契約が必要になる事は前述の通りである。その金銭的負担の多さ

については、事業者がデータに関する QA/QC システムの確立のみならず、森林の維持・管

理に関する QA/QC システムの確立状況と密接に関係すると思われる。即ち、森林の管理体

制がＯＥの懸念を払拭するに足るものであれば、その分賠償準備金は少なくてすむ関係に

あるからである。 

 

２）データの不確実性の問題 

 ＯＥは通常 Verification の書類審査段階で、当該プロジェクトの排出量及び吸収量に関

するデータの中で、どの項目が最も重要かをデータの不確実性を考慮して評価する。従っ

てこの不確実性に関するデータは、Verification を行うＯＥにとってなくてはならないも

のである。しかし、現在ＰＤＤの様式を見てみるとデータの不確実性の欄にＬ、Ｍ、Ｈの

み表示するようになっており、先行している排出源プロジェクトのＰＤＤには漠然とした

このような表示だけが存在するものが一般的で、厳密にパーセント（％）表示まで言及し

ているものは非常に少ない。ＯＥにとってこの％表示の不確実性は、どのデータが重要で、

何が無視し得るかを判定する為になくてはならないデータである。例えば不確実性が大き

いデータを正確に検証しようとしても、測定方法やデータの取得に大きな固有の不確実性

があるとすれば、相応の程度までのみ有効で、後は如何に追求して精度を出そうとしても

意味のない努力になるからである。従ってＯＥは、不確実性に関するデータがなければコ
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ストがかかっても自ら推計し、Verification に入らなければならないだろう。 

 現在まで出ている排出源プロジェクトの不確実性は、大きくても１０％程度と推定され

るが、一般的にＡＲ－ＣＤＭプロジェクトのそれは約６０％程度までに達するのではない

かと危惧されている。プラス側のものは良いとして、マイナス側のものを吸収量として承

認して良いものか、ＯＥは制度として誰かに決めてもらいたいところであろう。せめて排

出源プロジェクトの１０％程度であれば、やむを得ないものとして許容し過剰発行分とは

何人も追及しないと期待出来るのだが、この件についての今後の議論及び方向付けが図ら

れる事を期待したい。 

 

３）社会経済・環境影響に関する問題 

一般的に排出源プロジェクトよりも森林プロジェクトに対する環境ＮＧＯの関心が高い

傾向にあることは前述したとおりである。しかし、環境ＮＧＯも色々な論理や方針を持っ

ており一様ではない。またＣＤＭのルールや中身の部分の詳細なものは、一般に知られて

いない場合が多い。社会経済・環境影響に関しては、当該国の基準によるが、基準があっ

てないような国々では、議論がかみ合わない可能性がある。現在までの Stake Holder 

Consultation での意見の大部分がＣＤＭのルールが本質的に知らない為の理由で出される

ケースが非常に多いと報告されている。森林プロジェクトに於いては、ＯＥはこの点かな

り苦労する事が予測される。ＣＤＭの内容を知ろうとすれば、五日間以上の講習会に出て

更に勉強しないと無理なところがあるが、世界的に著名な環境ＮＧＯの方にこの辺の実情

を聞くと、詳しく内容を理解している人は極一部の人で、大部分は表面上の事だけを理解

しているに過ぎないとの事であった。ＯＥの立場から言えば、Validation の段階から意味

のある議論をしたいのであるが、現実的には出来ておらず、出来るまでにはもう少し時間

がかかるのではないかと思われる。それが Verification 段階になり、プロジェクトに否定

的な結論が出るとすれば、ＯＥ及び事業者にとって悲惨な結果を生む可能性がある。ＯＥ

教育、事業者・ＰＤＤ作成者教育及び途上国のキャパシティー・ビルディングに力が入れ

られている昨今であるが、特に森林プロジェクトでは環境ＮＧＯ教育も重要ではないかと

思われる。 

 

2-3-3 ＯＥの財務的基盤と損害賠償能力 

 ＯＥの具備すべき要件としてマラケシュアコードでは、「資金的に安定しており、業務に

必要な保険や資金が担保されている事」としている。ＣＤＭ理事会での初期の交渉の中で

この具体的基準をどうするかについて検討がなされ、ＳＧＳの場合の例として一件当たり

４億円という目安を提示した経緯がある。その後ＯＥ認定の基準として保険と資金の額が

発表されるものと思われたが、審査する項目として公開されたＣＤＭ－ＡＴチームのチェ

ックリストの中に存在はしているが具体的金額の表示はなく、ただ非公開の内規として存

在しているものと思われる。ＣＤＭ専用の保険は開発されていないので、企業としての一
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般的な対外賠償金の為の保険に加入しているのが通例であり、その額は3,000万円から10億

円程度と推定される。ＯＥの中にはＥＵに於いて製品認証をしている会社もあり、高額保

険に加入している会社もあると聞いている。 

 保険に加入しているとは言え、損害賠償を請求された時に必ずしもこの保険金を使用す

る事は一般的に稀であり、２，３千万円位であれば保険金を使用せず、当該事業部の損金

扱いにして処理するのが通例である。これは他の事業部に迷惑がかからないように自分達

の責任で処理させようとの意図である。従ってこの損金の為に赤字決算となれば、その部

の責任者は責任をとらなければならなくなる。また損害賠償額が多額であれば、当然保険

金で賄う事になり、その際は全社的に発表され他の部門にも保険金額の上昇により迷惑が

かかる事になる。 

 もし、ＣＥＲの過剰発行と断じられ賠償金拠出の例がなく推移すれば、前述の

Verification費用で過不足はないが、不幸にして拠出となるとその責任者（一般的には当

該ＯＥの指導者）の責任が問われることになり、ＯＥとしての存続すら危うくなる事にな

る。勿論、ミスや収賄で過剰発行が行われたならば、当該本人のみに対して責任追及され

るのは当然である。しかしここで問題なのは、ＣＤＭの場合故意や過失がなくても不可抗

力的事象により損害賠償の必要性が生ずるということで、ＯＥの経営者はこのような事を

想定すると、このビジネスはフィージブルでないと判断して当然と思わざるを得ない。 
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3 小規模 CDM植林プロジェクト用 PDD 作成の手引き 
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はじめに 
 
本報告を読むに当たっての注意点 
小規模 A/R CDM プロジェクト用の PDD 様式や簡素化された baseline 方法論と
monitoring方法論の詳細は COP11で決定されるので、ここでは、これまでにわかって
いる範囲で、以下に通常規模の A/R CDM用の PDD様式にしたがって、項目ごとに記
載時の注意点を列記した。 
 
本文中の記号は以下の通りである。 
イタリック文章は COP10 での決定事項である。その中で、「はじめに」で述べた記載
概要の (a)～(p)を関係する項目名の後ろに（ ）書きした。 

－で始まる文章は、A/R CDM WGが作成した通常規模 A/R CDMの PDD完成のため
の guideline案に記載されている事項あるいは単に項目の和訳である。 

＊で始まる文章は、小規模用 CDMの PDDに必要と思われる事項である。 
例：で始まる文章は、ベトナムのモンハー婦人会によるコミュニティーフォレスト造成

プロジェクトを例として、PDDを書くとした時の概要である。参考として掲載した。 
 
COP10で認められた小規模 A/R CDMのために簡素化された様式及び書き方の概要 
（COP10 L.20 /Add.1 Appendix A） 
 
(a) プロジェクトの目的にそったプロジェクト活動内容の記述、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

技術的な内容の記述をする。必要ならば、プロジェクト活動の物理的所在地や境界、

プロジェクト活動から排出するガスの種類を記述する。 
(b) 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
性などの記述を含めた環境条件の現況を記述する。 

(c) 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
いて記述する。 

(d) A/R CDMプロジェクトのためのmodalities and practicesの21項にしたがって、
透明性でかつ検証可能な情報にもとづいて選択した炭素プール。 

(e) 選択した Appendix Bの Baseline及びMonitoring方法論の記述。 
(f) Appendix Bの簡素化baseline方法論がどのように本小規模プロジェクトに適用さ
れるかについての記述。 

(g) 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) 正当な証拠をつけて、プロジェクトの開始日、及びプロジェクト活動による純人
為的吸収があると期待される期間中におけるクレジット発生期間の選択。 

(i)  A/R CDMプロジェクトのためのmodalities and practicesの 38項に関する非永
続性問題への対応策（ CER or lCERの選択）についての記述。 t

(j) 本プロジェクトが存在しなかったであろう時に、プロジェクト境界内での炭素 pool
中の炭素蓄積の変化量の合計よりも、現実 GHG吸収量がどのように増加するかにつ
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いて記述する。（いわゆるベースラインの炭素蓄積量より、どのようにしてプロジェ

クト活動による炭素吸収量を多くするかの記述。） 
(k) プロジェクト活動による環境影響について： 
 (i) 本プロジェクト活動による生物多様性及び自然生態系への影響を含めた環境影

響、及びプロジェクト境界外への環境影響も含めて、それらを分析した文章の作成。

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

する情報を含めなければならない。 
 (ii) プロジェクト参加者もしくはホスト国関係者によって、環境に有意な悪影響が

認められた場合には、ホスト国が求める手順に基づいて、プロジェクト参加者は、

プロジェクトの規模に応じて、環境影響評価を行ったという声明。これには結論や

すべての証拠資料（references）を添付する。 
(l) プロジェクト活動による社会経済的影響 
 (i) プロジェクト境界外を含めて、プロジェクト活動による社会経済的影響について

の分析の文章作成。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

スなどが含まれなければならない。 
 (ii)  プロジェクト参加者もしくはホスト国関係者によって、社会経済的に有意な悪

影響が認められた場合には、ホスト国が求める手順に基づいて、プロジェクト参加

者はプロジェクトの規模に応じて、社会経済的影響評価を行ったという声明。これ

には結論やすべての証拠資料（references）を添付する。 
(m) 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)  Annex 1に含まれる締約国からの公的資金が関係する場合、提案のプロジェクト活動
に対する公的資金源について、その資金が ODAの流用でなく、また、それは出資国側の
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を記述

する。 
(o)  コメントを収集する方法、コメントの要約、及び受けたコメントに対する対処方法を
含めた、現地利害関係者のコメントの記述。 

(p) 本プロジェクト活動の関連で、どのように Appendix B の簡素化したモニタリング方
法論が用いられるかを記述する。 

 
注）このうち、(d)、(e)、(f)、(p)及び(j)の追加性の証明以外は、通常規模のプロジェク
トとほとんど同じ内容である。プロジェクトの規模に応じて、多分、記述の詳細さ、透

明性、検証可能性などに、差があるものと思われる。 
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Section A.  General description of the proposed SSC A/R CDM project activity  
 
A.1. Title of the proposed SSC A/R CDM project activity: 
  ＊：できれば低所得者層の参加がわかる名称が望ましいであろう。 
 例：ベトナム国ホアビン県Mong Hoa Communeの婦人によるコミュニティー林 

造成プロジェクト 
A.2. Description of the proposed SSC A/R CDM project activity: (a) 
－プロジェクト活動の目的 
－プロジェクト活動が持続的発展にどのように寄与するか Project参加者の見解を記述 
＊目的：環境植林、木材生産、その他林産物生産（アグロフォレストリー）、シルボカル

チャーなど、選択樹種も含めるとよいだろう。 
＊低所得者層の参加及びその利益にプロジェクト活動がどのように貢献するかを記述。 
＊ホスト国の法体系や政策と矛盾しないことを概説 
＊技術移転やノウハウの移転方法について概要を記述 
例：このプロジェクトは、Mong Hoa Commune婦人会に対して、初期資金の供与と植
林などの技術トレーニングを実施し，木材生産と水土保全を主目的とした、住民主体

の森林造成（再植林）を行う。農家 128戸に 50年間の土地利用権が認められている現
況焼畑利用地 100haに Acacia hybridの植林を実施し，短伐期林業により木材生産を
行い、農家の自立、生活向上を目指す。 
予定地は生産林地に区分けされているが、ベトナムでは貧困層に属するMong族

が主体の村であるために、最初の植林に必要な資金と技術の不足が森林の造成を妨

げている。プロジェクトは地域住民への植林技術の普及をベトナム林業大学（FUV）
と地域農林業技術普及センターと協力して行う。 
ベトナムで選抜されたAcacia hybridをhaあたり 1600本植林し，４年目に半数を間
伐（自家用燃料材）し，7～8年目に収穫する。収穫材は 100～150m3／haが期待でき，
中密度パーティクルボード原料として売れる。その収入は 2,000～2,500US＄／haとな
り，次回ローテーションの資金となるため、農家の持続的、安定的農林業経営に大き

く貢献する。７-8年伐期３回rotationのプロジェクト期間を予定している。７年間に吸
収する純人為的CO2吸収量は年平均おおよそ 1,200tonになると推計できる。この吸収
量から発生するCERの一部は、健全な森林の維持管理のための防火や保育作業などを
農民自身が行う重要なインセンティブとなる。また、プロジェクトは農家に焼き畑農

耕に代わる収入源となる果樹の苗木を配布する。 
   プロジェクト活動はベトナム政府が掲げる植林推進活動政策に一致するもので

あると同時に、この地域に建設が予定されている中密度ボード工場に原材料を供給

して、地域の経済・産業発展にも貢献が期待できる。 
A.3. Project participants: 
－Annex 1に参加者とその連絡先など記入する。Annex 1参照。 

  例：・Developer: JIFPRO（Japan International Forestry Promotion and Cooperation 
Center） 

   ・Sponsor:（独）環境再生保全機構 地球環境基金(ODA予算含む) 
   ・Technical adviser and trainer: Forestry University of Vietnam and  

Ky Song District Agriculture and Forestry Extension Center 
      ・Project implement and forest management: Mong Hoa Commune婦人会 
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A.4  Technical description of the proposed SSC A/R CDM project activity:  
A.4.1  Location of the project activity: 

A.4.1.1  Host country party: 
例：Vietnam 
A.4.1.2   Region/State/Province etc.: 
例：Hoa Binh Province, Key Song District,  
A.4.1.3   City/Town/Community etc.: 

  例：Mon Hoa Commune, Suoi Nganh Village 
    A.4.1.4. Detail of geographical location and project boundary, including information 

allowing(s) of the proposed SSC A/R CDM project activity:  (a) 
    －分離した土地区画は明確に区別できること。場所を特定できる目印的情報を含む。 
  ＊地図を添付する。 
例：プロジェクト地はハノイ市から北西に約 60km 離れた地で、国道 6 号線に沿った
村、Suoi Nganh村にある。同村は Ky Song地区、Mong Hoa Communeに属する
集落である。プロジェクト地は国道沿いのレンガ工場のわき道から約 1km入った集
落の裏側にある。約 88ha の主プロジェクト地は集落の北側に接する海抜 50mから
400mの丘陵地にある(Map は省略)。 一つの離れ地 (約 12ha)はレンガ工場の東
側の低い丘陵地にある。 集落の周囲の平地は水田が多い。 
プロジェクトの境界は谷や尾根で分けられている外，木柵，溝，石，作業道な

どからなっている。この地は焼畑耕作が行われているために，個々の畑の境界は

明確である。プロジェクト地は 128戸の農家に，林地にすることを条件に 50年
間の使用権が与えられている。 

 
A.4.1.5. A description of the present environmental conditions of the area, including 

a description of climate, hydrology, soils, ecosystems, and the possible presence of 
rare or endangered species and their habitats: （ｂ） 

  －指示にしたがって、プロジェクト予定地の環境の現況を説明する。 
 ＊希少種や絶滅危惧種については、国の指定があれば入手する。予定地にそれらの生息

地がない限り、特別の問題はないと思われる。仮にそれが一部でも重なったときは、

プロジェクトの実施は不可能か、Host国の指定するセンサスが必要になるであろう。
貴重な生態系についても同様である。 

 ＊水質や水量に関しては、小規模では問題になるようなことはまずあり得ない。大規模

にユーカリなど早生樹の造林を予定する場合は、NGO団体によっては、植林木によ
る土壌水分の消費や渓流あるいは地下水への影響を問題視するかもしれないので、そ

れに対する裏付けのある説明が必要になる場合もありうる。 
 ＊土壌はホスト国の土壌図があれば入手する。多くの場合、森林化はエロージョン抑制

になるので、問題視されることはないであろう。Monitoring時の層化に必要。 
例：Ky Son Districtは約 450km2で、人口は 71,300人。Mong Hoa Communeの面
積は約 1,800haで、その多くが山岳～丘陵地である。北限の熱帯季節林地帯で、４
月から 10月が雨季で、11月から 3月は乾期である。Mong Hoaの年平均気温は 23℃
（最寒月 14℃/１月、最暖月 38℃/7月）である。年間雨量は 1,600から 1,800mm、
最多雨月は７、８月の 330m、最少雨月は１月の 13mmである。 

Mong Hoa Commune地域の土壌について大きく概観すれば、、中央を東西に横
切る国道沿いとその周辺の低地にはファラリット性土壌（FAO/UNESCO のフェラ
ルソルもしくは U.S. Soil Taxonomy のオキシソルに相当すると考えられる）を材
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料に生成した水田土壌が分布するとされ、現在はもっぱら水稲の栽培が行われ同地

域の最も重要な農業生産拠点として利用されている。この低地を中心に、周辺は標

高 50ｍ～500mの丘陵・山地によって取り巻かれており、その土壌は大きく３種に
区分されるとされる。最も面積が大きいのは粘板岩を母材として生成した赤黄色土

で、同 Communeの北西と南東部分の丘陵・山地のほとんどをこの土壌が覆ってい
ると考えられる。さらに、同 Communeの北東部の丘陵・山地には、砂岩を母材と
する淡黄色土ならびに安山岩や斑岩などの火成岩を母材として発達した赤褐色土

が分布している。2003年にハイブリッドアカシアの植栽が行われたプロジェクトサ
イト北東部は火成岩由来の赤褐色土の分布域であり、2004年植栽地と 2005年植栽
予定地は砂岩母材の淡赤色土の分布域に重なっている。これらの土壌はいずれも基

本的には FAO/UNESCO のカンビソルもしくは U.S. Soil Taxonomy のインセプ
ティソルに相当すると推定される。 
雨季の強雨と長雨は容易に傾斜地表土の流亡を引き起こす。特に斜面の傾斜角が

大きい斜面や尾根上では、常に表土の削剥が進行するために、表層から多くの石礫

を含む痩せた土壌となっている一方、上方から土壌物質の継続的供給が行われる下

部斜面や凹地形には土層の厚い相対的に肥沃な土壌が分布する。これらの地形によ

る土壌の違いは、同じく地形によって強く影響を受ける土壌水分環境の違いとあい

まって、植栽された樹木の生育に大きな変異をもたらす原因となっている。  
同地域には大きな河川はなく、中央を流れる渓流は乾期には干上がり水田などの

灌漑用水にも不足をきたしている。特に丘陵地では乾期の水不足が著しいので、雨

季だけの焼き畑１毛作が多くキャッサバやトウモロコシなどの栽培が行われてい

る。また休閑地では家庭用の燃材の採集も行われており、全体に粗放かつ略奪的な

土地利用が行われている。 
     休閑地低木林に多い樹種は、Liqudambar formasana, Schefflera tonkinensis, 

Macaranga denticulate, W ightia annamensis 等の先駆樹が多い。草本では，
Eupatrium sp. Imperata sp.などが優占する。 

r

 
A.4.2.  Species and varieties selected:    (a) 
   －自然生態系を乱す可能性のある樹種や遺伝子組み換え体は不可。 
   （生態系を乱す外来進入種リストは IUCN（国際自然保護連合日本に委員会）のhome 

pageに掲載されている） 
    例:Several clones of Acacia hybrid (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) 

selected in Vietnam. 
A.4.3. Specification of the green house gases (GHG) whose emission will be part of the 

proposed SSC A/R CDM project activity:    (a) 
－プロジェクト活動の結果排出が予想される GHGの明細を列挙する。たとえば、地拵
え、機械の使用、肥料など。 
＊もし、火入れ地拵えなどを行う時には、GPGの規定値による CO2、NO2、CH4な
どの排出も算出する必要あり 
＊植林時の施肥による土壌からの NO2の排出は、通常は施肥量が少ないので、無視で
きるが、肥料の種類と施肥量は記載した方がよいであろう。 
＊湿地、マングローブ林地などでは、CH4の排出が問題になるおそれあり（GPGに発
生に関わる規定値あり） 
＊非 CO２の GHG排出量 or吸収量が、sinkによる年 CO2吸収量の 10%以下であれ
ば、その推定には IPCCの規定値を利用できる。 
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例：トラックの燃料からの CO2のみ、その他 GHGは全て手作業でなし。 
  往復 40km、年 3回、燃料効率 8km／リットル、 615.6g C/リットル ガソリン 

3年間使用の CO2排出量：33.9kg 3回繰り返し/クレジット期間：約 101kg CO2  
       

A.4.4. Carbon pools selected:  (d) 
－ベースライン純吸収量やプロジェクトの現実純吸収量を算出する場合に、5炭素 pool
の内 1つ and/or2つ以上の poolを計算に算入しないことができる。この場合、その
算入しない poolが純人為的吸収量を増加させないことが条件である。（すなわち、ベ
ースラインやプロジェクト活動で、CO2 排出量が増える（炭素蓄積量が減る）pool
があれば、それを除外することはできない。たとへば、枯れ木、落葉、土壌炭素など

がプロジェクト活動で減少する場合。） 
＊簡素化された baselineやmonitoring手法の中で、この問題がどのように取り上げら
れるか不明であるが、もし簡素化方法で５炭素 poolのうち、いくつかを簡易な証明
で sinkに加えなくてもよいことができるならば、ベースラインやモニタリングの手
間と経費の節減につながる。 
＊枯れ木、落葉は木材への炭素蓄積量に比較して少量である上に、林分閉鎖後はほぼ

一定の範囲で変動する傾向にあるので、これらを炭素 poolに加えても純人為的 CO2
吸収量への影響は少ない。必要であれば、GPGの規定値を使って、枯死率や分解率
を算出するとよい。 

＊植林木のバイオマス（地上部、地下部）の外に、林床の灌木、草類も炭素 sinkとし
て算入することも可能である。ただし、そのときは５年ごとにモニタリングが必要で

ある。これも林分閉鎖後は量的には少ないので、経費との兼ね合いで決めるとよい。 
＊土壌炭素が増減するには、かなりの年数が必要と思われ、20年、30年単位ではほぼ
安定的に推移すると考えられる。しかし、野火が毎年のように発生する草地では、

炭の量が相当多といわれる。そこを地拵え等で掘り返すと、土壌炭素が減少するこ

とも考えられるので、土壌炭素を除外するためには、科学的根拠の提出が必要にな

るかもしれない。 
例：炭素 poolの選択に関して土壌炭素について 

   土壌炭素プールの変化については、過去に耕うんなど土壌の物理的撹乱を伴う集約

的農耕が行われた場合、土壌中の易分解性有機物の分解がすでに促進されているた

め、耕作を停止し森林の造成を行い新たな有機物の供給が開始されれば、土壌炭素

プールは増加に転ずることになる。一方、集約的に管理された牧草地などを造林地

へ転換すれば、全く逆の変化が起こると考えられる。牧草など草本の地下部バイオ

マス生産量は一般に大きく、その枯死脱落によって土壌中へ多くの有機物が直接土

壌中へ供給されるため、長年にわたり集約的管理が行われた牧草地などの土壌炭素

プールは牧草地造成前よりも増加する。このため、このように土壌炭素プールが一

旦増加した草地などに造林を行えば、草本からの有機物供給は遮断され、結果とし

て土壌炭素プールは減少に向かうことになる。 本プロジェクト対象地における土

地利用は休閑期間の短い焼畑耕作であり、度重なる土壌撹乱と有機物供給の小ささ

のため、土壌炭素プールはすでに著しく消耗していることが予想され、植林により

土壌炭素プールがさらに減少するとは考えにくい。休閑原野では、枯死木、灌木・

草類に含まれる炭素は、植林によって一時的に減少する（地拵えによる刈り払い）

が、すぐに植林木による炭素吸収がそれを上回る。とくに、ハイブリッドアカシア

は成長が早く（１年生で平均樹高約 3.1m）、これら炭素の減少期間は１年を越えな
い。土壌炭素は植林前後で有意な差があるほどの変化を示さない（文献）。また、こ
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の原野は数年以内に焼き畑農地にされるので、数年以上のサイクルで見ると、農地

と同様に考えることも可能である。 
 

A.4.5. Compliance with the definition for afforestation and reforestation: (d) 
－新規植林（少なくとも 50年間森林でなかった土地の森林化：Glossaryを参照のこと） 
－再植林（過去は森林であったが、その後非森林の土地を森林化。第一約束期間では、

1989年末に森林でなかった土地の森林化：Glossaryを参照のこと） 
   －森林、非森林の定義は、ホスト国の基準に従う。 
   （最低樹幹率 10～30％の間、最低面積 0.05～1.0haの間、最低樹高 2～5mの間） 
    各ホスト国が選択した基準は UNFCCC CDM websiteの DNA pageで閲覧できる。 
   例：ベトナム国はまだ森林定義の基準を決定していない。また、1989年末の土地利用

状態 or植生状態を衛星写真、空中写真、政府公式記録などから証明することは難し
い状況にある。地元住民や地域の政府出先機関の証言を基に判断するしかない状態

が多いと思われる。Key Song Districtでは、District Forest Officeにて、1998年の
土地利用計画図面に農地、焼き畑休閑草地、同低木林、再生林、人工林、天然林な

ど区分がなされている。この種の図面があれば一応の参考にはなるであろう。土地

の適格性証拠が証言だけの時，EBの判断を見たい。貧困国（者）を救うことに最重
点がおかれることを希望するしかない。 

A.4.6.  A description of legal title to the land, current land tenure and land use and 
rights of access to the sequestered carbon:   (c) 

   －法律的な土地の権限、現在の土地保有権と使用権、吸収カーボンに対する権利 
＊CER への権利は林産物の配分方法とも密接に関わってくるが，希望的には当事者間
で契約することになる。また、ホスト国の姿勢も多分影響するであろう。 
例：ベトナム国では、法的土地権限及び現在の所有権は国、現土地の使用権は林地に

することを条件に農民に 50年間与えられている（利用現況は焼き畑とその休閑地）。 
     吸収カーボンへの権利の配分については今後の交渉事項となるが，円滑な持続的森

林経営を考慮すると，農民にも応分の CER配分が必要である。 
A.4.7. Type(s) of A/R CDM project activity:   
    －UNFCCC CDM websiteのリストや登録済みプロジェクトから typeを選ぶ。なけれ

ば新たに提案する。 
    Project categoriesの例 

Code Afforestation and Reforestation 
1 

1a 
  1b 

Rehabilitation of degraded lands (e.g. Imperata grasslands) to 
forest 

agroforestry 
2 Reforestation of degraded temperate grassland or arid lands by tree planting 
3 Establishment trees/shade crops over existing crops (e.g. coffee 
4 
  4a 
  4b 

Plantation for wood products 
Small scale landholder driven 
Commercial scale 

5 Landscape rehabilitation through planting corridors etc. 
6 Fuel wood planting at a commercial scale 

    例：ベトナムの婦人による community 林の場合は、主な目的は上表の Reforestation 
project 4a の small scale landholder driven plantation for wood productsである。 
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したがって typeとしては、Reforestation of degraded temperate grasslands by tree 
plantingに相当すると思う。 

   
A.4.8. Technology to be employed by the proposed SSC A/R CDM project activity: (a) 
   －環境的に安全かつ健全な技術の採用とそのノウハウの記載、及びそれらをホスト国へ

移転できるものがあれば特記する。 
  例：本プロジェクトで採用する植林・森林管理方法はベトナム国で推奨されている方法

であり、特に新規な技術ではない。植栽木である Acacia hybridは、ベトナム国に古
くから移入された Acacia mangiumと Acacia auriculiformisのベトナムでの自然交
雑木から選抜された数クローンを母集団とした採穂園からの挿し木クローン群であ

る。ベトナム国はこれらクローン集団を優良木として、その植林を推奨している。

Monh Hoa 地区のプロジェクト参加農民は、主にMong族で、彼らは最近の植林技術
を修得していないので、ベトナム林業大学及び Key Song地域農林業技術普及所の協
力を得て、アカシアや果樹類の植林技術トレーニングや森林管理と森林の公益的効用

についての知識の普及を行い、今後の健全な森林管理に役立てる。  
     植林木は 4年目に半数間伐（約 800本／ha）し、これらは自家消費用の燃材や農業

用資材（杭など）として利用する。７～8年目に皆伐し、MDF（中密度ファイバーボ
ード）用原材料として売却する。この利益をもって、再植林を行うことで、森林を持

続させうる。この森林は単に木材生産を行うだけでなく、現在キャッサバ栽培など焼

き畑耕作で、土壌の地力低下や表土エロージョンが顕著である土地の地力回復と自然

環境の修復も目的としている。また、平野部の水田耕作に欠かせない灌漑用水の不足

を森林の水源涵養機能で補いたい。 
A.4.9. Approach for addressing non-permanence:  (i) 
    －tCER か lCER かの選択 
A.4.10. Duration of the proposed SSC A/R CDM project activity / Crediting period: 

(h)  
－project期間とクレジット発生期間 

A.4.10.1 Starting date of the proposed SSC A/R CDM project activity and of the (first) 
crediting period, including justification: (h) 
－プロジェクト開始日と最初のクレジット発生期間の開始日（その根拠を含めて） 
例：プロジェクト開始日 2003年 6月 1日 
  根拠：MOU between JIFPRO and Woman’s Association of Mong Hao Commune 

and Forestry University of Vietnam 
  最初のクレジット発生期間開始日：200○年○月○日 

A.4.10.2. Expected operational lifetime of the proposed SSC A/R CDM project activity: 
(h) 

    －プロジェクトの予定事業期間 
   例：3 年間にわたって、順次植林した 100ha の植林プロジェクトで、７年伐採を 3 回

繰り返す期間（23年間） すなわち、2003年 6月～2026年 12月まで 
A.4.10.3. Choice of crediting period and related information:    (h) 
    －クレジット発生期間（更新可能な 20年と更新不可能な 30年以内）と関連情報 
    更新可能なクレジット期間の選択：A.10.3.1.に記述 
    更新不可能なクレジット期間の選択：A.10.3.2.に記述 このどちらか一方でよい。 
A.4.10.3.1. Renewable crediting period, if selected:   
    －更新可能なクレジット期間を選択した場合に記述   
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例：非選択  
A.4.10.3.1.1 Starting date of the first crediting period: 
   －最初のクレジット発生期間開始日 
A.4.10.3.1.2. Length of the first crediting period: 
    －最初のクレジット発生期間の長さ 
A.4.10.3.2. Fixed crediting period, if selected 
    －固定クレジット期間を選択した場合に記述    
例：選択 

A.4.10.3.2.1.  Starting date of the first crediting period: 
    －最初のクレジット発生期間開始日  
例：200○年○月○日 

A.4.10.3.1.2. Length of the first crediting period: 
    －最初のクレジット発生期間の長さ  
例：23年間 

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

    －国や関係部局の政策や背景を考慮して、純人為的 GHG吸収が、提案したプロジェク
トがない場合には起こらなくて、このプロジェクトによってどのように生じるかの

概要を説明。→Additionalityの概要説明 
   －このプロジェクトによってどのように純人為的 GHG 吸収を達成しよとするかの概

要説明で、詳細は B 章（ベースライン方法論）に記述。また、E 章（吸収量の推定
方法）で決定した純人為的吸収量の合計予測値を記述する。最大１頁まで。 

   例：ベトナム政府は戦争で荒廃した林地を修復するために、国全体で 200万 haの植林
地を造成する植林計画を推進している。この植林計画を国内資金のみで推進するに

は非常に長年月がかかる。そこで利用可能な資金は国内外を問わず利用して、この

計画の推進を図っている。現在、国内資金は緊急性の高い荒廃地や保護林地に優先

的に充当されている。本プロジェクト予定地は、裸地ではなく、草本や先駆性樹種

が繁茂している生産林予定地に相当しているため、国内資金の配分順位は低い。一

方、この地域の農民の所得水準は、国平均の 1/2以下であり、焼き畑農地からの食料
生産を休止して、樹木を植えるだけの資本蓄積がない。従って、外部資金の投入が

あって初めて植林の実施が可能となる。外部資金の投入がなければ、現状の焼き畑

とその休閑地（草本低木植生）が相当長期にわたって続くと予想される。A. hybrid
は成長が早く、７年で幹だけでも 100m3 に達するので、その植林により CO2 蓄積
を図る。 

  
A.4.11.1. Estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the 

chosen crediting period:  (j) 
    －選択したクレジット発生期間全体を通した毎年及び合計の純人為 HGH 吸収量の予

測 
   例：植林後７年間に吸収される純人為的 CO２量は約 18,000 ton CO2となる。クレジ

ット発生期間 23年間では、その３回繰り返しで約 54,000 ton CO2となる。詳細は
E章に述べる。 

A.4.12.  Public funding of the proposed SSC A/R CDM project activity: (n) 
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    －ODAの流用について 
   ＊仮に ODAが含まれている場合には、投資国及びホスト国が当該プロジェクト資金は

ODA流用でないと証明する必要あり。 
   例：地球環境基金（環境再生保全機構）には ODAが含まれているが、この資金はベト

ナムにおける他の ODA事業からの流用ではないことは、環境再生保全機構から証明
をえられる。また、ベトナム国農業地域開発省も ODA流用金でないことを認めてい
る。 

 
A.4.13. Participation of low income community or persons to the proposed SSC A/R 
CDM project activity 
＊この節はnormal sizeのCDM project用のPDD様式には含まれていないが、小規模CDM
では、A章のどこかで記述し、ホスト国の証明が必要であろう。 

 
 
 

Section B.     Baseline methodology                      

 
小規模プロジェクトに関した簡素化された手法：（COP10 L.20/Add.1 Appendix B） 
プロジェクト活動がないときに、プロジェクトバンダリー内で炭素蓄積量に有意な変化が

プロジェクト期間中に起こらないという情報を提供できるならば、プロジェク活動前に現

存する炭素蓄積量をベースラインと見なし、クレジット期間中一定とすることができる。 
 
同上バンダリー内炭素蓄積量に有意な変化が生じると予想されるときは、ＣＤＭ理事会が

定める簡素化したベースライン手法を利用できる。 
 
簡素化ベースライン手法は以下のグループごとに決められる。 
(a) 草地から植林地 
(b) 耕作地から植林地 
(c) 湿地から植林地 
(d) 住宅地から植林地 

それぞれの植生区分については、IPCC-GPGの３章の区分に従う。 
 
炭素蓄積量評価や簡素化ベースライン手法は土壌タイプ、プロジェクト存続期間、気象条

件などを考慮して、COP11で決定される予定である。プロジェクト参加者は、この既定値
やプロジェクト手法のいずれかを採用できる。 
 
＊上記以外の方法論を採用する場合は、通常規模と同様に、新ベースライン方法論を提案

し、CDM-AR-NMB(通常規模 CDM用 PDDガイドラインを参照のこと)を完成させる必
要があるであろう。 

 
注：小規模プロジェクトの場合、ベースライン方法論の記述項目と内容は、通常規模と異

なると思われるが、SCC用のmodalities and practicesが公表されていないので、ここ
では通常規模の項目に従って解説する。 
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B.1    Title and reference of the project category applicable to the project activity: (e,f) 
 －提案される AR－CDM プロジェクト活動に適用する承認済みベースライン方法論の名

称と参照 
＊上記のいずれかの方法を選択することになると思われる。 

B.1.1. Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed 
A/R CDM project activity: 

  －選択した方法論が本プロジェクトに適用できることの根拠を示す。 
＊B.2.で詳説するので、ここでは概要を述べる程度でよいと思われる。 

B.2. Description of how the methodology is applied to the proposed A/R CDM project 
activity:   (f) 

 －提案する方法論をどのように適用するか記述する。 
 －ベースライン方法論の仮説を説明するとともに、ベースラインシナリオを決定するた

めに踏んだ方法論的ステップを示す。そのために用いた情報と data（変数、パラメー
ター、出所など）を記述する。 
＊ベースラインに現存炭素蓄積量を既定値として利用する場合には、炭素蓄積量がクレ

ジット期間中を通じて有意に変化しないこと示す必要があると思われる。 
 例：プロジェクト予定地は、計画上は生産林地に指定されているが、プロジェクト開

始前は農地と休閑地植生が混在した状態で、おおよそ 50％の面積が休閑地であっ
た。この状態は個々の農家に資金的改善がなければ、クレジット期間を通じて大き

く変わらないだろう。平均的な休閑地（0から 4年間程度）の植生は草本と先駆樹
が混在した状態で、その植生高は 2m 内外であった。JOFCA のベトナムにおける
Baseline 調査結果によれば、2m 以下の灌木林の平均バイオマス（落葉を含む）量は

11.35tonC/ha である(JOFCA 2003)。また、インドネシアにおける同様の低木林の植
生高 2mのバイオマス量は約 10tonC/haである（清野 2004）ので、ここでは 10tonC
（=36.7tonCO2）/ha を採用する。従って、全面積 100ha 中休閑地 50ha、農地
（baselineCO2 吸収量はゼロとする）50ha とすると、baseline のバイオマス量は
1,835ton CO2/100haとなる。この蓄積量を年間 baselineCO2吸収量と見なす。 

 
B.3  Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above 

those that would have occurred in the absence of the registered CDM project 
activity:    (j) 

  －登録されたプロジェクト活動が存在しない場合と比較して、どのように現実純吸収量
が増加するかを記述する。 

 －選択した方法論に従い、本プロジェクトがどのように、また、なぜ追加的であるかを

説明する。また、なぜベースラインシナリオでないかを記述する。それらの説明には

以下の内容を含むこと。１）その方法論を適用することによって、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

シナリオの純 GHG吸収量が、プロジェクトシナリオの純人為的 GHG吸収量より少な
いかということを示す分析 

 ＊排出源 CDM用に開発された追加性の証明と評価のツール（第 16回 CDM理事会レポ
ート、Annex 1 Tool for the demonstration and assessment of additionality）を参考
にするか、あるいはそれに相当するような方法論を開発して記述する。小規模 CDMで
は、おそらく追加性の証明が通常規模より簡素化され方法が理事会によって策定され

ると思われる。 
例：ベトナムの場合のベースライン、追加性の問題点 
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 ベースラインアプローチとして、(c)プロジェクト開始時点において、もっとも可能性
の高い土地利用方法の炭素蓄積量の変化を選択する。この場合の可能性として考えら

れる代案は 
①200万 ha植林計画による政府補助金を得て、植林が実施される。この場合は農業地
域開発省から、予定地が該当しないこと、あるいは今後 10年程度は該当しないことな
どの証明が必要であろう。 
②Hoa Binh省内には、MDF会社が資金（苗木代金など）貸与して、農家に現材料（ア
カシア木材）を委託生産するシステムがある。この方法の利用が可能であるとすると、

本プロジェクトには追加性がないことになる（business as usual）。これに対するバリ
アーを探す必要がある。そのバリアーとして、a)植林後収穫まで全く収入がなくなるた
めに、持続的な森林経営が行われない（クレジットによりクレジット期間中一定の収

入が期待できるため）。b)農家の収益のより増大がはかれる。c)木材搬出道路がないた
め、経済的に不利である。ｄ）技術指導がないなどが考えられる。 
③焼き畑＋休閑地（現土地利用）の状態が継続する。政府による援助がなければ、貧

困層に属する当地の農民は日々の生活の糧を得るためには、この状態が続く。①に述

べた理由から、当面政府援助の手がのびないので、baseline としては、③の状態がも
っとも妥当である。 
一方、本プロジェクトが実施された場合には、sink（アカシアハイブリッド）による
現実 CO2 吸収量は別表 5 に示すとおりで、3 年目からベースラインシナリオの
1,830tonCO2 を上廻り、6年目で約 9,000ton の CO2 吸収量が得られるので、本プロ
ジェクトは追加的である。 

   
B.4.  Detailed baseline information, including the date oc completion of the baseline 

study and the name of person(s) determining the baseline: 
  －ベースラインを検討した日付、決定した人、組織などベースライン情報の詳細 
 －連絡先を記述。Annex 1に記載されたプロジェクト参加者の場合はその旨を記述。  
新規提案ベースライン方法論であれば、Annex 3の添付が必要  

 例：2005年○月○日作成、 作成者 ××××、 JIFPRO 
   住所：       電話／Fax：      web site: 
      
 
Section C.  Application of a monitoring methodology and of a monitoring plan                      

  
小規模 A/R CDMの PDDに記載が求められている事項 （COP10 L.20/Add.1 D章） 
(a) クレジット期間中の sinkによる現実純 GHG吸収量の予測あるいは測定に必要な全て
の dataの収集と保管 

(b) クレジット期間中の sinkによるベースライン現実純GHG吸収量の予測あるいは測定
に必要な全ての dataの収集と保管 

(c) Appendix Bに明記したような顕著な leakageが起こらないことを、プロジェクト参加
者が DOEに示すことができないならば、クレジット期間中に起こりうる leakageの種
類やそれに関する dataの収集と保存 

(d) プロジェクト boundary内における土地の法的権利や炭素 poolへの access権に影響す
るような条件の変化 

(e) Appendix Bに準じたmonitoring過程における品質保証と管理 
(f) 小規模 A/R CDM プロジェクトの sink による純人為的 GHG 吸収量の定期的な計算
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方法及びそれら計算を含めた過程の明文化 
(g) Leakage をもたらし、あるいは増加させるようなプロジェクト活動の変更が生じたと
ころでは、leakageを最少にするような対策を評価するための手順 

24 有効化審査の段階で、DOEが適切であると認めれば、Appendix Bに記載された簡素
化されたモニタリング手法が使用できる。 

25 いくつかの小規模 A/R CDM プロジュクトがバンドル化されたときのモニタリング計
画の扱いについてー個々のプロジェクトごとか、全体統合にするか：DOE判断 

26 プロジェクト参加者はモニタリングを計画通り実施し、結果を保管し、DOE に data
を報告する 

27 モニタリング計画を修正したときは DOEに報告する 
28 登録モニタリング計画あるいはその修正版の実施はプロジェクトの検証、認証、及び

CER発行の条件である。 
 
＊ 小規模 A/R CDMモニタリング手法 （COP10 L.20/Add.1 Appendix B） 
 6  小規模 CDM では、ベースラインのモニタリングは要求されない（ベースラインは有

意な変化をしないことが認められたときと思われる） 
７ 理事会は現実純 GHG吸収量の予測及び測定のための簡素化されたモニタリング手法

を策定する。理事会は様々なプロジェクト活動に対して、異なるモニタリング手法

を示し、規定値があれば、それらを提案する（COP11が予定されている）。 
 8 理事会は sinkによるベースライン純GHG吸収量 and/or プロジェクト sinkによる現

実 GHG吸収量の推定に、一つあるいはそれ以上の炭素プール and/or 排出 GHGを
含めないことができる簡素化された情報を提案する。（５炭素 poolのうち、いくつか
を炭素吸収源としないための方法論で、これによってモニタリング方法論を簡素化

できる。） 
Leakageについて 
9 プロジェクト活動によって、各種 GHG排出量の増加をもたらす活動あるいは人の移動

をもたらすに至ったり、プロジェクトバウンダリーの外で、そのような活動を招い

たりすることはないということを証明できる場合は、leakageの推定は必要ない。そ
の他の全ての場合には、Leakageの推定は必要である。理事会は Leakage推定のガ
イドラインを策定する。 

 
＊以上は COP11までに決定される予定であるので、これを利用すれば簡易になるはず。 
注：小規模プロジェクトの場合、ベースライン方法論の記述項目と内容は、通常規模と異

なると思われるが、SCC用のmodalities and practicesがまだ公表されていないので、
ここでは通常規模の項目を列記するにとどめる。 

 
C.1.  Title and reference of approved monitoring methodology applied to the project 

activity:     (e) 
－適用する承認済みモニタリング方法論の名称と参照事項 
 －新規のモリンタリング方法論を提案する場合は、AR-CDM-NMM((通常規模 CDM 用

PDDガイドラインを参照のこと)を完成させる必要があるであろう。 
 ＊選択した簡素化モニタリング方法論に従い以下の項目を記入する。 
 
C.2. Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed 

A/R CDM project activity:    (p) 
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  －選択した方法論が本プロジェクトに適用できることの根拠を示す。 
 
C.3.  Monitoring of the baseline net GHG removals by sinks and the actual net GHG 

removals by sinks:      (p) 
  －ベースラインとプロジェクトによる純 GHG吸収量のモニタリング 
＊小規模 CDMでは、baselineの GHG吸収量が不変である時は、baselineのmonitoring
は不要であるので、プロジェクトによる現実純 GHG吸収量のみのmonitoringになる
であろう。 
－モニターされた dataはクレジット発生期間の終了後 2年間保存すること。 

C.3.1.  Data of Actual net GHG removals by sinks: 
  －現実純 GHG吸収量の data 
 
C.3.1.1. Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in 

carbon stocks in the carbon pools within the project boundary resulting from 
the proposed A/R CDM project activity, and how this data will be archived: 

  －プロジェクト境界内の炭素 pool の炭素蓄積の検証可能な変化量をモニターするため
に収集あるいは利用される data、及びその dataの保管方法 

 －この項には、表形式による記述が求められている。提示されている表の表題と欄の名

称は修正してはならず、また、欄は削除してはならない。列は必要に応じて、下方

に追加する。 
 ＊表中の用語解説 

欄分類：    各行に記載事項例 
Data variable: 地域の階層化、階層化面積、幹材積、幹容積重、幹バイオマス、C

含有率、拡大係数、地上部／地下部比、その他各炭素 sinkについて 
   Source of data: 地図、plot図、plot、公式１、公式２，GPG規定値、文献名など 
   Data unit: ha、ton、count、m, ton/ha, kg/m3など 
   Measured(m)、calculated(c) or estimated(e): 測定値か、計算値か、推定値かの別 
   Recording frequency: annual, every 5 year, once, after eventなど 
   Proportion of data to be monitored: 100%、2% of area, 100% of sample plotなど 
   How will the data be archived? (electric/paper): 電子化保存か、書類保存か  
   Comment:  
   ――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
  ＊調査 plotの sampling方法は重要である。GPG４章３節，5章を参照する。 
   基本的には，階層化し，階層別にランダム・系統的に plotを配置する。Plotの数は

想定される母集団（クレジット期間終了前頃の林齢の林分）の分散の大きさから統

計的に算出するのが望ましい。Plotの大きさは 200～300m2程度でよいと思われる。 
 
C.3.1.2. Data to be collected or used in order to monitor the GHG emissions by the 

sources, measured in units of CO2 equivalent, that are increased as a result of 
the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project 
boundary, and how data will be archived: 

  －プロジェクト実施の結果増加する GHG 排出量（CO2 換算単位＝CO2e）を monitor
するために収集 or使用される data、及びその dataの保管方法 

 －この項には、表形式による記述が求められている。提示されている表の表題と欄の名

称は修正してはならず、また、欄は削除してはならない。列は必要に応じて、下方に
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追加する。 
 ＊上表と同じ欄分類であるが、行は GHG排出量monitorの関連事項となる。 
  たとえば，車両，動力機械，火入れや焼却，肥料など。 
C.3.1.3 Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the 

actual net GHG removals by sinks: 
  －現実純吸収量の推測をモニターするために用いられる公式、and/or モデルの記述 
 －ここでの公式やモデルは、ベースライン方法論で概説したそれらと矛盾しないこと。 
＊GPG４章で推奨する直接 biomass測定（Algometry式利用）あるいは間接 biomass推
定（幹材積＊容積重＊拡大係数）を選択する。そのために必要な公式を記述する 

 
C.3.1.3.1. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the 

verifiable changes in carbon stock in the carbon pools within the project boundary 
(for each carbon pool in units of CO2 equivalent) 

  －プロジェクト境界内の炭素 poolの炭素蓄積量を検証可能な変化量を推定するためのモ
ニターに使用する公式 and/orモデルの記述（各炭素 poolについて CO2換算単位で） 

＊プロジェクト期間中の sinkによる炭素吸収量の推定にもちいる方法を記述。 
例：間接推定法を用いた。 

Acacia hybridは clone群である上に、まだ選抜されて新しい（10年以内）品種である
ので、材積式がベトナムで開発されていない。そこで近縁種である Acacia mangium
の材積式を用いて幹材積を推定する。 

   予備的にHoa Binh県にある 6年生及び 4年生Acacia hybrid林及びプロジェクト地
の同 1年生林を調査した結果を用いて、(a)ベトナム国で使用している A. mangium材
積表と(b)マレーシア国サバ州で求められた A. mangium材積式を用いて、３林分の材
積を推定した。その結果、ベトナム材積表の値は 2～4割増しとなった。 

 
林齢  ベトナム材積表    サバ州材積式 

1年生    5.1  m3/ha     4.1  m3/ha 
4年生      108.2                  75.4 
6年生   262.7            197.6  

  
次に、ベトナムの A. mangium収穫予想表とサバ州の同収穫予想表の 4年目と 6年目
の材積と上記推定材積を比較した。その結果、ベトナムの材積表から推定した材積は，

ベトナムの収穫予想表地位 Iの値の 2倍以上の材積となった。また，サバ州の収穫予想
表（H=26：地位上相当）に比較しても、1.5倍近い値となった。したがって、より低
めの値となるサバ州の A. mangium林の材積式と収穫予想表を利用して、本プロジェ
クトにおける A. hybridの材積蓄積を推定した。 
単木材積式  v=0.000145×(DM1.7652)×(HM0.7829)・・・・・（１） 

        v＝幹材積 （m3/本）  
        D＝平均胸高直径 (cm) 
        H＝平均樹高 (m) 

林分材積   V=v×n・・・・・・(2) 
        V＝林分材積（m3/ha） 
        v＝単木材積（m3/本） 
        n＝立木本数（本/ha） 
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林分材積の経年変化 
１）幹材積の経年変化を収穫予想表から推定（Vn）。 

Vi(m3/ha)=林齢別材積 ・・・・・・（3）   
別表１参照。 

２）植栽年ごとの材積蓄積量の経年変化を推定する。 
  a1）2003年植栽：35ha b1）2004年植栽：35ha c1)  2005年植栽：30ha 
  a2)  2010年植栽：35ha b2) 2011年植栽：35ha c2)  2012年植栽：30ha 
  a3)  1017年植栽：35ha b3) 2018年植栽：35ha c3) 2019年植栽：30ha 
   Vj,i＝Vi（m3/ha）×単年度植林面積(ha)   ・・・・・・（４） 

Vj,i（m3）＝植栽年ごとの林分材積の経年変化 
j＝a1～c3（上記の通り）  
i=プロジェクト年（1～ｋ（クレジット終了年）） 

別表２参照。 
３）プロジェクト全体（100ha）の材積蓄積量の経年変化 

      i=7, j=c3 
Vp,i＝ΣVj,i ・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）   
      i=1, j=a1 
Vp,i (m3)＝project全体の材蓄積の経年変化 
別表２参照。 

   ４）伐採後の材積蓄積量の経年変化 
     NetVp,n＝Vp,n－Hv,n ・・・・・・・・・・・・・・（６） 
      NetVp,n＝n年の純材積蓄積（m3） 
      Hv,n＝ｎ年の伐採材積（m3） 
     別表３参照 
林分地上部バイオマス推定式 
     AGBn＝NetVp,n×D×BEF ・・・・・・・・・・・・・（７) 
        AGBn=ｎ年の地上部バイオマス量（kg） 

NetVp,n＝n年の純材積蓄積量（m3） 
        D＝幹容積密度（kg/m3：林齢により 0.25～0.47 Miyakuni et al. 2005） 

BEF＝拡大係数  （林齢により 1.3～1.1 Miyakuni et al. 2005） 
  林齢による D、BEF、SR率（次項）の変化は林分平均直径変化から推定した。 
別表４参照。 

         Miyakuni et al. (2005) Allomatic biomass equations, biomass expansionfactors, 
and root-to-shoot ratios of planted Acacia mangium forests in West Java, 
Indonesia 

林分現実 CO2吸収量の推定式 
     ACRn＝AGBn×（1＋SR）×CF×CO２率 （ACRn/1,000（ton））・・・(８) 
        ACRn=ｎ年の現実純 CO2吸収量（kg）または（ton） 
     AGBn＝ｎ年の地上部バイオマス量(kg) 

SR率＝root/shoot ratio （林齢により 0.15～0.20 Miyakuni et al. 2005） 
CF＝0.5    （IPCC-GPG） 

   CO2率＝44/12 
別表４参照。 

C.3.1.3.2. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the 
GHG emission by the sources, measured in units of CO2 equivalent, that are 
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increased as a result of the implementation of the proposed A/R CDM project 
activity within the project boundary (for each source and gas, in unit of CO2 
equivalent): 

   －プロジェクト境界内で、プロジェクト活動の結果として増加する GHG排出量（CO2
換算）の推定のためのモニターに使用される公式 and/orモデルについて記述（各排
出源と各ガスは CO2換算単位で） 

  ＊C.3.1.2.に記載した GHG排出源の排出量モニターに関する公式/モデルの記述 
例：トラックの燃料からの CO2のみ。その他作業は全て人力で GHG排出はなし。 

    苗木輸送用トラック：往復 40km、年 3回、燃料効率 8km／リットル、 
615.6g C/リットル ガソリン， 3年間使用の総 CO2排出量：33.9 kg 
3回繰り返し/クレジット期間： 合計 約 101kg＝約 0.1トン CO2 

   別表５参照。 
 
C.3.2. As appropriate, relevant data necessary for determining the baseline net GHG 

removals by sinks and how such data will be collected and archived: 
   －ベースライン純 GHG 吸収量の決定に必要な関連 data について、またその data が

どのように収集され、保管されているかについて これも表形式である。 
  ＊小規模でベースラインのモニターが不要であれば記載不要であろう。 
 
C.3.2.1. Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the 

baseline net GHG removals by sinks (for each carbon pool, in units of CO2 
equivalent): 

  －ベースライン純 GHG吸収量の推定のためにモニターに使用される公式 and/orモデ
ルについての記述（各炭素 poolは CO2換算単位で） 

  ＊小規模でベースラインのモニターが不要であれば記載不要であろう。 
  ＊C.3.1.1.と同じ表形式  
   行項目は GHG吸収量に関係する項目、たとえば５炭素 poolについて記載 
   B.2.節を参照のこと、また別表５参照。 
 
C.4. Treatment of leakage in the monitoring plan: 
   －モニタリング計画におけるリーケージの扱い 
  －リーケージが直接、間接にモニターされるのであれば、その旨を記述する。リーケ

ージがクレジット期間中モニターされないのであれば、その背景について理論的根

拠を説明する。 
  ＊C章の冒頭の解説の通り。 
    例：ベトナムの個人利用土地においては 
   ①自家燃料用の薪、柴、落葉などの採集が行われることが多い。 
   ②場所によっては、農耕（及び厩肥生産）に利用される水牛や牛が水田や林地（草

地、雑木林地など）に放牧されることがある。 
   したがって、これらの量を把握する必要がある。 
   Mong Hao Communeでは、休閑地から柴や萌芽枝の採集を、月 2～3回（一回約 5kg

程度）行っている農家もある。 

   次に水牛などの放牧については、Commune として放牧地が設定されている上に、農地

や休閑地には侵入しないように、柵や溝が掘られているので、この leakage はない

といえる。 
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C.4.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in 
order to monitor leakage of the proposed A/R CDM project activity: 

   －もし可能であれば、リーケージをモニターするために収集される dataと情報を記述
する。 

  －表形式で記述する。提示されている表の表題と欄の名称は修正してはならず、また、

欄は削除してはならない。列は必要に応じて、下方に追加する。 
  ＊C.3.1.1を参照 行の例として  
   燃料採集；農家センサス；kg；(e)；最初 3年以後 5年ごと；100％；Paper；  
 
C.4.2. Description of formulae and/or models used to estimate leakage (for each GHG, 

source, carbon pool, in units of CO2 equivalent): 
   －リーケージを推定するために使用される公式 and/orモデルについての記述（各GHG,

排出源、炭素 poolを CO2換算単位で） 
  例：燃材料の採集農家数は全参加農家の 1/4程度と推定された。これから推定される柴

などの採集量は 
2.5回/月×12月×5kg/回×128/4戸＝4,800kg生重 
含水率を 70％とすると，これは約 2,820kg 乾重に相当する。（88kg/農家１戸・年） 

    2.8ton DW ×CF×44/12＝5.17ton CO2 が年間に採集される。 

この程度の量が、boundary 外の共同管理山林や家庭林から採集されると推定される。 

  別表５参照 

 
C.4.3. Please specify the procedures for the periodic review of implementation of 

activities and measures to minimize leakage:     (g) 
   －リーケージを最少にするための対策と測定を定期的にレビューするための手法を詳

細に記述する。 
  例：4年目に間伐を実施する。間伐は森林の健全な生育を促すとともに，間伐材は農家

の燃材量として利用できる。その量はおおよそ 44.9m3/ha（13.5kg DW/ha D=0.3
として）となり，100haでは 1,350kg乾重となる。これは上記推定年間 Leakage
分の約 25%に相当する。さらに，７～8 年目の収穫時には，小枝など小径材も燃
料として利用できる。 

    ５年ごとに行うモニタリングの際に，利害関係者から諸環境状態などの調査に加

えて，参加農家から社会経済状態や leakageの調査を行う。 
 
C.5. Description of formulae and/or models used to estimate net anthropogenic GHG 

removals by sinks for the proposed A/R CDM project activity (for each GHG, 
carbon pool, in units of CO2 equivalent) 

 －プロジェクト活動による純人為 GHG 吸収量を推定するために使用される公式 and/or
モデルの記述（各 GHG,炭素 poolを CO2換算単位で） 

＊純人為的 CO2 吸収量＝現実純 CO2 吸収量 － ベースライン純 CO２吸収量 － 
GHG排出量 － Leakageによる CO２排出量 

 例：別表５参照のこと 
 
C.6. Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures undertaken for data 

monitored: 
  －dataをモニタリングする際の QC及び QA手順について 

                                                                         116



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 －必要ならば C.3.及び C.4.の節の表中の data項目を参照 
 ＊GPG 4章 3節を参照する。 
 
C.7. Please describe the operational and management structure(s) that the project 

operator will implement in order to monitor actual GHG removals by sinks and any 
leakage generated by the proposed A/R CDM project activity: 

 －プロジェクト活動によって引き起こされる現実 GHG 吸収量及び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記述する。 

 例：モニタリング実施者 JIFPRO，UFV，Ky Song 林業事務所 
   モニタリング結果の管理 JIFPROおよび UFV  
 
C.8. Name of person/entity determining the monitoring methodology: 
   －モニタリング方法論を決定した人／組織名 
  －連絡先を記述。Annex 1に記載されたプロジェクト参加者の場合はその旨を記述。 
例：2005年○月○日作成、 作成者 ××××、 JIFPRO 

   住所：       電話／Fax：      web site: 
 
 
  Section D     Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks                             
 －選択したベースライン方法論及びモニタリング方法論をもちいて，この章を記述する。 
 
D.1 Estimation of the actual net GHG removals by sinks: 
  －現実吸収量の推定 
 －プロジェクト活動に起因する立証可能な炭素蓄積の変化量から、CO2 換算で測定され
る排出量を差し引いた合計 CO2吸収の推定値を記述する（各ガス、pool、排出源、公式
／アルゴリズムは CO2換算単位で）。 

 例：別表１～４を参照されたい。 
D.2. Estimated baseline net GHG removals by sinks: 
  －ベースライン純 GHG吸収量の推定 
  推定値は各炭素 pool、排出源を CO2単位で 
 例：C.3.2.1.及び別表５を参照されたい。 
 
D.3  Estimated leakage: 
  －推定したリーケージ 
 －リーケージの推定値を記述する。すなわちプロジェクト境界外で発生する人為的 GHG
排出の増加であり、そしてそれらが測定可能なものであるか、または、それらは提案

されるプロジェクトに起因するものであるか、で定義されたリーケージである。推定

値は各ガス、排出源を CO2換算単位で。 
 例：C.4.1.～C.4.2.及び別表５を参照されたい。 
D.4  The sum of D.1 minus D.2 minus D.3 representing the net anthropogenic GHG 

removals by sinks of the proposed A/R CDM project activity: 
  －D.1マイナス D.2マイナス D.3の合計で、プロジェクト活動による純人為的 GHG吸収

量に相当する。 
 ＊純人為的 CO2吸収量が約束期間中に年平均で８キロトンを越えないこと（越えた部分

については CERの発行はない） 

                                                                         117



CDM 植林技術指針調査事業平成１６年度事業報告書 

（財）国際緑化推進センター・（社）海外産業植林センター 

 例：別表５を参照されたい。 
 
D.5. Table providing values obtained when applying formulae above: 
  －上式から得られた数値を記載した表 
 －ベースライン吸収量は事前に計算する。その事後評価は正当な根拠があるときのみ有

効。 
 例：別表５を参照されたい。 
 
 
 Section E      Environmental Impacts of the proposed A/R CDM project activity                     
              
E.1.  Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts 

on biodiversity and natural ecosystems, and impacts outside the project boundary 
of the proposed A/R CDM project activity:    (k-(i)) 

   －環境影響の分析書、生物多様性及び自然生態系への影響、及びプロジェクト境界外へ
の影響を含む。 

 －できるならば、水文学、土壌、火災・虫害・病害のリスクを含める。関連書類を添付

する。 
 ＊プロジェクトの規模に応じて，環境影響の調査項目，内容が違ってもよいと思われる。 
 ＊絶滅危惧種，希少種，貴重生態系などの生息，分布域を確認する。これらがプロジェ

クト域にあるようであれば，プロジェクト活動は不可能となる可能性が大である。

この場合はホスト国と十分な協議が必要であろう。 
 ＊数 100ha以下であれば，プロジェクト活動による水文学（渓流の水量・水質，地下水

など）や土壌に大きな悪影響はないのが普通である。むしろ森林化によって，洪水

防止，エロージョン防止，水質向上などの効果が大きいのが普通であるので，それ

を強調する。 
 ＊火災はもっとも注意すべきリスクである。そのための対策はぜひ必要である。病虫害

は，新しい樹種，品種を導入する際は注意を要する。 
例：ベトナム現地関係者から聴取した結果では、プロジェクトの環境影響にマイナス

影響はなかった。主な意見は以下の通りである。 
2003年に植えた 35haの活着率は 90％を越え、順調に育っている。このまま成長す
れば、雨季の表土流亡が大幅に防げる。また、乾期に渓流の水枯れが少なくなるこ

とが期待できる（昔は年中渓流水があったが、現在は乾期に干上がることもある）。

この地域の景観や空気が改善される。 
プロジェクトは山火事予防グループを組織したが、これまで山火事は皆無であった。

これはプロジェクト内外の人々が注意深い火の取り扱いを行ってきた結果である。 
ベトナム国の絶滅危惧種、希少樹種（林業大学資料）のうち、Hoa Binh県に生育す
る種は Endangered種：Aquilaria crassna、Threatened種：Caesalpinia sappan, 
Rauvolfia indochinensis 及び Rare種：Sargentodoxa curneutaである。プロジ
ェクト地は焼き畑及びその休閑地である上に、小面積であるので、これら植物の生

育に影響与えることはほとんどない。動物についても同様である。 
 
E.2. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 

host Party, a statement that project participants have undertaken an 
environmental impact assessment, in accordance with the procedures required 
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by the host Party, including conclusions and all references to support 
documentation:   (k-(ii)) 

  －プロジェクト参加者またはホスト国が、重大な悪影響があると考える場合、プロジェ
クト参加者はホスト国で必要とされる手順に従って環境影響評価を実施し、その結論

を裏付ける全ての資料を含む書面とする。関連書面は添付する。 
 ＊重大な悪影響が認められた場合は、プロジェクトの規模に応じた環境評価を行う。 
 ＊国によって環境影響評価を行うべき基準（事業別，規模別など）がある。参照する。 
 
E.3. Description of planned monitoring and remedial measures to address significant 

impacts referred to in E.2 above:    (m) 
  －上記 E.2で述べた重大な影響に関するモニタリング計画とその対策の記述 
 ＊重大影響がなくとも、５年ごとのモニタリング時に、関係者から環境影響について事

情聴取するのがよい。 
 
 
  Section F.    Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity                      
 
F.1  Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts 

outside the project boundary of the proposed A/R CDM project activity:  (l-(i)) 
 －プロジェクト境界外を含めた社会経済影響の分析書 
 －この分析には、可能であれば、地域社会、先住民、土地所有権、現地の雇用状況、食

料生産、文化的・宗教的な場所、燃料用及びその他目的の林産物へのアクセスを含む。

必要書類は添付する。 
 ＊小規模では地域の社会経済への影響は小さいが，参加する農家などにとっては，労賃

収入の外，収穫物や CER収入が見込まれれば，生活改善などにプラスの効果が大きい
と思われる。 

  例：別表６参照 
 
F.2. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 

host Party, a statement that project participants have undertaken a 
socio-economic impact assessment, in accordance with the procedures required by 
the host Party, including conclusions and all references to support documentation: 

     (l-(ii)) 
－プロジェクト参加者またはホスト国が、重大な悪影響があると考える場合、プロジェ

クト参加者はホスト国で必要とされる手順に従って社会経済影響評価を実施し、その

結論を裏付ける全ての資料を含む書面とする。関連書面は添付する。 
 ＊重大な悪影響が認められた場合は、プロジェクトの規模に応じた環境評価を行う。 
 
F.3. Description of planned monitoring and remedial measures to address significant 

impacts referred to in E.2 above:    (m) 
  －上記 E.2で述べた重大な影響に関するモニタリング計画とその対策の記述 
＊ 重大影響がなくとも、５年ごとのモニタリング時に、関係者から社会経済影響について

事情聴取するのがよい。 
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Section G.   Stakeholders’ comments                                                    
 
G.1 Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and compiled:    

(o) 
  －現地利害関係者のコメントを誰から、どのような方法で収集したか記述する。 
  －interview 方法の過程を記述する。対象者はオープンであり、透明性のある方法で収集し、ま
たコメントの出やすい方法、時間的余裕を持った方法でなければならない。プロジェクト参加

者は「CDM の方法と手続き」の秘守条項を考慮しつつ、プロジェクト活動の内容が現地利害

者に理解できるように説明しなければならない。 
＊通訳の関連知識の有無が結果に大きく影響するので、人選が重要である。 
 ＊村人に自由に話してもらうためには、調査者は外国人より自国の若い学者などが望ましい（地

位の高い人は避けた方がよい）。 
例：以下の各層から事情を聴取した。 
  事業実行組織：Women Union of Mong-Hoa Commune 及びそのメンバー,  Suoi Nganh 

村人や村長 
  事業指導層： Forest University of Vietnam (FUV), Forestry Extension Station at Ky 

Son District, Sub-Department of Forestry Development of Hoa Binh 
Province, Department of Forestry Developmentの代表者 

周辺居住者： Villagers not involved in this project 
コメント収集者：中山祐介（JIFPROメンバー） 
        Phi Quawg Dien（元FFSIV研究員） 
収集方法：グループごとの関係者を村民住居に集まってもらい、口頭による聞き取り調査を実

施した。 
G.2. Summary of the comments received:    (o) 
   －受け取ったコメントの概要 
  －コメントをした人の身元を明らかにして、コメントの概要を述べる。 
例：前章の環境影響と同様に現地関係者からの事聴取では、プラスの社会・経済影響は述べら

れたが、マイナス影響は認められなかった。本プロジェクトからの直接的利益の外に、プロジ

ェクトが実施している婦人層に対する森林の効用や各種技術研修及び果樹苗木配布と栽培技

術指導も高い評価を受けている。 
婦人の意見では、前章のような自然環境改善に加えて、林産物の供給増が期待でき、生活環

境の向上につながること、それが副次的には近隣のコミュニティーにもプラスの影響をもた

らしていることなどである。 
農家の収支予想は別表6の通りである。なお、間伐材は燃料材あるいは杭などとして自家消
費される。この表から明らかなように、農家の収入は非常に改善され、次回植林のための投

資資金は十分に賄える。 
  その他コメント 

(1)婦人層は農繁期と重ならない時期で、なおかつ植林・保育作業のスケジュールにあわせた各
種技術指導を要請した。また、苗木の育て方、接ぎ木や挿し木などの繁殖方法、病虫害防除、

防火対策などの項目についても研修を希望した。 
対策 これらの要求に対しては、２回目以降の研修で取り込まれた。 
(2)婦人層は１年目から３年目に至るに従い、植栽地が部落から遠くなるので、植林などの賃金
の増額を希望した。 
対策 これは受け入れがたい要望である。ただし、作業効率が低下することはやむお得ない。 
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(3)婦人層は植林木の根に被害を与えるネズミを駆除するための、殺鼠剤の使用を希望した。 
対策 ベトナム林業大学にネズミ被害の実態調査を依頼した。その結果、被害は軽微で、むし

ろ殺鼠剤の水質への影響の方が心配であるという結論になった。また、一部の村人は、伝統

的な方法（ねずみ取り器具）の方がよいという意見であった。 
(4)婦人層は若い植林地での間作、Agroforestryを希望した。 
対策 プロジェクトとしては、植林地を造成することにあるので、Agroforestryは導入しない
ことになった。しかし、前から耕作していた農作物の間に苗木を植えることは認めた。この

ために、キャッサバとアカシアの混植地やトウモロコシの間への植林などが出現した。ハイ

ブリッドアカシアの成長は非常に早いので、長くてアカシアの２年生までで、それ以上の間

作は無理である。 
(5)プロジェクトにより植林が無償で実施される上に、現金収入（労賃）があることから、村人
は喜んでいる。４年目から収穫年までは労賃収入がなくなる上に、農作物の栽培もできない

時期があるが、その間の収入の保証がない（別表７参照） 
 対策 プロジェクトは果樹類の苗木の配布と栽培技術の普及を実施し、その間の収入減を補充

する考えである。この計画は村人から歓迎されており、果樹の外に rattanや竹の栽培も希望
している。これについては実施の方向である。また CER が得られれば，この問題は解決す
る。 

(6)ベトナム林業大学の当初計画によると、プロジェクト参加農家は、年間１kg の米またはト
ウモロコシを提出し、それでもって防火対策の費用に充てることになっていた。しかし、婦

人層はこの案に同意せず、穀類の供出は行われていない。 
 対策 今のところ火災が発生していないので、立ち消えになっている。農民に対して火災の怖

さや防火技術についての研修を実施している。 
(7)Communeの長は、現在のプロジェクト地以外にも、約286.5haの林地（現況は植林地、農
地、原野の混合）を管理しており、それらの土地も農家にallocateされている。この土地に
も、同様の援助による植林を希望している。 

G.3. Report on how due account was taken of any comments received:   (o) 
    －受けたコメントにどのように対処したかの報告 
  例：上記項目中にそれぞれ対策を示した。 
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Annex 1 
Contact Information on Participants in the proposed A/R CDM Project Activity 
例：別表7の通り   

Annex 2 
Information Regarding Public Funding 
  －Annex 1に含まれる締約国からの公的資金が関係する場合、提案のプロジェクト活動に対する
公的資金源について、その資金がODAの流用でなく、また、それは出資国側の出資義務のあ
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を記述する。 

 例：地球環境基金及びベトナム政府からODAの流用でないことの証明をもらう。 
 
Annex 3 
Baseline Information  ＊小規模CDMでは、簡素化手法を用いれば不要と思われる。 
 
Annex 4 
Monitoring Plan  ＊小規模CDMでは、簡素化手法を用いれば不要と思われる。  
 
別表１ サバ州のA. mangium林収穫予想表をモデルとしたA. hybridの材積収穫予想 

林齢 立木 当年断面 1年後 平均 平均 平均 林分 備考 

 本数 積合計 断面積合計 直径 樹高 材積 材積  

(年） 本/ha (cm2/ha) (cm2/ha) (cm) (m) （m3/本) (m3/ha）   

1 1600 23888.17 60277.22 4.36 4.43 0.00626 10.01   

2 1600 60277.22 95409.64 6.93 7.33 0.02101 33.61  

3 1600 95409.64 128826.29 8.71 9.37 0.03816 61.06  

4 1600 128826.29 160152.82 10.13 10.92 0.05610 89.77 間伐前 

4 800 64413.15 99369.22 10.13 10.92 0.05610 44.88 間伐後 

5 800 99369.22 132561.54 12.58 13.47 0.09694 77.55  

6 800 132561.54 163626.69 14.53 15.35 0.13846 110.77  

7 800 163626.69 192301.76 16.14 16.80 0.17894 143.15 収穫材積 
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別表２ ７年伐期の３回繰り返しの林分材積の経年変化     

  １回目植栽 ２回目植栽 ３回目植栽  合計 

植栽

年 
2003 2004 2005 2010 2011 2012 2019 2020 2021 蓄積 

面積 35ha 35ha 30ha 35ha 35ha 30ha 35ha 35ha 30ha m3 

2003 350              350 

2004 1,176 350             1,527 

2005 2,137 1,176 300           3,614 

2006 3,142 2,137 1,008           6,287 

2007 2,714 3,142 1,832           7,688 

2008 3,877 2,714 2,693           9,284 

2009 5,010 3,877 2,327           11,214 

2010   5,010 3,323 350         8,684 

2011    4,294 1,176 350        5,821 

2012      2,137 1,176 300      3,614 

2013      3,142 2,137 1,008      6,287 

2014      2,714 3,142 1,832      7,688 

2015      3,877 2,714 2,693      9,284 

2016      5,010 3,877 2,327      11,214 

2017        5,010 3,323 350    8,684 

2018         4,294 1,176 350   5,821 

2019           2,137 1,176 300 3,614 

2020           3,142 2,137 1,008 6,287 

2021           2,714 3,142 1,832 7,688 

2022           3,877 2,714 2,693 9,284 

2023           5,010 3,877 2,327 11,214 

2024             5,010 3,323 8,333 

2025                 4,294 4,294

              
別表 ３ 収穫後の材蓄積量の経年変化（m3） 
 年 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
伐採量  －  －  － 1571 1571 1347 5010 5010 4294  － 
純蓄積量 350 1527 3614 4716 6117 7937 6204 3674 1527 3614 
 年 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
伐採量 1571 1571 1347 5010 5010 4294  － 1571 1571 1347 
純蓄積量 4716 6117 7937 6204 3674 1527 3614 4716 6117 7937 
 年 2023 2024 2025        
伐採量 5010 5010 4294        
純蓄積量 6204 3323  0        
間伐：2006～2008、2013～2015、2020～2022 
主伐：2009～2011、2016～2018、2023～2025 
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別表 ４ 林分平均直径から求めた林分平均の幹材容積重、拡大係数、地上部ー地下部比率による

植林木の幹材積から炭素、炭酸ガス蓄積量の変化    
  林分 林分平均 林分平均 林分平均 純材積 地上部量 全樹木 同左 

Year 平均直径 容積重* 拡大係数* S-R率* 蓄積量 biomass C量 CO2量 

  cm kg/m3     m3／100ha ton/100ha ton/100ha ton/100ha

2003 4.36 0.25 1.30 0.145 350 114 65 239 

2004 5.60 0.26 1.30 0.15 1527 516 297 1088 

2005 6.67 0.30 1.30 0.155 3614 1409 814 2985 

2006 8.59 0.35 1.30 0.165 4716 2146 1250 4583 

2007 10.47 0.40 1.30 0.17 6117 3181 1861 6823 

2008 12.41 0.41 1.30 0.172 7937 4231 2479 9090 

2009 14.41 0.42 1.30 0.175 6204 3387 1990 7297 

2010 4.36 0.25 1.30 0.145 3674 1194 684 2506 

2011 5.60 0.26 1.30 0.15 1527 516 297 1088 

2012 6.67 0.30 1.30 0.155 3614 1409 814 2985 

2013 8.59 0.35 1.30 0.165 4716 2146 1250 4583 

2014 10.47 0.40 1.30 0.17 6117 3181 1861 6823 

2015 12.41 0.41 1.30 0.172 7937 4231 2479 9090 

2016 14.41 0.42 1.30 0.175 6204 3387 1990 7297 

2017 4.36 0.25 1.30 0.145 3674 1194 684 2506 

2018 5.60 0.26 1.30 0.15 1527 516 297 1088 

2019 6.67 0.30 1.30 0.155 3614 1409 814 2985 

2020 8.59 0.35 1.30 0.165 4716 2146 1250 4583 

2021 10.47 0.40 1.30 0.17 6117 3181 1861 6823 

2022 12.41 0.41 1.30 0.172 7937 4231 2479 9090 

2023 14.41 0.42 1.30 0.175 6204 3387 1990 7297 

2024 16.96 0.43 1.30 0.178 3323 1858 1094 4012 

2025 19.95 0.44 1.30 0.18 0 0 0 0 

＊ Miyakuni et al. 2005からの推定値 

地上部バイオマス量＝純材積蓄積×林分平均容積重×林分平均拡大係数 
全木C量＝地上部バイオマス量×（１＋S-R率）×0.5（炭素率）。 全木CO2量＝全木C量×（44/12） 
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別表 ５ 純人為的CO2吸収量の算出   

  現実純CO2 Baseline CO2 Leakage 純人為的 

Year 吸収量 CO2蓄積量 排出量＊ CO2量** CO2吸収量 

  (ton) (ton) (ton) (ton) (ton) 

2003 239 642 0.01 1.80 -405 

2004 1088 1284 0.01 3.62 -199 

2005 2985 1835 0.01 5.17 1144 

2006 4583 1835  5.17 2743 

2007 6823 1835  5.17 4983 

2008 9090 1835  5.17 7250 

2009 7297 1835  5.17 5456 

2010 2506 1835 0.01 5.17 666 

2011 1088 1835 0.01 5.17 -752 

2012 2985 1835 0.01 5.17 1144 

2013 4583 1835  5.17 2743 

2014 6823 1835  5.17 4983 

2015 9090 1835  5.17 7250 

2016 7297 1835  5.17 5456 

2017 2506 1835 0.01 5.17 666 

2018 1088 1835 0.01 5.17 -752 

2019 2985 1835 0.01 5.17 1144 

2020 4583 1835 5.17 2743 

2021 6823 1835  5.17 4983 

2022 9090 1835  5.17 7250 

2023 7297 1835  3.62 5458 

2024 4012 1835   1.80 2175 

* 自動車による苗木運搬     

* * 薪採集のboundary外へ移動分   

 

   別表６  Income estimation per hectare from the project site (VND/ha) 
 Income (VND/ha) Activities 

before project 2    million Cultivation of agriculture crops  

4.5  million Wage as planting (1st year) 

1    million Wage as tending (2nd year) during JIFPRO 
project 

1    million Wage as tending (3rd year) 

0 No wage/income, but have to tend trees（4th 

season） 
0 No income from thinning (5th season) 

0 No wage/income, 6th to 7h season 
after project 

22-30 million Income from harvest (7th season) 

VND：ベトナムドン（約15,000US$） 
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Annex 1      
別表７プロジェクト参加者の詳細情報 （２例を掲載した。以下省略す。） 

CONTACT INFORMATION FOR PARTICIPANTS IN THE PROJECT ACTIVITY 
Organization: JIFPRO (Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center) 
Street/P.O.Box:  
Building: Rinyu Building 3th floor 
City: 1-7-12 Koraku, Bunkyo-ku 
State/Region: Tokyo 
Postcode/ZIP: 112-0004 
Country: Japan 
Telephone: +81-3-5689-3450 
FAX: +81-3-5689-3360 
E-Mail: jifpro@jifpro.or.jp
URL: http://www.jifpro.or.jp/
Represented by:  
Title: Executive Director 
Salutation: Mr. 
Last Name: Hisaharu 
Middle Name:  
First Name: HAYASHI 
Department:  
Mobile:  
Direct FAX:  
Direct tel:  
Personal E-Mail: hisaharu@jifpro.or.jp
 

mailto:jifpro@jifpro.or.jp
http://www.jifpro.or.jp/
mailto:hisaharu@jifpro.or.jp
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Organization: Environmental Restoration and Conservation Agency 
Street/P.O.Box:  
Building: Muza Kawasaki Central Tower 
City: 1310, Omiya-cho, Saiwaiku, Kawasaki City, 
State/Region: Kanagawa prefecture 
Postcode/ZIP: 212-8554 
Country: Japan 
Telephone: +81-44-520-9501 (Administration and Planning Department)) 
FAX: +81-44-520-2131 
E-Mail:  
URL: http://www.erca.go.jp/
Represented by:  
Title:  
Salutation:  
Last Name:  
Middle Name:  
First Name:  
Department: Department of The Japan Fund for Global Environment 
Mobile:  
Direct FAX: +81-44-520-2190 
Direct tel: +81-44-520-9609 (NGO Support) 
Personal E-Mail: c-kikin@erca.go.jp
 

http://www.erca.go.jp/
mailto:c-kikin@erca.go.jp


追加性の証明と評価のツール(仮訳) 

 

2004 年 12 月 27 日 

（社）海外産業植林センター 

 

この仮訳は第 16 回 CDM理事会レポートで公開された Annex １ ”Tool for the demonstration and 

assessment of additionality” を当センターで仮訳したものである。 

 

主な単語訳は下記のとおりとした。 

 

英語 日本語 表示 

tool 道具、手段 ツール 

additionality 追加性 追加性 

alternatives 代わりのもの、代案 代案 

investment analysis 投資分析 投資分析 

barriers analysis 障壁分析 バリアー分析 

common practice analysis 通常業務分析 通常業務分析 

incentive 誘因、メリット インセンティブ 

simple cost analysis 単純コスト分析 単純コスト分析 

investment comparison analysis 投資比較分析 投資比較分析 

benchmark analysis 基準値分析 基準値分析 

financial indicator 財務的指標 財務的指標 

assumptions 仮説、仮定値 仮定値 

sensitivity analysis 感度分析 感度分析 
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第 16 回 CDM 理事会レポート 

 

Annex１ 

追加性（additionality：以下、「追加性」と表示）の証明と評価のツール 

 

１．この文書は、追加性の証明と評価に関する段階的アプローチを示すものである。これらのステップは

以下のとおり： 

  ・プロジェクト活動に対する代案（alternatives：以下、「代案」と表示）の特定； 

  ・提案されるプロジェクト活動が、経済的 or 財務的な観点からは、最も魅力的なものではないというこ

とを決定するための投資分析（以下、「投資分析」と表示する）； 

  ・バリアー（障壁：以下、「バリアー」と表示）の分析； 

  ・通常業務の分析（以下、「通常業務分析」と表示）；及び 

  ・提案されるプロジェクト活動が CDMプロジェクト活動として登録された場合の効果。 

 

通常業務分析とは、提案されるプロジェクト活動と同様の活動についての情報に基づき、投資分析とバリ

アー分析を補足及び補強するものである。これらのステップは本文書の最終ページでフローチャートに要

約されている。 

 

２．この文書は追加性の証明と評価を実施する際の一般的な構成（考え方）を示すものであり、広い範囲

のプロジェクトタイプに適用可能なものである。ある特殊なプロジェクトタイプについては、この構成（考え

方）を調整する必要があるかも知れない。 

 

３．新ベースライン方法論を提案するプロジェクト参加者は、その提案書にこの整理統合されたツールを

組み入れても良い。また、プロジェクト参加者は、理事会に対し、追加性の証明に関する他のツールの検

討を依頼・提案できる。 

 

ステップ０．プロジェクト活動開始日に関する予備的な審査 

 

The Marrakesh Accords（COP７決定文書）及びdecision 18/CP.9（COP９決定文書）の中に、登録日1以前

に開始されるCDMプロジェクト活動の適格性についてのガイダンスの記述がある。 

 

１．もしプロジェクト参加者が、プロジェクト活動の登録日より以前にクレジット発生期間の開始を希望する

場合、以下を提出しなければならない。 

 (a) そのCDMプロジェクト活動が、2000年 1月 1日から最初のCDMプロジェクト活動登録日の間に開

始されたことを示す証拠。但し、この登録日以前にクレジット発生期間を開始させようという試みは、

2005 年 12 月 31 日に登録を目指すもの（2005 年 12 月 31 日以前に申請するもの）に限られるという

ことに注意のこと。 

 (b) CDM からのインセンティブ（誘因、メリット：以下、「インセンティブ」と表示）がなければプロジェクト活

動実施の決定はなかったことを示す証拠。この証拠は、プロジェクト活動開始時もしくはそれ以前の

もので、第三者にも入手可能な文書（公文書、規則 and/or その他統合されたもの、が好ましい）に

基づいたものでなければならない。 

 

 

                                                  
1  より詳しい情報については、以下を参照。 decision 17/CP.7 及びdecision 18/CP.9（FCCC/CP/2001/13/Add.2 の文書、 

FCCC/CP/2003/6/Add.2 の文書）、 並びにプロジェクト設計書(CDM-PDD)を完成させるためのガイドラインに含まれているCDM専門

用語の用語集（UNFCCC CDM web site: unfccc.int/cdm. で閲覧可能）。 
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ステップ１．現在施行中の法律及び規則に矛盾しないプロジェクト活動の代案の特定 

 

（注意 ： 理事会のガイダンスに従い、「ベースラインシナリオ」と「ベースライン排出量--AR の場 

合は、吸収量--」2との間に矛盾がないことを確認すること。） 

 

次のサブステップを踏むことによって、ベースラインシナリオ（の一部）となり得るプロジェクト活動の代案3

を定義する。但し、そのプロジェクト活動の代案は、現実的且つ説得力のあるものでなければならない。 

 

サブステップ１a．プロジェクト活動の代案を定義する： 

 

１．プロジェクト参加者 or同様プロジェクトの開発を試みる者4がある生産物 orサービスを提供しようとした

場合を想定し、提案されるCDMプロジェクト活動5と比較して、現実的且つ説得力のある代案を特定す

る。これらの代案は以下のものを含む： 

・CDM プロジェクト活動としては実施されない提案されるプロジェクト活動； 

・生産物やサービス（例えば、電力、熱、or セメント）を提供するプロジェク活動の場合を想定し、品

質、特性、適用の分野での比較において、もっともらしくまた説得力のある全ての他の代案； 

・もし適用できるならば、現在の状況の継続性（実施されるプロジェクト活動は存在しない or その

代案も存在しない）。 

 

サブステップ１b．適用されるべき法律と規則の実施 

 

２．代案は、適用されるべき法的（及び規則的）要求を満足するものでなければならない。これらの法律や

規則が温暖化ガスの削減以外の目的、例えば地域の大気汚染の緩和6であったとしても、（大気汚染

緩和の法律・規則を）遵守していなければならない。（このサブステップにおいては、法的拘束力を持

たない国や地方政府の政策は考慮しない7。） 
 

３．ある代案が適用されるべき法律や規則を遵守していない場合、その国や地域における現在の実態を

調査し、それらの適用されるべき法的（及び規則的）要求がシステム的に実施されていないこと、また

その国においてはそれらの要求の非遵守が一般的であること、を示す。もしこれを示すことが出来なけ

れば、その代案は以後の検討対象から除外する。 

 

４．もし、プロジェクト参加者が考え得るものの中で、その提案されるプロジェクト活動が、常識的に見て、

全ての規則に適合する唯一のものである場合、その提案されるCDMプロジェクト活動には追加性はな

い。8

 

→ステップ２（投資分析）or ステップ３（バリアー分析）に進む。（プロジェクト参加者はステップ２とステップ

３の両方を行う選択も可能） 

 

 

                                                  
2第９回理事会報告書のAnnex 3 の第２節を参照。(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/009/eb09repa3.pdf) 
3 この文書においては、「代案シナリオ」を「代案」と表示する。 
4例えば、風力発電に投資しようとしている者 orコジェネに投資しようとしている砂糖生産業者にとっては、石炭発電 or水力発電は代案と

はならないかもしれないが、公共事業体にとっては代案となり得るかもしれない。それ故、代案は、技術や環境と同じく投資者にも、関連す

る（代案には、技術や環境が異なることに関連するものが存在すると同時に、投資者が異なることに関連するものも存在する）。 
5例えば、コジェネ・プロジェクトの生産物は、現場で使用する熱や電力、またグリッド輸出の余剰電力が含まれる。埋め立て地ガス捕捉プ

ロジェクトが提案される場合、プロジェクトによって提供されるサービスは被覆による埋め立て事業を含む。 
6例えば、ある国において、無被覆の埋め立ての代案を想定する場合、この代案シナリオが埋め立てに関連する安全規則 or環境
規則を遵守していない場合、この代案は認められない。 
7今後、理事会が「国及び業界の方針」に関してガイダンスを出すかも知れない。その場合、この見解は修正されるかもしれない。 
8理事会の「クレジット発生期間の更新」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 
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ステップ２．投資分析 

 

CERs の販売収入を持たない他の代案と比較して、提案されるプロジェクト活動が経済的 or 財務的に

劣るかどうかを決定する。投資分析行うには、以下のサブステップを使用する。 

 

サブステップ２a．適切な分析方法の決定 

 

１．単純コスト分析、投資比較分析、or 基準値分析（サブステップ２b．）のうちどれを適用するのか決定す

る。もしそのCDMプロジェクト活動がCDM関連収入以外に財務的 or 経済的な利益を生まない場合、

単純コスト分析（オプションⅠ）を適用する。それ以外の場合は、投資比較分析（オプションⅡ）or 基準

値分析（オプションⅢ）を使う。 

 

サブステップ２b．―オプションⅠ．単純コスト分析の適用 

 

２．CDM プロジェクト活動に関連するコストを書き出し、その活動が CDM 関連収入以外の経済的利益を

生まないことを順序だてて説明（証明）する。 

 

→提案されるCDMプロジェクト活動が経済的には魅力がないとの結論になった場合、ステップ４（通常事

業分析）に進む。 

 

サブステップ２b．―オプションⅡ．投資比較分析の適用 

 

３．IRR9、NPV、費用便益比、orサービス費用単価（例えば、$/kWhの電力生産平均コスト or $/GJの熱

供給平均コスト）など、そのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、最も適切な財務的指

標(financial indicator)を特定する。 

  

サブステップ２b．―オプションⅢ．基準値分析の適用 

 

４．IRR10、NPV、費用便益比、orサービス費用単価（例えば、$/kWhの電力生産平均コスト or $/GJの熱

供給平均コスト）など、そのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、最も適切な財務的指

標(financial indicator)を特定する。次に投資に対するリターン要求率(required rate of return : RRR)の

ような関連基準値を特定する。基準値は、そのプロジェクトタイプにおける特殊なリスクを考慮した上で

の、市場における現状の標準リターンとするが、そのプロジェクト開発者独自の想像期待利益 orリスク

の考え方を考慮に入れてはならない。基準値は以下のものから持ってくることが出来る。 

・ 独立したファイナンスエキスパートによって評価され、企業投資 and/or プロジェクトタイプを反

映させるために適切なリスク割り増しを考慮した、国債の利率。 

・ 比較可能な（同様の）プロジェクトを想定した場合、銀行家や個人投資家・ファンドが要求するリ

ターンに基づいた、資金コストや要求資本利益率（例えば、関係するプロジェクト活動の国およ

びタイプに対して求められる商業貸し出し利率及び保証）の評価。 

・ もし、可能性のあるプロジェクト開発者が一人しかいない場合（例えば、そのプロジェクト活動が

現状設備の改良である場合）は、その会社の社内基準値（会社の平均資本コスト）。プロジェクト

開発者はその基準値が過去においても首尾一貫して使われてきたことを証明しなければならな

い、即ち、同じ会社が同様の条件で開発するプロジェクト活動については同じ基準値を使う。 

                                                  
9投資比較分析では、プロジェクトIRRやエクイティIRRとしてIRRが計算される。プロジェクトIRRは、資金ソースに関係なく、
プロジェクトに関連する資金の支出と収入のみに基づいて、リターンを計算する。エクイティIRRは、投資家へのリターンを計
算するため、債務の額とコストをも考慮する。投資へ進むかどうかの決定は、投資家へのリターンに基づくため、多くの場合、

エクイティIRRの方がより適切であろう。しかしプロジェクトIRRが適切な場合もある。 
10基準値分析では、IRRはプロジェクトIRRで計算されなければならない。もし可能性のあるプロジェクト活動開発者が一人しかいない場合

（例えば、それが現状設備の改良の場合）、IRRはエクイティIRRで計算されなければならない。 
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サブステップ２c．財務的指標の計算と比較（オプションⅡ及びⅢにのみ適用可能）： 

 

５．提案されるCDMプロジェクト活動に適した財務的指標を計算し、またオプションⅡの場合は、他の代

案に適した財務的指標を計算する。それには、全ての関連する費用（例えば、投資コスト、操業コスト

及びメンテナンスコストを含む）、また収入（CER販売収入は除外するが、補助金や財政的インセンティ

ブが存在するのであれば含める11）、更には、公共事業体の場合ふさわしければ市場には関係のない

費用や利益、が含まれる。 

 

６．透明性のある方法で行った投資分析を提示し、また CDM-PDD の中で使用した全ての関連する仮定

値（仮説）を提示する。即ち他の人物が再計算しても同じ結果が得られるようにする。重要な技術的経

済パラメーター及び仮定値（資本コスト、燃料単価、寿命、及び資本の割引率 or コスト）を明確に提

示する。DOE が確認できる方法で、仮定値の正当性を示す and/or 例証する。財務的指標の計算の

際には、プロジェクト特有の予想値と仮定値であることを条件として、プロジェクトのリスクをキャッシュフ

ローの中に織り込むことが出来る（例えば、保険料は特有なリスクと同等物を反映するものとして使うこ

とが出来る）。 

 

７．投資分析に用いる仮定値と入力データは、プロジェクト活動とその代案に差異があってはならないが、

その差異の正当性が十分実証されるならばこの限りではない。 

 

８．有効化審査のために提出される CDM-PDD の中で、提案される CDMプロジェクト活動の財務的指標

と下記のものとの明確な比較を、提示する。 

(a) もしオプションⅡ（投資比較分析）の場合は、その代案。もし他の代案の中の一つが最良の指標

（例えば、最も高い IRR）を持つならば、そのCDMプロジェクト活動は最も財務的に魅力があるもの

とはみなされない。 

(b) もしオプションⅢ（基準値分析）の場合は、その財務的基準値。もし、そのCDMプロジェクト活動が

基準値と比較して魅力的な指標ではない場合（例えば、基準値より低い IRR の場合）、その CDM

プロジェクト活動は財務的に魅力があるものとはみなされない。 

 

サブ-ステップ２d．感度分析（オプションⅡ及びⅢにのみ適用可能） 

 

９．財務的に魅力があるかどうかの結論を出すに際しては、重要な仮定値に合理的に反応するかどうかを

示す感度分析を行う。投資分析が（仮定値の現実的な範囲に対して）首尾一貫している場合にのみ

追加性の有効性についての価値のある論議が可能であり、また、そのプロジェクト活動が最も財務的

に魅力があるものではない（ステップ２c パラ８aを参照）or財務的に魅力があるものではない（ステップ

２c パラ８b を参照）という結論を証明できる。 

 

→ 感度分析の後、提案されるプロジェクト活動が、財務的に最も魅力があるものではない（ステップ２c 

パラ８a を参照）、or 財務的に魅力があるものではない（ステップ２c パラ８b を参照）という結論になった

場合、ステップ３（バリアー分析）、or ステップ４（通常業務分析）に進む。 

 

→ 下記のバリアー分析を実施しない場合、また提案されるプロジェクト活動が（ベースラインシナリオの

発生を妨げない）バリアーに直面しているということを指摘できなない場合、そのプロジェクト活動には追

加性はないとみなされる。 

 

 

                                                  
11理事会の「国及び業界の方針」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 
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ステップ３．バリアー分析 

 

このステップを使用する場合、提案されるプロジェクト活動が以下のバリアーに直面しているかどうかを、

決定する： 

 (a)  提案されているプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリアー、及び 

 (b)  少なくとも一つの代案の実施を妨げるものではないというバリアー。 

 

以下のサブステップを使用する： 

 

サブステップ３a． 提案されるプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリアーの特定： 

 

１．もしこのプロジェクト活動がCDM活動として登録されない場合、このタイプのプロジェクト活動の実施を

妨げるバリアーが存在するということを立証する。そのバリアーは、以下のものを含めても良い： 

上記ステップ２の経済的・財務的バリアー以外の投資バリアー、特に： 

－このタイプの革新的プロジェクト活動に対しては資金提供者が存在しない； 

－プロジェクト活動が実施される国の中に、国内 or 外国からの直接投資に関して、実際の or 認識

されるリスクがあるために、国際資本市場にアクセスする手段が存在しない。 

 

技術的バリアー、特に： 

－その技術を稼動・維持するための熟練した and/or 正しく訓練された労働力が存在しない、またホス

ト国には（破損や故障を修理するための？？）必要な技術を教育・訓練する機関が存在しない； 

－その技術を実施するためのインフラが存在しない。 

 

実行を妨害するバリアー、特に： 

－そのプロジェクト活動が先駆者である：このタイプのプロジェクト活動は、当該ホスト国 or 地域には存

在しない。 

 

特定されたバリアーは、追加性を証明するための十分な根拠を持つものに限定される。即ち、それが

CDM 活動として登録されない場合は、可能性のあるプロジェクト提案者はその提案されるプロジェクト活

動を実施しないだろうというものに限定される。 

 

２．透明性があり且つ文書となっている証拠を提示する。また、特定されたバリアーが存在すること及びそ

れが重要なものであることを、どのように証明するかについては、その文書となっている証拠を保守的

に（控えめに）解釈して提示する。逸話的証拠を含めることも可能であるが、これ単独ではバリアーの十

分な証拠とはならない。提示される証拠のタイプとしては、以下のようなものを含めても良い： 

(a) 関連する法律、規則の情報 or 産業の水準（標準的な状態）； 

(b) 大学、調査機関、業界団体、企業、多面的な問題を扱う機関などによって実施された、関連する

（業界の）研究 or 調査（例えば、市場調査、技術研究、など）； 

(c) 国内統計値 or 国際的統計値から得られる関連する統計データ； 

(d) 関連する市場データの文書（例えば、市場価格、料金表、規則）； 

(e) CDM プロジェクト活動を開発 or 実施している企業 or 機関、もしくは CDMプロジェクト開発者によ

って書かれた文書。例えば、取締役会議事録、往復文書、企業化調査、財務 or 予算情報など； 

(f) 提案されるプロジェクト活動 or 過去に実施された同様のプロジェクトに関係している（or関係してい

た）プロジェクト開発者、請負人、or プロジェクトパートナーによって作成された文書； 

(g) 業界からは独立している専門家の判断意見、教育機関（例えば、大学、技術学校、訓練センター）、

業界団体、及びその他、によって書かれた文書。 

 

サブステップ３b．特定されたバリアーが、（提案されるプロジェクト活動を除く）代案のうち少なくとも一つ

の実施を妨げるものではないということを示す： 
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３．もしその特定されたバリアーが他の代案にも影響を与える場合、それらの影響が、提案されるCDMプ

ロジェクト活動に与える影響と比較して、どのように強くないのかを説明する。言い換えると、その特定

されたバリアーは、代案のうち少なくとも一つの実施をどのように妨害しないのかを説明する。サブステ

ップ３a．で特定されたバリアーによって妨害される代案は、代案としての価値はなく、検討の対象から

は除かれるべきである。少なくとも一つの代案が特定されなければならない。 

 

→サブステップ３a．及びサブステップ３b．の両方を満足させられる場合、ステップ４（通常業務分析）に進

む。 

 

→サブステップ３a．及びサブステップ３b．のどちらか一つを満足させられない場合、そのプロジェクト活

動は追加性があるとはいえない。 

 

 

ステップ４．通常業務分析 

 

上記の一般的な追加性のテストに加えて、提案されるプロジェクトタイプが関連する業界及び地域におい

て既に普及している限界（例えば、技術的な程度 or 業務的な範囲）の分析を補足する。このテストは投

資分析（ステップ２） or バリアー分析（ステップ３）を補足するための信頼性チェックである。以下のサブス

テップを使うことにより、現状の通常業務について特定及び論議を行う。 

 

サブステップ４a．提案されるプロジェクト活動に類似した他の活動の分析を行う： 

 

１．提案されるプロジェクト活動に類似した、過去に実施された or 現在実施中の、他の活動の分析を行う。

もしそれらが、同じ国・地域で実施されるもの、and/or 概括的に見て類似した技術に依存するもの、同

じような規模のもの、規則的枠組み・投資環境・技術的アクセス・資金的アクセス・その他を考慮し類似

の環境下で実施されるもの、である場合は、類似したものとみなされる。この分析においては、他の

CDMプロジェクト活動は含まない。関連がある場合は、量的な情報を提出する。 

 

サブステップ４b． 類似のオプションが存在するかどうかを論議する： 

 

２．類似の活動が広く目撃され、また普通に実施されているならば、提案されるプロジェクト活動は財務的

に魅力的ではない（ステップ２で論議）、 or バリアーに直面している（ステップ３で論議）、という主張は

疑問となる。それ故、もし上記で類似の活動が特定された場合には、なぜこれら類似の活動の存在が

存在するにもかかわらず、提案されるプロジェクト活動は財務的に魅力がないという主張 or バリアーが

存在するという主張ができるのかを証明する必要がある。これは、提案されるプロジェクト活動と他の類

似活動とを比較し、それらの間の本質的な特異性を指摘・説明することにより可能となる。即ち、なぜ類

似の活動は財務的に魅力があって利益が享受できるのか（例えば、補助金 or その他の財務的フロ

ー）、or 提案されるプロジェクトが直面するバリアーになぜ（その類似の活動は）直面しないのか、を説

明する。 

 

３．本質的な特異性（を指摘・説明するに際して）は、提案される CDM プロジェクト活動が実施される環境

と類似のプロジェクトが実施された環境とを比較し、大きな変化が存在する、ということを含めても良い。

例えば、新しいバリアーが発生したこと、or 促進政策が終了したこと、CDM によるインセンティブがなけ

れば提案される CDM は実施し得ないという状況を導き出すもの。その変化は、本質的で且つ立証可

能なものでなければならない。 

 

 

→もし、サブステップ４a．及び４b．を満足させられる場合、即ち、類似の活動が目撃されることはないとい
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うことを証明できる、 or 類似の活動が目撃されるけれどもプロジェクト活動と類似の活動との間の本質的

な特異性を合理的に説明できる場合には、ステップ５（CDM として登録されることの効果）に進む。 

 

→もしサブステップ４a．及び４b．を満足させられない場合、即ち、類似の活動が目撃され、またプロジェ

クト活動と類似の活動との間の本質的な特異性が合理的に説明できない場合には、提案される CDM プ

ロジェクト活動に追加性はない。 

 

 

ステップ５．CDM登録の効果 

 

一つの CDM 活動として承認・登録されること、またプロジェクト活動によって付帯利益及びインセンティブ

が得られることが、経済的・財務的なハードル（ステップ２） or 他の特定されたバリアー（ステップ３）をどの

ように緩和させ、その結果としてプロジェクト活動が実現可能となるということを説明する。その利益やイン

センティブには以下のような様々なタイプがある。 

・ 温室効果ガスの人為的削減； 

・ CERs 販売から得られる収入の財務的利益、 

・ 同様のバリアーを解決できない新規参入者、orより低IRRでの実現（即ち、少ない資本でも出来るた

め）をもくろむ新規参入者にとって魅力的であること。 

・ 予想収入に影響を与えるインフレーションや為替のリスクを軽減し、投資者にとって魅力的なもの。 

 

→ステップ５を満足させられる場合、提案される CDMプロジェクト活動はベースラインシナリオでは 

ない。 

→ステップ５を満足させられない場合、 提案される CDMプロジェクトは追加的ではない。 
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フローチャート： 追加性の仕組み 

 

 

ステップ０： プロジェクト活動の開始日についての予備的な審査 

PASS

ステップ１： 現在施行中の法律および規則に矛盾しない 

プロジェクト活動の代案の判定 

 

PASS

ステップ２： 投資分析 ステップ３： バリアー分析 

PASS

ステップ４： 通常業務 

PASS

ステップ５： ＣＤＭ登録の効果 

PASS

プロジェクト活動は追加的である 
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