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２ ＣＤＭ‐ＰＤＤ作成のガイドライン 

２－１ ＣＤＭ‐ＰＤＤ作成の留意事項 

 

 本項は２－３ CDM-PDDガイドラインをもとに検討、作成した。 

なお、このCDM-PDDの様式は2003年度末時点で最新の排出源CDM-PDDの様式（案）を用いてお

り、これをそのまま吸収源CDMに使用することは出来ないが、排出源の場合においてどのような事項

を要求されているのかを研究することは、将来、吸収源CDM-PDDを検討する上で参考になると思わ

れる。また、CDM-PDD様式（案）は英語であるが、当センターにて仮訳を付したので参考としていた

だきたい。 

 

２－１－１ PDD 
 排出源PDDの新しい様式案（CDM-PDD Ver02）の中に記載すべき事項とその際に留意すべき事
項について述べる。 
 

DRAFT 
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM (CDM-PDD) 
Second Version (Ver02) (in effect as of: XX Month 2003) 

 
Introductory Note（序論） 

1. This document contains the clean development mechanism project design document 
(CDM-PDD). The document is in conformity with the relevant modalities and procedures for the 
Project Design Document for CDM project activities as defined in Appendix B “Project Design 
Document” to the CDM modalities and procedures (decision 17/CP.7 contained in document 
FCCC/CP2001/13/Add.2). 
この書類はク リーン開発メカニズムプロジェク トデザインドキュ メン ト (CDM-PDD)である。この書類は、
FCCC/CP/2001/13/Add.2のdecision 17/CP.7において、CDM modalities and procedures（以下、CDM M&Pと記
す）のAppendix B「Project Design Document（以下、PDDと記す）」で定義するPDDの方法と手順に準拠する。 
 
2. The CDM-PDD 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). 
CDM-PDD は UNFCCC CDM web site(http://unfcc.int/CDM)か e-mail (CDM-info@unfccc.int)から電子ファイル
で、ファックス(Fax: +49-228-815-1999）から印刷されたフォーマットで手に入れることが出来る。 
 
3. Explanations for project partic ipants are in italics. 
プロジェクト参加者への解説は斜体で書かれている。 
 
4. Terms which are underlined with a broken line are explained in the “CDM PDD Glossary of 
Terms”. It is recommended that before or during the completion of the form that project 
participants consult the most recent version of the “CDM-PDD Glossary of Terms”. 
点線で下線をした用語は「CDM-PDD Glossary of Terms 」で解説されている。様式を作成する前または作成中に、プロ
ジェクト参加者が「CDM-PDD Glossary of Terms 」の最新版を読むことを推奨する。 
 
5. Project participants should also consult the section “Guidance – clarifications” available on the 
UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm) or from the UNFCCC secretariat by e-mail 
(cdminfo@unfccc.int) or in print via fax (+49-228-815 1999). 
プロジェクト参加者は、UNFCCC CDM web site (http://unfcc.int/CDM) または、E-mail (CDM-info@unfccc.int)、文
書(Fax: +49-228-815-1999）で、UNFCCC事務局から得られる「Guidance-clarifications」も参考にする。 
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6. The CDM-PDD presents information on the essential technical and organizational aspects of the 
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. 
CDM-PDDでは本質的な技術と構造的な観点によるプロジェクト活動の情報を述べる。また京都議定書で UNFCCCに対
して求められている通り、CDM-PDDはプロジェクトの有効性審査、登録、検証(validation, registration, verification)に
対する重要な情報(key input)である。関連する方法と手順は FCCC/CP2001/13/Add.2の decision17/CP.7詳細に示さ
れている。 
 
7. The CDM-PDD contains information on the project activity, the approved baseline methodology 
applied to the 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-PDD はプロジェクト活動、そのプロジェクト活動に適用される承認されたベースライン方法論とモニタリング方法論の
情報を包含する。CDD-PDD はベースライン方法論の選択と、モニタリングデータと計算方法を含む、適用するモニタリング
のコンセプトを議論し正当化する。 
 
8. Project participants should submit the completed version of the CDM-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-PDD, especially whether it satisfies the relevant modalities and procedures concerning CDM 
project activities. 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完成した CDM-PDD を、必要であれば添付書類と共に、validation のために DOE (designated 
Operational Entity：指定運営機関)に提出しなければならない。DOE はその後、CDM-PDD に示された情報の適性
を、特に CDM 活動に関する方法と手順が満たされているかについて調査する。この調査に基づき、DOE はプロジェクト
の有効性審査に関する決定をおこなう。 

 
9. The Executive Board may revise the format of the Project Design Document (CDM-PDD), if 
necessary. Revisions shall not affect CDM project activities submitted for registration prior to the 
date on which a revised version of the CDM-PDD enters into effect. Versions of the CDM-PDD 
shall be consecutively numbered and dated.  
理事会は、必要ならば、このプロジェクトデザインドキュメント(CDM-PDD)を改定することができる。改訂は、新バージョンの
CDM-PDD が有効となる日時以前に提出された CDM-PDD には影響を及ぼさない。CDM-PDD の各バージョンは連番
号と日付がつけられる。 
 
10. In accordance with the CDM M&P, the working language of the Board is English. The CDM 
PDD shall therefore be submitted in English to the Executive Board. However, the CDM PDD 
format is available on the UNFCCC CDM web site for consultation in all six official languages of 
the United Nations. 
CDM M & Pに従って、会議で使用される言語は英語である。そのため、CDM-PDDは英語で理事会(EB)に提出される。
しかしながら、様式は合議のために、国連の６公用語で、UNFCCC CDM web siteにおいて入手できる。 
 
11. The CDM-PDD should be completed without modifying its format, headings, font or logo. 
CDM-PDDは、その体裁、表題、フォントまたはロゴを修正することなく完成されなければならない。 
 
12. This form is not applicable to afforestation and reforestation CDM project activities. Please 
consult the UNFCCC CDM web site for obtaining information regarding the CDM-PDD form for 
afforestation and reforestation CDM project activities. 
この様式は新規植林・再植林 CDM(AR-CDM)プロジェクト活動には適用できない。AR-CDM プロジェクト活動の

CDM-PDDに関する情報を得るには UNFCCC CDM ウェブサイトを参照する。 
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プロジェクト活動の全般的な記述 

B. Application of a baseline methodology 
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A. General description of project activity＜プロジェクト活動の全般的な記述＞ 
A.1 Title of the project activity:＜プロジェクト活動の名称＞ 
 
A.2. Description of the project activity: ＜プロジェクト活動の記述＞ 
(Please include in the description 
- the purpose of the project activity 
- the view of the project participants of the contribution of the project activity to sustainable 

development (max. one page).) 
－プロジェクト活動の目的 
－持続的発展への寄与に対するプロジェクト参加者の見解（最大１ページ） 
 

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。 
⑤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、
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賃貸借、（生産物の）分収、無償貸与などが考えられる。） 
⑥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。） 
⑦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（活動）参加者＞ 
(In accordance with the use of the term project participant in the CDM modalities and procedures, 
a project participant is either a Party involved or, in accordance with paragraph 33 of the CDM 
modalities and procedures, a private and/or public entity authorized by a Party to participate, 
under the Party’s responsibility, in CDM project activities. Project participants are Parties or 
private and/or public entities that take decisions on the allocation of certified emission reductions 
(CERs) from the project activity under consideration. At registration, a statement signed by all 
project participants shall be provided clarifying the modalities of communicating with the 
Executive Board and the secretariat, in particular with regard to instructions regarding 
allocations of CERs at the point of issuance. 
CDM M&Pの事業参加条項に従い、事業参加者は、締約国自身もしくは、（CDM M&P 33項に従って）締約国から参加
を認められた民間 and/or 公的機関である。事業参加者は、CERの配布（率）を決定することができる国自身もしくは民間
and/or 公的機関である。CER を発行するに際して必要となる、CER の配布（率）を記した書類、及び理事会（以下、EB と
記す）と事務局が問い合わせする方法について記した書類を提出する。これらの書類は事業参加者全員の署名が必要で

ある。 
 

Please list Party(ies) and private and/or public entities involved in the project activity and provide 
contact information in Annex 1. 
事業参加者のリストを記入し、Annex 1 にその連絡方法を記す。 
 

Please indicate at least one of the above as the main contact for the CDM project activity.) 
代表連絡先を最低１つ指名する。 
 
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。 
 
A.4. Technical description of the project activity: ＜プロジェクト活動の技術的な記述＞ 
A.4.1. Location of the project activity: ＜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 physical location, including information allowing the unique identification of this 
project activity (maximum one page): 
＜その場所を特定するための詳細な情報（特徴など）を記述（最大１ページ）＞ 
 
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）。 
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A.4.2. Category(ies) of project activity＜プロジェクト活動のカテゴリー＞ 
(Using the list of categories of project activities and of registered CDM project activities by 
category available on the UNFCCC CDM web site, please specify the category(ies) of project 
activities into which this project activity falls. If no suitable category(ies) of project activities can be 
identified, please suggest a new category(ies) descriptor and its definition, being guided by relevant 
information on the UNFCCC CDM web site.) 
UNFCCC CDM web siteでプロジェクト活動とCDMプロジェクト活動として登録されたカテゴリーのリストを参照し、このプロジェ
クトがどれに該当するのか特定する。適切なカテゴリーが存在しない場合はUNFCCC CDM web siteの案内に従って、新しい
カテゴリー名と定義を提案する。 
 

AR 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、 
① 産業的植林 
② 在来種を用いた環境保全目的の植林 
③ アグロフォレストリー 
④ これらを複合した植林 

などが考えられる。 
 
A.4.3. Technology to be employed by the project activity:＜プロジェクト活動で用いる技術＞ 
(This section should include a description on how environmentally safe and sound technology and 
know-how to be used is transferred to the host Party, [if any]  
環境面・安全性から見て、その技術をホスト国に移転する意義はどのような点にあるか？ 
 
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。 
 
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、１
９８９年１２月３１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。 

 
A.4.4. Brief explanation of how the anthropogenic emissions of anthropogenic greenhouse gas 
(GHGs) by sources are to be reduced by the proposed CDM project activity, including why 
the emission reductions would not occur in the absence of the proposed project activity, 
taking into account national and/or sectoral policies and circumstances:  
＜プロジェクト活動により、どのように人為的排出削減を達成するのかという概要説明。この中には、

国（省庁・地方）の政策や関連する状況を考慮し、本プロジェクトがなかった場合なぜこのプロジェクト

が行われなかったのかを記述。＞ 
(Please explain briefly how anthropogenic greenhouse gas (GHG) emission reductions are to be 
achieved (detail to be provided in section B) and provide the estimate of anticipated total 
reductions in tonnes of CO2 equivalent as determined in section E below. Max. length one page) 
どのようにして人為的排出を削減させるのか（セクション B で詳述）、またその排出削減量の推測総量（セクション E で詳述）
について、概要を記述する。 
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A.4.5. Public funding of the project activity: 
＜プロジェクト活動に対する公的資金の関連について＞ 
(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 project activity, including 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][information on sources of 
public funding for the project activity from Parties included in Annex I which shall provide an 
affirmation that such funding does not result in a diversion of official development assistance and is 
separate from and is not counted towards the financial obligations of those Parties].) 
AnnexⅠ国からの公的資金がプロジェクト活動に入っている場合、Annex 2 に記述する。プロジェクト活動に使われる公的
資金の資金源に関する情報を記述する。それらの資金が ODA の流用ではなく、また資金提供国側の財務的な義務ではな
いことを確認する。 
 
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: Baseline”(F-CDM-PDD-NMB) and subsequentlycomplete the 
sections A-E of the CDM-PDD to demonstrate the application of the proposed newmethodology to 
the project activity.) 
（新しい方法論を提案する事業参加者は、ベースライン方法論案(F-CDM-PDD-NMB)を作成し、このプロジェクト活動に
提案された新方法論が起用できることを証明し、本 CDM-PDDの A～Eを記述する。） 
 
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 project activity:
＜承認済みベースライン方法論のうち、どの方法論を本プロジェクトに適用させるのかという記述＞ 
(Please refer to the UNFCCC CDM web site for the title and reference list as well as the details of 
approved baseline methodologies. If a new baseline methodology is proposed, please complete the 
form for “Proposed New Methodology: Baseline”(F-CDM-PDD-NMB). Please note that the table 
“Baseline data” contained in Annex 3 is to be prepared in parallel to completing the remainder of 
this section.) 
（UNFCCC CDM web siteで承認済みベースライン方法論の詳細を参考にし、そのタイトルと参照表を記す。新ベースライ
ン方法論を提案する場合は、ベースライン方法論案(F-CDM-PDD-NMB)を完成させる。Annex 3に記入するベースライン
データ表は本項にも同様に記述する。） 
 
吸収源については、０４年３月３１日現在、承認済みベースライン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済み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。 
 
B.2. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the project 
activity:＜その選択した方法論が本プロジェクト活動に適用できるとした根拠・理由を記述。＞ 
 
添付の新ベースライン方法論案（F-CDM-PDD-NMB）3.1 項で選択したアプローチ（①現状もしく
は歴史的傾向による炭素蓄積量の変化、②経済的に魅力ある土地利用、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、のうち１つを選択）が、本プロジェクトに適用できる理由を 4.1 項の分
析、検討の内容に基づき記述する。 
 

B.3. Description of how the methodology is applied in the context of the project activity＜その
方法論をどのように本プロジェクト活動の状況に適用するのかという記述。＞ 
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（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。 
 
B.4. Description of how the anthropogenic emissions of GHG by sources are reduced below 
those that would have occurred in the absence of the registered CDM project activity  
＜本プロジェクトが存在しない場合と比較して、本プロジェクトによってなぜ人為的吸収量が増加した

のかということを記述。＞ 
(i.e. explanation of how and why this project is additional and therefore not the baseline scenario 
in accordance with the selected baseline methodology) 
選択したベースライン方法論に基づき、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、なぜベースライン

シナリオではないかということを記述する。 
 
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。 

 
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、他の土地利用

より収益性が高い等） 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し 

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し 

植林のインセンティブあり 
（市況が良い、他の土地利用

より収益性が高い等） 

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
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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 

 
B.5. Description of how the de finition of the project boundary related to the baseline 
methodology selected is applied to the project activity:＜選択した方法論に基づき、本プロジェク
ト活動のプロジェクトバウンダリーをどのように定義したのかという説明。＞ 
 
吸収源では、プロジェクトバウンダリーは地理的境界のため、プロジェクトを実施する土地の地理的境

界を明確化する。それらを示す資料を以下に記す。 
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 全体面積。 
④ 土地所有権者、土地利用権者の名前と詳細。 
⑤ 土地利用権の有効期間。 
⑥ 地理的境界を明確化する手段と根拠（有資格者による境界測量など）。 
⑦ 当該土地をプロジェクトのために使用するという契約書（条件、使用期間など）。 

 
（注：インドネシアの特殊事情） 
土地所有権者、土地利用権者を示す公文書が存在しない場合、事業実施責任者、土地所有権者

（利用権者）、及び地元コミュニティの間で合意ののち、地方政府に公文書の発行を依頼する。インド

ネシアにおいては、地方政府にこのような公文書を発行する権限を与えているが、他の発展途上国

においては不明。 
 
B.6. Details of baseline development＜ベースライン設定の詳細記述＞ 
（ベースライン値を決定した手順の詳細説明） 
 
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
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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。 
 

 

   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、 
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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.6.1 Date of completing the final draft of the baseline study (DD/MM/YYYY):＜本ベースラインの
最終案を完成させた年月日＞ 
 
B.6.2 Name of person (s)/entity (ies) determining the baseline: ＜本ベースラインを決定した人物・
組織名＞ 
(Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project participant 
listed in Annex 1.) 
（連絡先を記入し、それが事業参加者の場合 Annex 1にその旨記述） 
 
C. Duration of the project activity / Crediting period 
＜プロジェクトの活動期間・クレジットの（発生）期間＞ 
 
吸収源のクレジットは排出源のそれとは異なるため以下を留意して記述する。 

①事業者はクレジット期間として更新可能 20年間 or更新不可 30年間を選択する。 

②事業者はｔCER or ｌCERを選択する。 

(a) tCER を選択した場合、事業者は次の約束期間に期限切れとなる tCER の発行を理事会に要

請する。そのタイミングは事業者が決める。当該約束期間のあとに起こる人為活動による吸収

量の変化に対してはクレジットは発行されない。 

(b) lCERを選択した場合、事業者は全クレジット期間有効な lCER発行を理事会に依頼する。その

タイミングは事業者が決定する。LCER 発行後に起こるであろう人為活動による吸収量の変化

については顧慮されなければならない。 

 
C.1 Duration of the project activity:＜プロジェクトの活動期間＞ 

 
C.1.1. Starting date of the project activity: ＜プロジェクト活動の開始年月日＞ 
(The starting date of a CDM project activity is the date on which the implementation or 
construction or real action of a project activity begins. Project activities starting as of the year 
2000 (1 January 2000) and prior to and the date of the first registration of a clean development 
mechanism project activity have to provide documentation, at the time of registration, showing that 
the starting date fell within this period.) 
（CDM 活動の開始日は、プロジェクト活動の実施日 or 建設日 or 操業日である。2000 年１月１日以降、CDM の最初の登
記日以前の間に開始されたプロジェクトについては、登記の際に、それを証明する書類を提出する。） 
 
C.1.2. Expected operational lifetime of the project activity: (in years and months, for example two 
years and four months would be shown as: 2y-4m) ＜プロジェクト活動の存続期間＞ 
（例えば２年４ヶ月の場合、2y-4m と記述する。） 
 
C.2 Choice of the crediting period and related information:＜クレジット期間の選定と関連情報＞ 
(Please underline the appropriate option (C.2.1 or C.2.2.) and complete accordingly)  
（下記のC.2.1. or C.2.2.を選択し、下線で示す） 
 
(Note that the crediting period may only start after the date of registration of the proposed activity 
as a CDM project activity. In exceptional cases, the starting date of the crediting period may be 
prior to the date of registration of the project activity as provided for in paras. 12 and 13 of 
decision 17/CP.7, preamble 5 of decision ##/CP.9 and through any guidance by the Executive 
Board, available on the UNFCCC CDM web site) 
（クレジット期間の開始日は提案のプロジェクトが承認され、登録された時点からである。例外として、UNFCCC CDM web 
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site で公開されている、Decision 17/CP.7の paras.12&13, preamble5 of decision ##/CP.9,及び EBのガイダンスに適
合するものについては、クレジット開始日をプロジェクト活動以前の日にできるかもしれない。） 

 
C.2.1. Renewable crediting period (at most seven (7) years per period) ＜更新可能クレジット期間
（最大７年間） 
 
排出源CDMでは最大７年間だが、吸収源CDMでは最大で２０年間、２回までである。 
 
C.2.1.1. Starting date of the first crediting period (DD/MM/YYYY): 
＜最初のクレジット期間開始の年月日＞ 
 
C.2.1.2. Length of the first crediting period＜最初のクレジット期間の期間長＞ 
(in years and months, for example two years and four months would be shown as: 2y-4m):  
例えば２年４ヶ月の場合、2y-4m と記述する。 
 
C.2.2. Fixed crediting period (at most ten (10) years):＜固定（更新不可）クレジット期間＞ 
最大１０年間 
 
排出源CDMは最大１０年間だが、吸収源CDMは最大３０年間である。 
 

C.2.2.1. Starting date (DD/MM/YYYY):＜開始年月日＞ 
 

C.2.2.2. Length (max 10 years): (in years and months, for example: two years and four months 
would be shown as: 2y-4m)＜期間長＞ 
最大１０年間 
例えば２年４ヶ月の場合、2y-4mと記述する。 
 
排出源CDMは最大１０年間だが、吸収源CDMは最大３０年間である。 
 

D. Application of a monitoring methodology and plan＜モニタリング方法論の適用とその計画 
(Where project participants wish to propose a new monitoring methodology, please complete form 
“Proposed New Methodology: Monitoring”(F-CDM-PDD-NMM) and subsequently complete 
sections A-E of the CDM-PDDD l, to demonstrate the application of the proposed new methodology 
to the project activity. 
新しい方法論を提案する事業参加者は、モニタリング方法論案(F-CDM-PDD-NMM)を作成し、このプロジェクト活動に対し
て提案された新モニタリング方法論が適用できることを証明し、本 CDM-PDDを完成させる。 

 
(The monitoring plan needs to provide detailed information related to the collection and archiving of 
all relevant data needed to 

- estimate or measure emissions 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、以下に記述する全ての関連するデータの収集と保管に関連する詳細情報を網羅する必要がある。 
－プロジェクト内で発生する吸収（排出）の推測 or測定 
－ベースラインの決定、及び 
－プロジェクトバンダリー外で増加する排出 

 
The monitoring plan should reflect good monitoring practice appropriate to the type of project 
activity. Project participants shall implement the registered monitoring plan and provide data, in 
accordance with the plan, through their monitoring report. 
また、そのモニタリング計画はプロジェクト活動のタイプに適切な good monitoring practiceで行われなければならない。事業
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参加者は登録されたモニタリング計画に沿って実施し、その計画に従い、その報告書を通じてデータを提供する。 
 

Designated operational entities will verify that the monitoring methodology and plan have been 
implemented correctly and check the information in accordance with the provisions on verification. 
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. 
DOE はモニタリング方法論とその計画が正しく実施されたかどうかを検証し、検証条件に適合しているかどうかをチェックする。
このセクションはモニタリング計画を詳細に記述する。これには、方法論に記載されているガイダンスを考慮の上、データの出

典確認及び正確性、類似性、完全性、有効性についての品質を含む。 
 
Please note that data monitored and required for verification and issuance are to be kept for two 
years after the end of the crediting period or the last issuance of CERs for this project activity, 
whatever occurs later.) 
検証及び発行を目的としてモニタリング及び要求されたデータは、クレジット期間終了後２年間もしくは本プロジェクト活動の最

終CERs発行の、いずれか遅い方の時点まで保持される。 
 

D.1. Name and reference of approved monitoring methodology applied to the project activity:
＜プロジェクト活動に適用する、承認済みモニタリング方法論の名前とリファレンス＞ 
(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: Monitoring” 
(F-CDM-PDD-NMM) and subsequently complete , sections A-E of the CDM-PDD to demonstrate 
the application of the proposed new methodology to the project activity. 
（UNFCCC CDM web siteで承認済み方法論の詳細を参考にし、そのタイトルと参照表を記す。新モニタリング方法論を提
案する場合は、モニタリング方法論案(F-CDM-PDD-NMM)の様式を作成し、このプロジェクト活動に対して提案された新方
法論が適用できることを証明し、本CDM-PDDのA-Eを完成させる。 
If a national or international monitoring standard has to be applied to monitor certain aspects of 
the project activity, please identify this standard and provide a reference to the source where a 
detailed description of the standard can be found. 
もし本プロジェクトのある部分のモニタリングに際して、国 or 国際モニタリング標準を使用する場合、その標準とその詳細を記
述した出典源を記述する。 

 
Please fill sections D.2.2 or D.2.3 below in accordance with the approved monitoring methodology 
selected) 
選択した承認済みモニタリング方法論に従い、以下の D.2.2. or D.2.3. 項を記述する。 
 
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。 
なお、以下の D.2.2、D.2.3、及び D.2.4.の様式表は排出源のものであり、吸収源の様式は変更さ
れると思われる。  
  
D.2. Justification of the choice of the methodology and why it is applicable to the project 
activity:＜その選択した方法論が本プロジェクト活動に適用できるとした根拠・理由を記述。＞ 
 
① A.4.2.で選択したカテゴリー、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。 

② 添付の新モニタリング方法論案（F-CDM-PDD-NMM）2.6 項で記述する「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。
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D.2. 1. Option 1: Monitoring of the emissions in the project scenario and the baseline scenario 
＜オプション１：プロジェクトシナリオとベースラインシナリオの排出のモニタリング＞ 
 
D. 2.1.1. Data to be collected or used in order to monitor emissions from the project activity, and how this data will bearchived:  
＜プロジェクト活動からの排出量をモニターするために収集する、または使用するデータ、及びこのデータの保管方法。＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*. Please add rows to the table below, as needed.) 
モニターしたデータは、クレジット期間終了後２年間は保管しなければならない。下表の項目欄に必要な事項を記入する。 

 
ID number 
(Please use 
numbers to ease 
cross-referencing 
to table 5) 
IDナンバー 

Data 
variable 
データ変

数 

Source of 
date 
データの

出所 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m), 
calculated (c) 
or estimated (e) 
測定(m) 計算(c) 
推定(e)の区分 

Recording
frequency
記録（測

定）頻度 

Proportion of 
data to be 
monitored 
モニターする

データの部

位 

How will the data be 
archived? 
(electronic/paper) 
データの保管方法（電

子／書類） 

Comment 
コメント 

         
          

 
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 D.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。 

 
D.2.1.2. Description of formulae used to estimate project emissions (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 
equ.)＜プロジェクト排出量を推定するために用いた数式の記述（各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位）＞ 
 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式は、ベースライン方法論で概説した数式と矛盾があってはならない。 

 
（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）、 
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CDM 植林技術指針調査事業平成 15 年度事業報告書 

（社）海外産業植林センター 

Gajamada /IPP/ Parankaraya/APN（04年から）などの大学。 
 

D.2.1.3. Relevant data necessary for determining the baseline of anthropogenic emissions by sources of GHGs within the project 
boundary and how such data will be collected and archived :  
＜バウンダリー内における人為的排出のベースラインを決定するために必要な関連データ、及びそれらのデータの収集方法と保管方法＞ 
 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*. Please add rows to the table below, as needed.) 
モニターしたデータは、クレジット期間終了後２年間保管しなければならない。下表の項目欄に必要な事項を記入する。 
 

ID number 
(Please use 
numbers to ease 
cross-referencing 
to table 5) 
IDナンバー 

Data 
variable 
データ変

数 

Source of 
date 
データの

出所 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m), 
calculated (c) 
or estimated (e) 
測定(m) 計算(c) 
推定(e)の区分 

Recording
frequency
記録（測

定）頻度 

Proportion of 
data to be 
monitored 
モニターする

データの部

位 

How will the data be 
archived? 
(electronic/paper) 
データの保管方法（電

子／書類） 

Comment 
コメント 

         
          
 

D.2.1.4. Description of formulae used to estimate baseline emissions (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 
equ.) ＜ベースラインの排出量を推定するために用いた数式の記述（各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式は、ベースライン方法論で概説した数式と矛盾があってはならない。 

 
（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。 
 

D. 2. 2. Option 2: Direct monitoring of emission reductions from the project activity (values should be consistent with those in section 
E). ＜オプション2：プロジェクト活動からの排出削減量の直接モニタリング（その明度は下記のE項と矛盾があってはならない。）＞ 
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CDM 植林技術指針調査事業平成 15 年度事業報告書 

（社）海外産業植林センター 

 
D.2.2.1. Data to be collected or used in order to monitor emissions from the project activity, and how this data will be archived: 
＜プロジェクト活動からの排出量をモニターするために収集する or 使用するデータ、及びこのデータの保管方法。プロジェクト活動からの排出を
モニターするために収集する or使用するデータ、及びこのデータの保管方法。＞ 
Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*. Please add rows to the table below, as needed. 
モニターしたデータは、クレジット期間終了後２年間は保管しなければならない。下表の項目欄に必要な事項を記入する。 

ID number 
(Please use 
numbers to ease 
cross-referencing 
to table 5) 
IDナンバー 

Data 
variable 
データ変

数 

Source of 
date 
データの

出所 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m), 
calculated (c) 
or estimated (e) 
測定(m) 計算(c) 
推定(e)の区分 

Recording
frequency
記録（測

定）頻度 

Proportion of 
data to be 
monitored 
モニターする

データの部

位 

How will the data be 
archived? 
(electronic/paper) 
データの保管方法（電

子／書類） 

Comment 
コメント 

         
          

 
D.2.4. Treatment of leakage in the monitoring plan＜モニタリング計画の中でのリーケージの扱い方法＞ 

 
D.2.4.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor leakage effects of the 
projectactivity 
＜もしリーケージが存在する場合、プロジェクト活動のリーケージ効果をモニターするために収集するデータ及びその情報記述する。＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period* (Please add rows to the table below, as needed.)  
モニターしたデータは、クレジット期間終了後２年間は保管しなければならない。下表の項目欄に必要な事項を記入する。 

ID number 
(Please use 
numbers to ease 
cross-referencing 
to table 5) 
IDナンバー 

Data 
variable 
データ変

数 

Source of 
date 
データの

出所 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m), 
calculated (c) 
or estimated (e) 
測定(m) 計算(c) 
推定(e)の区分 

Recording
frequency
記録（測

定）頻度 

Proportion of 
data to be 
monitored 
モニターする

データの部

位 

How will the data be 
archived? 
(electronic/paper) 
データの保管方法（電

子／書類） 

Comment 
コメント 
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CDM 植林技術指針調査事業平成 15 年度事業報告書 

（社）海外産業植林センター 

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F-CDM-PDD NMB 4.8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。 
 

D.2.4.2 Description of formulae used to estimate leakage (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.)＜リー
ケージの量を推定するために用いた数式の記述（各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式は、ベースライン方法論で概説した数式と矛盾があってはならない。 
 

D.2.5. Description of formulae used to estimate emission reductions for the project activity (for each gas, source, formulae/algorithm, 
emissions units of CO2 equ.)  
＜プロジェクト活動による排出削減量を推定するために用いた数式の記述（各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式は、ベースライン方法論で概説した数式と矛盾があってはならない。 
 

D.3. Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are being undertaken for data monitored ＜データをモニターするに
際し取られる QC及び QAの手順＞ 
(data items in tables contained in section sections D.2.2 or D.2.3 above, as applicable) 
（もし適用可能であれば、上記 D.2.2. or D.2.3. 項の表に含まれるデータアイテム毎に下記項目を記述する。 
 

Data 
(Indicate table and ID number 
e.g. 3.-1; 3.-2.) 
データ 

Uncertainty level of data 
(High/Medium/Low) 
データの不確実性レベル（高い・中

位・低い） 

Explain QA/QC procedures planned for these data, or why 
such procedures are not necessary.  
これらのデータ取得のために計画したQA/QCの手順を説明する
か、もしくはなぜそのような手順を必要としないのかの説明。 

   
   
    

 
D.4 Please describe the operational and management structure that the project operator will implement in order to monitor emission 
reductions, and the leakage effects if applicable, generated by the project activity 
＜プロジェクト活動により引き起こされる吸収増加（排出削減）量、及びもし存在するならばそのリーケージの量をモニターするための実行及び管

理組織を記述する。＞ 
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CDM 植林技術指針調査事業平成 15 年度事業報告書 

（社）海外産業植林センター 

 
D.5 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.) 
連絡先を記入し、それが事業参加者の場合Annex 1にその旨記述 
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E. Calculation of GHG emissions by sources ＜GHG排出源の算出＞ 
(Please fill this section following the selected baseline and monitoring methodologies) 
選択したベースライン及びモニタリング方法論に従ってこの項目を記述する。 
 
E.1 Description of formulae used to estimate anthropogenic emissions by sources of greenhouse 
gases of the project activity within the project boundary:  
＜プロジェクトバウンダリー内において、プロジェクト活動により発生する、人為的排出量を推定する
ために使用する数式の記述。＞ 
(for each gas, source, formulae/algorithm, emissions in units of CO2 equivalent)  
各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位 

 
E.2 Description of formulae used to estimate leakage, defined as: the net change of anthropogenic 
emissions by sources of greenhouse gases which occurs outside the project boundary, and that is 
measurable and attributable to the project activity:  
＜測定可能であり且つプロジェクト活動に起因するもので、プロジェクトバウンダリー外において発生

し、人為的排出のネット変化量に影響を与えるもの、即ちリーケージを推定するために使用する数式

の記述。＞ 
(for each gas, source, formulae/algorithm, emissions in units of CO2 equivalent) 
各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位 
 

E.3 The sum of E.1 and E.2 representing the project activity emissions: 
＜プロジェクト活動による排出量を意味する、上記E.1.とE.2.の合計＞ 

 
E.4 Description of formulae used to estimate the anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases of the baseline: 
＜ベースラインの人為的排出量を推定するために使用する数式の記述。＞ 
(for each gas, source, formulae/algorithm, emissions in units of CO2 equivalent) 
各ガス・源・数式/アルゴリズム・CO2換算排出単位 
 
E.5 Difference between E.4 and E.3 representing the emission reductions of the project activity:
＜プロジェクト活動による排出削減量を意味する、上記E.4.とE.3.の差＞ 
 

E.6 Table providing values obtained when applying formulae above: 
＜上記の数式から得られる数値の表＞ 
(“The ex post calculation of baseline emission rates may only be used if proper justification is 
provided. Notwithstanding, the baseline emission rates shall also be calculated ex-ante and 
reported in the CDM-PDD.”) 
ベースライン吸収（排出）量評価の事後計算は、正当な理由がある場合のみ使用できる。しかしながら、ベースライン排出量

評価は、事前に計算し、CDM-PDDの中で報告しておかなければならない。） 
 
F. Environmental impacts ＜環境影響＞ 
 

① 環境影響評価だけでなく社会経済影響評価をホスト国の規定に従い実施する。 

② 特に社会経済評価実施に際しては、地元民が理解可能な方法で、プロジェクトの全貌を理解

させることが重要であり、(a) リーケッジを避ける方法、(b) 地元民に悪影響を与えないこと、

(c) 地元民の伝統、文化への影響を考慮のこと、などの事項を含めるべきである。 

③ 環境影響評価実施に際しては、流域の水量、土壌、動植物生態系、希少 or 絶滅危惧種に

ついて記述する。 
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F.1. Documentation on the analysis of the environmental impacts, including transboundary 
impacts:＜バウンダリー内外における、環境影響分析の記述。＞ 
(Please attach the documentation to the CDM-PDD.) 
分析記述書類を CDM-PDDに添付する。 
 

F.2. If impacts are considered significant by the project participants or the host Party: 
＜事業参加者 or ホスト国が重大な影響があると判断した場合。＞ 
please provide conclusions and all references to support documentation of an environmental 
impact assessment that has been undertaken in accordance with the procedures as required by the 
host Party. 
ホスト国の求める手順に従い実施された環境影響評価の結論とそれをサポートする全ての書類を添付する。 
 

G. Stakeholders’ comments＜利害関係者の意見＞ 
In the explanatory text it should be specified to identify the stakeholders consulted with due 
consideration of confidentiality. (Italy on behalf of the European Community and its member 
states) 

 
G.1. Brief description of the process on how comments by local stakeholders have been invited 
and compiled: 
＜当該地域の利害関係者からの意見を、誰から、どのように聴取したかと方法概要＞ 
(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 a 
project activity in a manner which allows the local stakeholders to understand the project activity, 
taking into account confidentiality provisions of the CDM modalities and procedures.) 
これらの意見聴取に際しては、オープンであり且つ透明性が確保されること。また、地域の利害関係者にコメントを提出する

よう促し、コメント提出に際しては時間的に余裕を持って行うこと。またCDM M&P の秘守条項を考を提出するよう促し、コメ
ント提出に際しては時間的に余裕を持って行うこと。また CDM M&P の秘守条項を考慮しつつ、プロジェクト活動が地域住
民にとって理解できるような説明であること。 

 
G.2. Summary of the comments received:＜受け取った意見の概要＞ 

 
G.3. Report on how due account was taken of any comments received: 
＜受け取った意見に対してどのように対処したかという報告＞ 
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Annex 1 
 
CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROJECT ACTIVITY 
プロジェクト活動事業参加者の連絡先情報 
 
 
(Please copy and paste table as needed) 
Organization:  
Street/P.O.Box:  
Building:  
City:  
State/Region:  
Postfix/ZIP:  
Country:  
Telephone:  
FAX:  
E-Mail:  
URL:  
Represented by:  
Title:  
Salutation:  
Last Name:  
Middle Name:  
First Name:  
Department:  
Mobile:  
Direct FAX:  
Direct tel:  
Personal E-Mail: 
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Annex 2 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 
公的資金に関する情報 
 
 
 
 
 
Annex 3 
TABLE: BASELINE DATA 
ベースラインデータの表 
 
(Please provide a table containing the key elements used to determine the baseline for the 
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.) 
（この表には、ベースライン設定に使用する重要な要素（変数、パラメーター、データの出所など）が含

まれていなければならない。UNFCCC CDM web siteで承認済み方法論の表（案）を参照されたい。） 
 
 
 
- - - - - 
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２－１－２ ベースライン方法論 

 

上記２－１－１において、排出源 PDDの新しい様式案（CDM-PDD Ver02）の中に記載すべき
事項とその際に留意すべき事項について述べた。２－１－２、２－２－３では、ベースライン方法論

およびモニタリング方法論の新しい様式案（F-CDM-PDD-NMB、F-CDM-PDD-NMM）の中に
記載すべき事項とその際に留意すべき事項について述べる。これらの方法論は新しい方法論を提

案する際に PDD とともに提出する必要がある。 
 

DRAFT 
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

PROPOSED NEW METHODOLOGY: BASELINE (F-CDM-PDD–NMB) 
First Version (Ver 01) (in effect as of: XX Month 2003) 

 
Introductory Note＜序論＞ 

 
1. A strong link between baseline and monitoring methodologies is to be provided. New 
baseline and monitoring methodologies shall be proposed and approved together. 
ベースラインとモニタリングの方法論との間には強い繋がりがある。新しいベースラインとモニタリング方法論は、一緒に

提案され承認されるべきものである。 
 
2. This form “Proposed New Methodology: Baseline” (F-CDM-PDD–NMB) is to be used to 
propose a new baseline methodology. This form shall fully and completely describe the 
methodology. A CDM-PDD, which is to be attached, demonstrates the application of a 
proposed new methodology to a project activity (see para. 7 below). 
この「新方法論案：ベースライン(F-CDM-PDD-NMB)」様式は、新しいベースライン方法論を提案するために用いられ
ることになっている。この様式は、その方法論の全てを十分に記述するものである。添付されるべき CDM-PDD は、提
案する新方法論のプロジェクト活動への適用について説明するものである（パラ７を参照）。 
 
3. This form can 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). 
この様式は、UNFCCC CDM web site (http://unfcc.int/CDM) または e メール（CDM-info@unfccc.int）から電子
ファイルで、UNFCCC 事務局（Fax: +49-228-8151999）の印刷判（CDM-info@unfccc.int）、UNFCCC 事務局
（Fax: +49-228-815-1999）から印刷されたフォーマットで入手することができる。 
 
4. Explanations for project participants are in italics. 
プロジェクト参加者への説明は斜体で示されている。 
 
5. Terms which are underlined with a broken line are explained in the “CDM PDD Glossary of 
Terms”. It is recommended that before or during the completion of the form that project 
participants consult the most recent version of the “CDM-PDD Glossary of Terms”. They 
should also consult the section “Guidance – clarifications” available on the UNFCCC CDM 
web site (http://unfccc.int/cdm) or from the UNFCCC secretariat by e-mail 
(cdm-info@unfccc.int) or in print (Fax: +49-228-815-1999). 
点線で下線をした用語は「CDM-PDD Glossary of Terms」で解説されている。様式を作成する前または作成中に、プ
ロジェクト参加者が「CDM-PDD Glossary of Terms」の最新版を読むことを推奨する。また、プロジェクト参加者は、
UNFCCC CDM web site (http://unfcc.int/CDM) ま た は 、 E-mail(CDM-info@unfccc.int) 、 文 書 (Fax: 
+49-228-815-1999）で、UNFCCC事務局から得られる「Guidance-clarifications」を参考にする。 
 
6. The Executive Board may revise this form, if necessary. Revisions shall not affect proposed 
new methodologies submitted on or prior to the date on which a revised version of the form for 
“proposed new methodology: baseline” enters into effect. Versions of this form shall be 
consecutively numbered and dated. 
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理事会は、必要であれば、この「新方法論案：ベースライン(F-CDM-PDD-NMB)」様式を改定することができる。改訂
は、新バーションの様式が有効になる日時以前に提出されている新方法案に影響を及ぼさない。この様式に各バージョ

ンには連番と日付が付けられる。 
7. This form “Proposed New Methodology: Baseline” shall be submitted 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) ). This form should be accompanied by: 

(i) “CDM-Proposed New Methodology Form” (F-CDM-PNM); 
(ii) “Proposed New Methodology: Monitoring Form” (F-CDM-PDD-NMM); 
(iii) “Project Design Document (CDM-PDD)” with sections A-E completed, in order to 
demonstrate the application of the proposed new methodology to a proposed project 
activity. 

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 
(cdminfo@unfccc.int) or in print via fax (+49-228-815 1999). 

 (i) 「CDM新方法論案」（F-CDM-PNM）； 
(ii) 「新方法論案：モニタリング」様式（F-CDM-PDD-NMM）； 
(iii) 提案するプロジェクト活動の新方法論案の適用を説明するために、A-E セクションを完成させた「プロジェクト

デザインドキュメント(CDM-PDD)」 
これらの様式の最新版は、UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/CDM)の「forms」セクション、または E-mail 
(CDM-info@unfccc.int)、Fax(+49-228-815-1999)で印刷されたものを UNFCCC事務局から得ることができる。 
 
8. Each proposed new baseline methodology should use a separate “Proposed New 
Methodology: Baseline” form and “CDM-Proposed New Methodology Form” (F-CDM-PNM). 
“Proposed New Methodology: Baseline” forms for several new methodologies may be 
submitted together with the same CDM-PDD for several components of a proposed project. 
各々の新ベースライン方法論案には、別々の「新方法論案：ベースライン」様式と「CDM 新方法様式案」

（F-CDM-PNM）を用いる。複数の新しい方法論のための「新方法論：ベースライン案」様式は、提案するプロジェクトの
同じ CDM-PDDの複数のコンポーネントと一緒に提出される。 
 
9. This form should be completed without modifying its format, headings, font or logo. 
この様式は、その体裁、表題、フォントまたはロゴを修正することなく完成されるべきである。 
 
10. In accordance with the CDM M&P, the working language of the Board is English. The 
form “Proposed New Methodology: Baseline” shall therefore be submitted in English to the 
Executive Board. However, the form will be available on the UNFCCC CDM web site for 
consultation in all six official languages of the United Nations. 
CDM M & Pに従って、会議で使用される言語は英語であるので「新方法論案：ベースライン」様式は、英語で理事会
(EB)に提出される。しかしながら、様式は参考のために、国連の６公用語のすべてで、UNFCCC CDM web siteにお
いて入手できであろう。 
 
11. 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 in the “guidance – 
clarifications” section of the UNFCCC CDM web site and the “CDM PDD Glossary of 
Terms”. 
Comment by the Meth Panel: The Meth Panel could recommend to the EB drafts for definitions 
for the CDM-PDD glossary for the following terms: Baseline scenario, baseline emissions. 
新方法論で記述されるべき事についての追加的な指針については、UNFCCC CDM web site の「guidance- 
clarification」セクションおよび「CDM PDD Glossary of Terms」の理事会による指針と明確化を参照する。 
Meth Panelからのコメント：Meth Panelは CDM-PDD用語解説に２つの語（ベスラインシナリオ、ベースライン排出）の定
義を付け加えるよう、EB ドラフトに提案した。 
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General instructions:＜全般的な指示＞ 
 
(The baseline for a CDM project activity is the scenario that reasonably represents the 
anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases that would occur in the absence of the 
proposed project activity. A baseline shall cover emissions from all gases, sectors and source 
categories listed in Annex A of the Kyoto Protocol within the project boundary. The general 
characteristics of a baseline are contained in paragraphs 45 to 47 of the CDM M&P. 
CDM プロジェクト活動のためのベースライン(baseline)は、提案されたプロジェクト活動がなされない状態において起こ
るであろう GHG 源による人為的な排出を、合理的に説明するシナリオである。ベースラインは、プロジェクトバウンダリー
内における、京都議定書の付属書Ａに表示された全てのガス、分野、排出源の部類からの排出を包含するものである。

ベースラインの一般的な特徴は、CDM M&Pのパラグラフ 45-47に記載されている。 
 

When drafting a proposed new baseline methodology, project participants shall follow the 
following steps:  
新ベースライン方法論(new baseline methodology)を立案する時には、プロジェクト参加者は以下の段階を踏むことと
する。 
 

(a) Choose and justify why one of the baseline approaches listed in paragraph 48 of the CDM 
M&P is considered to be the most appropriate; 

(b) Elaborate a proposal for a new baseline methodology. A baseline methodology is an 
application of the selected baseline approach contained in paragraphs 48 (a) to (c) of the 
CDM modalities and procedures to an individual 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); 

(c) Describe the proposed new methodology using the forms for “Proposed New 
Methodology: Baseline” (F-CDM-PDD-NMB) and “Proposed New Methodology: 
Monitoring” (FCDM-PDD-NMM) taking into account guidance given by the Executive 
Board as well as the information provided in the CDM PDD Glossary of Terms; and 

Demonstrate the applicability of the proposed methodology, and, implicitly, that of the 
approach, to a project activity by providing relevant information in sections A-E of a draft 
CDM-PDD. 

（ａ）CDM M&Pのパラグラフ 48に表示されたベースラインアプローチ(baseline approach)の内の一つを選び、それ
が最も適しているとする理由を明らかにすること。 

（ｂ）新方法論の提案を念入りに仕上げること：ベースライン方法論は CDM方法と手順のパラ 48に記載されている (a)
から(c)より選択したベースラインアプローチを、分野、技術、地域などの状況を配慮して各プロジェクト活動に適用
することである。方法論は決して即座に排除されてはならず、その結果、プロジェクト参加者が適当と思う如何なる方

法論をもプロジェクト参加者は提案できる機会を持つことに、理事会(EB)は同意する。プロジェクト参加者は方法論
により関連してくる状況については、理事会の指針を考慮しなければならない。（UNFCCC CDM web site の
「Guidance- clarifications」のページで、理事会の指針と明確化を参照されたい） 

（ｃ）CDM PDD Glossary of Terms にある情報や理事会による指針を考慮されている「新方法論：ベースライン案」
（F-CDM-PDD-NMB）と「新方法論：モニタリング案」（F-CDM-PDD-NMM）の様式を用いて、新方法論案を記述
すること。 

そして、方法論案の適用可能性を説明し、同時に、ドラフト CDM-PDD のセクション A-E にある関連情報を示すことに
より、プロジェクト活動への取り組みの可能性を説明すること。 

 
In accordance with guidance provided by the Executive Board, the proposed new baseline 
methodology shall include, inter alia, the following:  
理事会により作成された指針に従い、新ベースライン方法論案には、特に以下のものを記載すること。 
 
(a) A basis for determining the baseline scenario: 
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- An explanation of how the baseline scenario is chosen, taking into account paragraph 45 
(e) of the CDM M&P; 

- An underlying rationale for algorithm/formulae (e.g. marginal vs. average.) used in the 
baseline methodology; 

- An Explanation of how, through the methodology, it is demonstrated that a project activity 
is additional and, therefore, not the baseline scenario (section B.4 of the CDM-PDD form);

(b) Formulae/algorithms which shall specify: 
- The type of variables used (e.g. fuel(s) used, fuel consumption rates, etc.); 
- The spatial level of data (local, regional, national, etc.); 
- The project boundary (gases and sources included, physical delineation); 
- The vintage of data (relative to project crediting period); 

(c) The data sources and assumptions: 
- Where the data are obtained (official statistics, expert judgement, proprietary data, IPCC, 

commercial and scientific literature, etc.); 
- The assumptions used; 
- 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). 
（ａ）ベースラインシナリオ決定のための基準 

- CDM M&Pのパラグラフ 45(e)を考慮してベースラインシナリオを選んだ理由の説明 
- ベースライン方法論で使われているアルゴリズム／公式の基礎となる考え方（たとえば限界的か平均的か） 
- プロジェクト活動が追加的でそれ故ベースラインシナリオでないことを、方法論により証明された理由の説明
（CDM-PDD様式のセクション B4） 

（ｂ）特定すべき公式／アルゴリズム 
- 用いた変数のタイプ（たとえば使用燃料、燃料消費率など） 
- データの場所的レベル（地方的、地域的、国家的など） 
- プロジェクトバウンダリー（ガスと排出源を含める、自然的記述） 
- データの新しさ（プロジェクトクレジット期間と比較して） 

（ｃ）データの出所と仮定 
- データが得られた場所（公式統計、専門家の判断、登録されたデータ、IPCC，商業および科学的文献など） 
- 用いた仮定 
- 求めているデータが得られない場合、従わなければならない手続きや、データの必要条件およびその出所を
明確に特定する。たとえば、方法論は優先のデータ源（たとえば過去５年間の国家統計）を指し示すであろう

し、追加のデータ（たとえば長期連続したもの）使用の優先順位を示すであろうし、そして（または）データ源を

優先の源に頼る（たとえば個人的、国際的統計など）だろう。国際単位系(International System Units; SI 
units  http//www.bipm.fr/enus/3 SI/si.htmlを参照)を使用すること。 

 
All algorithms, formulae, 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. 
方法論を適用するための、全てのアルゴリズム、公式、段階的手続きは、この「新方法論：ベースライン案」のための様式

を完成することで、含まれていなければならない。「完成された様式」は、それ自体で再現可能な方法論でなければなら

ず、他の文書の参照や追加的文書がないようにする。 
 
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 project 
activity may be footnoted for illustrative purposes. 
提案書は簡潔で明確に書かねばならない。重要な手続きおよび考え方は、図式を用いて表現すること。重要でない情報

は避けること。プロジェクト活動のための新方法論案の適用に関係のある情報は、解説の目的で脚注をつけることができ

る。 
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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 glossary and refrain from 
rewriting the instructions on the form. 
プロジェクト参加者は用語集を作るとか、COP の文書または CDM 用語集で使われていない重要な術語を使用すること
を差し控えるべきであり、また、その様式についての指示を書き直すことを慎まなければならない。 

 
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。 

 
1. Identification of methodology＜方法論の特定＞ 
 
1.1. Proposed methodology title: ＜方法論案の表題＞ 
(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.) 
方法論案には明確な表題をつけること。プロジェクトを特定した表題を避けること。一旦承認された表題は、プロジェクト

参加者が承認された方法論の適用条件の表示を得られるようにする。 
 
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。 
 
1.2. List of category(ies) of project activity to which the methodology may apply: 
＜方法論が適用できるプロジェクト活動のカテゴリーのリスト＞ 
(Using the list of categories of project activities and of registered CDM project activities by 
category available on the UNFCCC CDM web site, please specify the category(ies) of project 
activities for which this proposed new methodology may be used. If no suitable category(ies) of 
project activities can be identified, please suggest a new category(ies) descriptor and its 
definition, being guided by relevant information on the UNFCCC CDM web site.) 
UNFCCC CDM web siteで得られる、プロジェクト活動のカテゴリーリストおよびカテゴリー別に登録された CDMプ
ロジェクト活動のリストを使用して、この新方法論案が用いられるプロジェクト活動のカテゴリーを特定する。もしプロジェ

クト活動の適当なカテゴリーが特定できない時は、新しいカテゴリーの記述とその定義を提出して、UNFCCC CDM 
web site の関係のある情報により探す。 

 
この欄には、このベースライン方法論が実際のプロジェクトに適用する場合の適用条件を明示す

る。ここで言うカテゴリーとは、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、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。 
1.3. Conditions under which the methodology is applicable to CDM project activities: 
＜方法論がCDMプロジェクト活動に適用できる条件＞ 
(e.g. circumstances, region, data availability, resource availibility) 
たとえば、周囲の状況、地域、データの利用可能性、資源利用可能性 
 
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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2. Overall summary description:（全体的な要約の記述＞ 
(Summary description of the proposed new methodology. Provide information on how baseline 
emissions are determined. Provide step by step instructions for the baseline methodology, 
including how through the methodology, it can be demonstrated that a project activity is 
additional and therefore not the baseline scenario (detailed explanation of the methodology to 
be provided in section 6 below) 
(Max 1 page.) 
新方法論案の要約の記述。どのようにベースライン排出が決定されたかについての情報を記述する。方法論を通じてど

のように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でないということを含めて、ベースライン方法の

順を追った説明をする（詳細な方法論の説明はセクション 6で行う）。 
最大 1ページ 

 
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。 
 

3. Choice of and justification as to why one of the approaches listed in paragraph 48 of 
CDM M&P is considered to be the most appropriate: 
＜CDM M&Pパラグラフ48に表示されたアプローチの一つを選び、それが最も適当であるとした
理由についての証明＞ 
 
3.1. General baseline approach:＜一般的なベースラインアプローチ ＞ 
(Please check a single option) 
下の項目の一つにチェック 
□ Existing actual or historical emissions, as applicable; 
□ Emissions from a technology that represents an economically attractive course of action, 

taking into account barriers to investment; 
□ The average emissions of similar project activities undertaken in the previous five years, 

in similar social, economic, environmental and technological circumstances, and whose 
performance is among the top 20 per cent of their category. When checking this baseline 
approach kindly refer to additional guidance provide by the Executive Board – (see 
guidance and clarifications by the Executive Board on the “Guidance – clarifications” 
web page of the UNFCCC CDM web site). 

□ 現在または歴史的な排出が当てはまるか 
□ 投資のバリアを考慮して、経済的に魅力的な一連の活動である技術からの排出である 
□ 過去５年間の同種の社会的、経済的、環境的、技術的状況下で行われた同じカテゴリーのプロジェクト活動の平

均排出、およびそのパフォーマンスが、そのカテゴリーで上位 20 %に位置する。この選択肢にチェックをする時
には、理事会で出した追加的指針を参照されたい。（UNFCC-CDM web site の「Guidance- clarifications」
webページで、理事会(EB)の guidance and clarifications を参照する） 

 
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。） 
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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。） 
 

3.2. Justification of why the approach chosen in 3.1 above is considered the most 
appropriate:＜上記の３．１で選んだアプローチが最適であるとする理由の証明＞ 
 
この方法論の特徴を現すアプローチを強引に一つ選択する事になっているが、現在Meth 
パネルでこれらは排他的なものではないように解釈され運用されている。近い将来この欄はあまり

意味のないようになる事が予想される。 
 

4. Explanation and justification of the proposed new baseline methodology: 
＜提案する新ベースライン方法論の説明と証明＞ 
(In accordance with the guidance of the Executive Board, a proposed new methodology shall 
explain how a project activity using the methodology can demonstrate that it is additional, that 
is, different from the baseline scenario. Project participants 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 provide elements to 
calculate the emissions of the baseline. The project participants shall ensure consistency 
between the elaboration of the baseline scenario and the procedure and formulae to calculate 
the emissions of the baseline.) 
技術を用いたプロジェクト活動が追加的であって、ベースラインシナリオと異なることを実証できることを、新方法論案は理

事会の指針に従って説明しなければならない。それゆえ、プロジェクト参加者はベースラインシナリオ作成法と「どのように

ベースライン方法論が、プロジェクトは追加的であるかどうかの判定をしているのか」を記述しなければならない。さらに、

方法論はベースラインの排出量を算出する要素を規定する。プロジェクト参加者は、ベースラインシナリオの詳細とベース

ラインの排出量を算出する公式との間に矛盾がないようにしなければならない。 
 
4.1. Explanation of how the methodology determines the baseline scenario (that is, indicate 
the scenario that reasonably represents the anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases that would occur in the absence of the proposed project activity):  
＜方法論においてどのようにベースラインシナリオを決定するかの説明（すなわち、提案されている

プロジェクトがまだ始まっていないときに、起きるであろう GHG 排出源からの人為的排出を合理的

に表現するシナリオを示すこと）＞ 

(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推測を記述し、ベースラインシナリオ決定の際の重要な分析過程を述べること。方法論に

よって、複数のもっともらしいシナリオから、一番もっともらしいシナリオ（ベースラインシナリオ）をどのように決定したのかを

説明する。 
 

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 
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・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） 
・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 

 
4.2. Criteria used in developing the proposed baseline methodology 
＜提案するベースライン方法論を展開させるために使用された基準＞ 
 
普及度合い、経済的考察、バリア等の論理の背景となる考え方を記述する。 
 

4.3. Explanation of how, through the methodology, it can be demonstrated that a project 
activity is additional and therefore not the baseline scenario (section B.4 of the CDM-PDD 
form): 
＜方法論を通して、プロジェクト活動が追加的なものであり、それ故ベースラインシナリオでないこと

を、いかに実証できるかの説明 （CDM-PDD様式 セクションB4）＞ 
(Paragraph 43 of the CDM modalities and procedures stipulates that a CDM project activity is 
additional if its emissions are below those of its baseline (see guidance by the EB at its fifth 
meeting). “The baseline for a CDM project activity is the scenario that reasonably represents the 
anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases that would occur in the absence of the 
proposed project activity” (paragraph 44 CDM M&P).) 
CDM modalities and proceduresのパラグラフ 43は、CDMプロジェクトの排出がそのベースラインの排出以下であれ
ば、CDM プロジェクト活動は追加的であると規定している（理事会第５回会議の指針を参照）。「CDM プロジェクト活動の

ベースラインは、提案されているプロジェクト活動がない場合に起こるであろう、GHG 排出源による人為的排出を、正当に
表現したシナリオである。」（CDM M&Pパラグラフ 44） 
 
(Please follow a step approach: (1) a description of the baseline scenario determined by applying 
the methodology, (2) a description of the project activity (unless the most plausible scenario is 
determined to be the project itself), (3) a demonstration why the project activity would not occur 
in the baseline scenario and (4) a mitigation analysis showing why the GHG emissions in the 
baseline scenario would likely exceed GHG emissions in the project scenario. Describe formulae 
used to calculate emissions in baseline scenario and in the proposed project. (Please report 
estimates of emission reductions in Section E)) 
ステップアプローチに従う。(1)適用した方法論によって決定されたベースラインシナリオの記述、(2)プロジェクト活動の記
述（一番最もらしいシナリオはプロジェクトそのものであると決定されない限り）、(3)なぜプロジェクト活動がベースラインシナ
リオで起こらないのかの証明、(4)なぜベースラインシナリオでのGHG排出がプロジェクトシナリオでのGHG排出より大きい
のかを示す緩和的な分析。ベースラインシナリオと提案するプロジェクトで排出を計算するために使われた式を記述する。

（セクションＥで排出削減の推定を報告する） 
 
(Types of tools that may be used to demonstrate that a project activity is additional, and 
therefore, not the baseline scenario include, among others: 

(a) A flow-chart or series of questions that lead to a narrowing of potential baseline scenario 
options; 

(b) A qualitative or quantitative assessment of different potential baseline scenarios and an 
indication of why the non-project option is more likely; 

(c) A qualitative or quantitative assessment of one or more barriers facing the proposed 
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project activity (such as those laid out for small-scale CDM project activity, (see Appendix 
B of the simplified modalities and procedures for small-scale CDM project activities - 

http://cdm.unfccc.int/pac/howto/SmallScalePA/index.html ); 
(d) An indication that the project type is not common practice (for example it occurs in less 

than [<x%] of similar cases) in the proposed area of implementation, and is not required 
by a Party’s legislation/regulations (this indication is not sufficient by itself to indicate that 
a project activity is additional) 

プロジェクト活動が追加的であり、それゆえベースラインシナリオでないことを実証するために使うことが出来るツールのタイ

プ： 
（ａ）制限された潜在的なベースラインシナリオ選択肢に導くためのフローチャートか一連の質問 
（ｂ）異なる潜在的なベースラインシナリオの質的または量的評価となぜこのプロジェクトでない(non-project)選択肢が
よりもっともらしいのかの説明 

（ｃ）提案するプロジェクト活動が 1つ以上のバリアに直面していることの質的または量的評価（これらは小規模CDMプ
ロジェクト活動のために説明されている。小規模 CDMプロジェクト活動については、Appendix Bの単純化された
方法と手順を参照のこと。http://cdm.unfccc.int/pac/howto/SmallScalePA/index.html） 

（ｄ）提案するプロジェクトの地域では、このプロジェクトタイプが普通の事業でないことの表示（たとえば、同じような条件

下でこのようなプロジェクトは[<x%]以下（の確率）で起こる）と相手側の法律／規制で要求されていないことの表示
（この表示はそれだけでは、プロジェクト活動が追加的であるとするには十分ではない。）。 

 
Any tools used shall be developed so as to be applicable to the project activity. More than one 
tool may often be necessary. If more than one tool is developed please indicate: (i) whether 
answers are needed to all, (ii) in which order tools should be applied, and (iii) what the 
additionality assessment is if different tools give different answers). 
使用したすべてのツールについてプロジェクト活動に適用できることを説明する。大抵は１つ以上のツールが必要である。

１つ以上のツールを説明する場合は次のことを明記する：(i)すべてに対して答えが必要かどうか、(ii)どの順番でツールが
使われたのか、(iii)もし異なるツールが異なる答えを導いたとき、追加性の評価は何であるか 
 
(Please also include information on algorithms and formulae, if used.) 
必要であれば公式／アルゴリズムの情報を含める 

 
この欄では、上記 4.1, 4.2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(a)～(d)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。 
 

4.4. How national and/or sectoral policies and circumstances can been taken into account 
by the methodology: 
＜国家および（または）地方の政策と事情が、どのように方法論で考慮されたか＞ 

 
４．１、４．３の中で考慮した点を記述する。 
ここに記載される条件は、1.3の適用可能条件にも記載されるべきである。国名や地方名などの
固有名詞は極力使用せず、どのような場所かについて説明することが望ましい。 
 

4.5. Project boundary (gases and sources included, physical delineation): ＜プロジェクトバウ
ンダリー（ガスおよび排出源を含む、物理的な図）＞ 
(Please describe and justify the project boundary bearing in mind that it shall encompass all 
anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases under the control of the project 
participants that are significant and reasonably attributable to the project activity. Please 
describe and justify which gases and sources included in Annex A of the Kyoto Protocol are 
included in the boundary and outside the boundary.) 
プロジェクト参加者の管理下で、プロジェクト活動に帰する重要で理にかなったすべての人為的 GHG 排出源を包囲する
ことを留意してプロジェクトバウンダリーを記述し、正当化する。京都議定書の付属書Ａに含まれているガスと排出源のう

ち、どれが、バウンダリーの内と外に含まれるかを記述し、正当化する。 
 
プロジェクトバウンダリーの設定方法を示す。 またバウンダリー内外の吸収量・排出量でモニ

ター出来るものと無視出来るものを特定し、ベースラインシナリオ及びプロジェクトシナリオごとに表

にまとめる。 
 

4.6. Elaborate and justify formulae/algorithms used to determine the baseline scenario. 
Variables, fixed parameters and values have to be reported (e.g. fuel(s) used, fuel 
consumption rates). 
＜ベースラインシナリオを決定するために使った公式／アルゴリズムを詳しく述べ、正当化する。変

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、他の土地利用

より収益性が高い等） 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し

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し 

植林のインセンティブあり 
（市況が良い、他の土地利用

より収益性が高い等） 

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 
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数、定数、数値（たとえば、使用燃料、燃料消費率）は報告する＞ 
 

4.7. Elaborate and justify formulae/algorithms used to determine the emissions from the 
project activity. Variables, fixed parameters and values have to be reported (e.g. fuel(s) 
used, fuel consumption rates). 
＜プロジェクト活動からの排出を決定するために使った公式／アルゴリズムを詳しく述べ、正当化

する。変数、定数、数値（たとえば、使用燃料、燃料消費率）は報告する。＞ 
 

4.8. Description of how the baseline methodology addresses any potential leakage of the 
project activity: 
＜ベースライン方法論でどのようにプロジェクト活動のすべての潜在的なリーケッジに取り組むのか

を記述する＞ 
(Please note: Leakage is defined as the net change of anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases which occurs outside the project boundary and which is measurable and 
attributable to the CDM project activity.) 
注意：リーケッジの定義は、プロジェクトバウンダリーの外部で起こり、測定可能で CDM プロジェクト活動に帰す、GHG 排
出源による人為的排出量の純変化(net change)である。プロジェクトバウンダリーの外部で起こり、測定可能で CDM プロ
ジェクト活動に帰す、GHG排出源による人為的排出量のネットの変化である。 
 
(Please explain how leakage is to be estimated ex-ante and indicate in the monitoring 
methodology form (CDM-PDD-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 project activity or as an absolute amount of emissions. Please describe 
algorithms, data information and assumptions and provide the total estimate of leakage. Also 
include formulae and algorithms to be used in section E of the CDM-PDD attached.) 
どのようにリーケッジが ex-ante で推定されたのか説明し、どのように ex-post でモニターするのかをモニタリング方法論様
式(CDM-PDD-NMM)に示す。リーケッジは仮定なのか計算なのか、プロジェクト活動による総排出削減量の相対値
（パーセンテージ）か排出の絶対値なのかを説明する。アルゴリズム、データ情報、推定について記述し、リーケッジの総量

を記す。また、添付された CDM-PDDのセクション Eで使われる公式とアルゴリズムも含める。 
 

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
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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。 

 
4.9. Elaborate and justify formulae/algorithms used to determine the emissions reductions 
from the project activity. Variables, fixed parameters and values have to be reported (e.g. 
fuel(s) used, fuel consumption rates): 
＜プロジェクト活動の排出削減を決定するために使った公式／アルゴリズムを詳しく述べ、正当化

する。変数、定数、数値（たとえば、使用燃料、燃料消費率）は報告する。＞ 
 

5. Data sources and assumptions:＜データの出所と仮定：＞ 
 
5.1. Describe parameters and or assumptions (including emission factors and activity levels):
＜パラメータおよび（または）仮定（排出ファクターおよび活動レベルを含む）＞ 
 

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） 

 
5.2. List of data used indicating sources (e.g. official statistics, expert judgement, 
proprietary data, IPCC, commercial and scientific literature) and precise references and 
justify the appropriateness of the choice of such data 
＜排出源を示すデータ（たとえば、公式統計、専門家の判断、登録されたデータ、IPCC、商業およ
び科学文献）のリストと正確な参考文献を示し、そのようなデータ選択の適性さを正当化する。＞ 

 
5.3. Vintage of data (e.g. relative to starting date of the project activity): 
＜データの新しさ（たとえば、プロジェクト活動の開始時期と比較して）＞ 

 
5.4. Spatial level of data (local, regional, national): 
＜データの地理的レベル（地方、地域、国家）＞ 

 
6. Assessment of uncertainties (Sensitivity to key factors and assumptions): 
＜不確実性の評価（重要な要因と仮定に対する感度）＞ 
(Please highlight any factors and assumptions that would have a significant impact on the 
baseline and/or the calculation of baseline emission levels and how uncertainty related to those 
assumptions and factors are to be addressed.) 
ベースラインおよび（または）ベースライン排出レベルの計算に重大なインパクトを与えるすべての要因と仮定を強調し、不

確実性がこれらの仮定と要因に関係するのかを述べる。 
 
次のような事項の把握方法などを述べる。 

・不確実性の定量評価 

・誤差の評価 

・不確実性の「起源」を同定する 

 
7. Explanation of how the baseline methodology was developed in a transparent and 
conservative manner 
＜どのようにベースライン方法論に透明性があり、保守的な方法で開発されたのかについての

説明＞ 
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２－１－３ モニタリング方法論 

 

DRAFT 
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 

PROPOSED NEW METHODOLOGY: MONITORING (F-CDM-PDD–NMM) 
First Version (Ver 01) (in effect as of: XX Month 2003) 

 
Introductory Note＜序論＞ 

 
1. A strong link between baseline and monitoring methodologies is to be provided. New 
baseline and monitoring methodologies shall be proposed and approved together. 
ベースラインとモニタリングの方法論との間には強い繋がりがある。新しいベースラインとモニタリング方法論は、一緒に

提案され承認されるべきものである。 
 
2. This form “Proposed New Methodology: Monitoring” (F-CDM-PDD–NMM) is to be used to 
propose a new monitoring methodology. This form shall fully and completely describe the 
methodology. A CDM-PDD, which is to be attached, demonstrates the application of the 
proposed new methodology to the project activity (see para. 7 below). 
この「新方法論提案：モニタリング(F-CDM-PDD-NMM)」様式は、新しいベースライン方法論を提案するために用いら
れる。この様式は、その方法論の全てを十分に記述するものである。添付されるべき CDM-PDDは、提案する新方法論
のプロジェクト活動への適用について説明するものである。（パラ７を参照）。 
 
3. This form can be obtained electronically from the UNFCCC CDM web site 
(http://unfccc.int/cdm), by e-mail (cdm-info@unfccc.int) or in printed format from the 
UNFCCC secretariat (Fax: +49-228-815-1999). 
この様式は、UNFCCC CDM web site (http://unfcc.int/CDM) または e メール（CDM-info@unfccc.int）から電子
ファイルで、UNFCCC事務局（Fax: +49-228-8151999）の印刷判（CDM-info@unfccc.int）、UNFCCC事務局（Fax: 
+49-228-815-1999）の印刷されたフォーマットで入手することができる。 
 
4. Explanations for project participants are in italics. 
プロジェクト参加者への説明は斜体で示されている。 
 
5. Terms which are underlined with a broken line are explained in the “CDM PDD Glossary of 
Terms”. It is recommended that before or during the completion of the form that project 
participants consult the most recent version of the “CDM-PDD Glossary of Terms”. They 
should also consult the section “Guidance – clarifications” available on 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). 
点線で下線をした用語は「CDM-PDD Glossary of Terms 」で解説されている。様式を作成する前または作成中に、
プロジェクト参加者が「CDM-PDD Glossary of Terms 」の最新版を読むことを推薦する。また、プロジェクト参加者は、
UNFCCC CDM web site (http://unfcc.int/CDM) ま た は 、 E-mail(CDM-info@unfccc.int) 、 文 書 (Fax: 
+49-228-815-1999）で、UNFCCC事務局から得られる「Guidance-clarifications」を参考にすべきである。 
 
6. The Executive Board may revise this form if necessary. Revisions shall not affect proposed 
new methodologies submitted on or prior to the date on which a revised version of the form 
“Proposed New Methodology: Monitoring” enters into effect. Versions of the form shall be 
consecutively numbered and dated. 
EBはこの様式を必要であれば修正する事が出来る。修正は「新方法論提案様式：モニタリング」が有効になる日時より前
に提出された新方法論の提案には影響しない。様式のバージョンは連番と日付が入っている。 
 
7. This form for “Proposed New Methodology: Monitoring” shall be submitted to the Executive 
Board in accordance with “Procedures for submission and consideration of a proposed new 
methodology”. 
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For the most recent version of the procedures, please refer to procedures page of the UNFCCC 
CDM web site (http://unfccc.int/cdm). This form should be accompanied by: 
(i) “CDM-Proposed New Methodology Form” (F-CDM-PNM); 
(ii) “Proposed New Methodology: Baseline Form” (F-CDM-PDD-NBM); 
(iii) “Project Design Document (CDM-PDD)” with sections A-E completed, in order to 
demonstrate the application of the baseline approach chosen and the proposed new 
methodology to a proposed project activity. 
この「新方法論提案：モニタリング」様式は、新しく提案する方法論の具申と検討のための手続に従って、理事会に提出

される。手続きの最新版については、UNFCCC CDM web site (http://unfccc,int/CDM) の手続きに関するページを
参照されたい。この様式には次のものが添付されねばならない。 
(i) 「CDM新方法論提案」（F-CDM-PNM）； 
(ii) 「新方法論提案：ベースライン」様式 （F-CDM-PDD-NBM）； 
(iii) 提案するプロジェクト活動の新方法論案の適用を説明するために、A-Eセクションを完成させた「プロジェクトデザイ

ンドキュメント(CDM-PDD)」 
 
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). 
これらの様式の最新版は、UNFCCC CDM web site (http://unfccc.int/cdm) の「様式」の節、または E-mail 
(cdm-info@unfccc.int)、Fax(+49-228-815-1999)で印刷されたものを UNFCCC事務局から得ることができる。 
 
8. Each proposed new monitoring methodology should use a separate “Proposed New 
Methodology: Monitoring” form and “CDM-Proposed New Methodology form” 
(F-CDM-PNM). “Proposed New Methodology: Monitoring” forms for several new 
methodologies may be submitted together with the same CDM-PDD for several components of 
a proposed project. 
各々の新ベースライン方法論案には、別々の「新方法論提案：モニタリング」様式と「CDM 新方法提案」

（F-CDM-PNM）を用いるべきである。複数の「新方法論提案：モニタリング」様式は提案するプロジェクトの同じ
CDM-PDD複数のコンポーネントとして一緒に提出できる。 
 
9. This form should be completed without modifying its format, headings, font or logo. 
この様式は、その体裁、表題、フォントまたはロゴを修正することなく完成されるべきである。 
 
10. In accordance with the CDM M&P, the working language of the Board is English. The form 
“Proposed New Methodology: Monitoring” shall therefore be submitted in English to the 
Executive Board filled in English. However, the form will be available for consultation on the 
UNFCCC CDM web site in all six official languages of the United Nations. 
CDM M & Pに従って、会議で使用される言語は英語である。「新方法論提案：モニタリング」様式は、それ故、英語で
理事会(EB)に提出される。しかしながら、様式は参考のために、国連の６公用語のすべてで、UNFCCC CDM web 
siteにおいて入手できるであろう。 
 
11. 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”.
新方法論で記述された状況に関する追加的な指針については、UNFCCC CDM web site の「guidance – 
clarification」部分および「CDM PDD Glossary of Terms」における、理事会による指針と明確化を参照。 

 
General instructions:＜全般的な指示＞ 
 
(Monitoring of a CDM project activity refers to the collection and archiving of all relevant 
data necessary for determining the baseline, measuring anthropogenic emissions by sources of 
greenhouse gases (GHG) within the project boundary of a CDM project activity and leakage, 
as applicable. 
CDM プロジェクト活動のモニタリングはベースラインを決定するために必要なすべての関係データの収集と保管、

CDM プロジェクト活動のプロジェクトバウンダリー内の GHG 排出源からの人為的排出量とリーケッジの測定を言及す
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る。 
 
When drafting a proposed new monitoring methodology, project participants shall:  
新モニタリング方法論(new monitoring methodology)を立案する時には、プロジェクト参加者は; 
 
(a) Describe the proposed new methodology using the forms for “Proposed New Methodology: 

Baseline” (F-CDM-PDD-NMB) and “Proposed New Methodology: Monitoring” 
(FCDM-PDD-NMM) taking into account guidance given by the Executive Board as well as 
the information provided in the CDM PDD Glossary of Terms; 

(b) Demonstrate the applicability of the proposed monitoring methodology to a project activity 
by providing relevant information in sections A-E of a draft CDM-PDD. 

（ａ）CDM PDD Glossary of Terms にある情報や理事会による指針を考慮されている「新方法論：ベースライン案」
（F-CDM-PDD-NMB）と「新方法論：モニタリング案」（F-CDM-PDD-NMM）の様式を用いて、新方法論案を記述
すること。 

（ｂ）方法論案の適用可能性を説明し、同時に、ドラフト CDM-PDDのセクション A-Eにある関連情報を示すことにより、
プロジェクト活動への取り組みの可能性を説明すること。 

 
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 emissions occurring within the project boundary, 
- determine the baseline emissions, and 
- identify increased emissions outside the project boundary; 

モニタリング方法論はす下記のために必要なすべての関連データの収集と保存に関するモニタリングプランをどのよう

に確率するかについて詳細な情報を記述する必要がある。 
- プロジェクトバウンダリー内でおこる排出の推定または測定 
- ベースラインの排出の決定 
- プロジェクトバウンダリー外の排出増加の認識 

 
The monitoring methodology should reflect good monitoring practice appropriate to the type of 
project activity. 
モニタリング方法論はプロジェクト活動のタイプに適した good monitoring practice反映しなければならない。 
 
All algorithms, formulae, 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. 
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. 
The completed form shall not contain information which is related to the application of the 
proposed new methodology. 
方法論を適用するための、全てのアルゴリズム、数式、段階的手続きは、この様式を完成することで、含まれていなけれ

ばならない。完成された様式は、独立した再現可能な方法論でなければならず、他の文書の参照や追加的文書がない

ようにする。 
提案書は簡潔で明確に書かねばならない。重要な手続きおよび考え方は、図式を用いて表現すること。重要でない情

報は避ける。完成された様式には提案する新方法論の適用に関する情報は含まれない。 
 
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 glossary and from 
rewriting the instruction on the form “Proposed New Methodology: Monitoring”. 
プロジェクト参加者は用語集を作るとか、COPの文書またはCDM用語集で使われていない重要な術語を使用すること
を差し控えるべきであり、また、「新方法論提案：モニタリング」様式についての指示を書き直すことを慎まなければならな

い。 
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1. Identification of methodology＜方法論の特定＞ 
 
1.1. Title of the proposed methodology: ＜方法論案の表題＞ 
(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.) 
方法論案には明確な表題をつけること。プロジェクトを特定した表題を避けること。一旦承認された表題は、プロジェクト

参加者が承認された方法論の適用条件の表示を得られるようにするべきである。 
 
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。 
 

1.2. List of category(ies) of project activity to which the methodology may apply: 
＜方法論が適用できるプロジェクト活動のカテゴリーのリスト＞ 
(Using the list of categories of project activities and of registered CDM project activities by 
category available on the UNFCCC CDM web site, please specify the category(ies) of project 
activities for which this proposed new methodology can be used. If no suitable category(ies) of 
project activities can be identified, please suggest a new category(ies) descriptor and its 
definition, being guided by relevant information on the UNFCCC CDM web site.) 
UNFCCC CDM web siteで得られる、プロジェクト活動のカテゴリーリストおよびカテゴリー別に登録された CDMプ
ロジェクト活動のリストを使用して、この新方法論案が用いられるプロジェクト活動のカテゴリーを特定する。もしプロジェ

クト活動の適当なカテゴリーが特定できない時は、新しいカテゴリーの記述とその定義を提出して、UNFCCC CDM 
web site の関係のある情報により探す。 

 
ベースライン方法論は、一般化されているため他の同じタイプのプロジェクトに適用可能であるが、

適用条件を明確にする必要がある。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、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。 
 

1.3. Conditions under which the methodology is applicable to CDM project activities:  
＜方法論が CDMプロジェクト活動に適用できる条件＞ 
(For example, circumstances, region, data availability, or resource availability) 
たとえば、周囲の状況、地域、データの利用可能性、資源利用可能性 
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2. Proposed new monitoring methodology＜新モニタリング方法論提案＞ 
(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.) 
データの識別、正確さを考慮したデータの質、比較性、完全性、妥当性を含め、モニタリングプランの詳細な記述をする。 
Different types of project activities will have different monitoring requirements. 
For some project activities, emission reductions are calculated as the difference between the project activity and the baseline emissions. For others 
emission reductions are monitored directly. Depending on the type of project activity, please fill out their option 1 or option 2. 
Option 1 (section 2.2): Please describe the data and information that will be collected in order to monitor the emissions in the baseline scenario 
and the project scenario. 
Option 2 (section 2.3): Describe the data and information that will be collected in order to directly monitor and calculate the emission reductions 
from the project activity) 
異なるタイプのプロジェクト活動は異なるモニタリングを要求される。 

あるプロジェクト活動では排出削減は、プロジェクト活動とベースライン排出の差として計算できる。他のプロジェクト活動では削減は直接モニターすることが出来る。プロジェクト活動のタ

イプによってオプション１かオプション２を記入する。 

オプション１（セクション２．２）：ベースラインシナリオとプロジェクトシナリオでモニターするために収集すべきデータと情報を記述する。 

オプション２（セクション２．３）：直接モニターしてプロジェクト活動の排出削減を計算するために収集すべき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 

 
なお、以下の様式表は排出源のものであり、吸収源の様式は変更されると思われる。 
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2. 1. Brief description of new methodology＜新方法論についての簡単な記述＞ 
(Please outline the main points and give a reference to a detailed description of the monitoring methodology.) 
主なポイントの概略を述べ、詳細なモニタリング方法論の参考になる記述 

 
2. 2. Option 1: Monitoring of the emissions in the project scenario and the baseline scenario 
＜オプション１：プロジェクトシナリオとベースラインシナリオにおける排出のモニタリング＞ 
 
2.2.1. Data to be collected or used in order to monitor emissions from the project activity, and how this data will be archived: 
＜収集しなければならない、または、プロジェクト活動からの排出のモニターに使われるデータとこのデータがどのように保管されるか＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*. Please add rows to the table below, as needed.) 
（モニターされたデータはクレジット期間の終わりから２年間保存しなければならない。必要であれば表に行を追加する） 

 
ID number 
(Please use 
numbers to 
ease cross- 
referencing to 
table 5) 
IDナンバー 
（テーブル５

も参照できる

ように） 

Data 
variable
データ

変数 

Source 
of date 
データ

のソー

ス 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m),
calculated (c) 
or estimated 
(e)  
計測(m) 
計算(c) 
推定(e) 
を記述する 

Recording
frequency
記録頻度 

Proportion
of data to 
be 
monitored 
モニターす

べきデータ

の規模（割

合） 

How will the
data be 
archived? 
(electronic/ 
paper) 
データはどの

ように保管さ

れるか？（電

子データ／

紙） 

Comment 
コメント 

         
          

 
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。 
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。 
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2.2.2. Description of formulae used to estimate project emissions (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.)
＜プロジェクト排出の推定に使用された数式の記述＜それぞれの気体について、ソース、数式／アルゴリズム、CO2当量での排出単位）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式はベースライン方法論で記述した数式と一致しなければならない。 

 
Good Practice Guidance 4.3.3.5参照 
 

2.2.3. Relevant data necessary for determining the baseline of anthropogenic emissions by sources of greenhouse gases within the project 
boundary and how such data will be collected and archived : 
＜プロジェクトバウンダリー内の人為的温室効果ガス排出源のベースラインを決定するのに必要な関係データと、どのようにそれらのデータが

収集され保管されるのか：＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*.Please add rows to the table below, as needed.) 
必要であれば表に行を追加する 

 
ID number 
(Please use 
numbers to 
ease cross- 
referencing to 
table 5) 
IDナンバー 
（テーブル５

も参照できる

ように） 

Data 
variable
データ

変数 

Source 
of date 
データ

のソー

ス 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m),
calculated (c) 
or estimated 
(e)  
計測(m) 
計算(c) 
推定(e) 
を記述する 

Recording
frequency
記録頻度 

Proportion
of data to 
be 
monitored 
モニターす

べきデータ

の規模（割

合） 

How will the
data be 
archived? 
(electronic/ 
paper) 
データはどの

ように保管さ

れるか？（電

子データ／

紙） 

Comment 
コメント 

         
          

 
Good Practice Guidance 4.3.3.1および4.3.3.2参照 
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2.2.4. Description of formulae used to estimate baseline emissions (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) 
＜ベースライン排出を推定するために使用した数式の記述（それぞれの気体について、ソース、数式／アルゴリズム、CO2当量での排出
量）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式はベースライン方法論で記述した数式と一致しなければならない。 

 
2. 3. Option 2: Direct monitoring of emission reductions from the project activity 
＜オプション２ プロジェクト活動に排出削減の直接的モニタリング＞ 
(Values should be consistent with those in section E of the CDM-PDD form) 
値はCDM-PDD様式のセクションＥと矛盾があってはならない 

 
AR-CDMの場合であれば「吸収量を直接モニターする」と読みとれるので、現在の技術では不可能と判断される。なお、Good Practice Guidance 4.3.3.5.5.1に記載され
ているDirect approachもしくはIndirect approachという形になるかもしれない。 
 

2.3.1. Data to be collected or used in order to monitor emissions from the project activity, and how this data will be archived: 
＜プロジェクト活動からの排出をモニターするために収集または使用するデータとどのようにこのデータが保管されるのか。＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*.Please add rows to the table below, as needed.) 
モニターされたデータはクレジット期間の終わりから２年間保管する。必要であれば行を追加する。 

 
ID number 
(Please use 
numbers to 
ease cross- 
referencing to 
table 5) 
IDナンバー 
（テーブル５

も参照できる

ように） 

Data 
variable
データ

変数 

Source 
of date 
データ

のソー

ス 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m),
calculated (c) 
or estimated 
(e)  
計測(m) 
計算(c) 
推定(e) 
を記述する 

Recording
frequency
記録頻度 

Proportion
of data to 
be 
monitored 
モニターす

べきデータ

の規模（割

合） 

How will the
data be 
archived? 
(electronic/ 
paper) 
データはどの

ように保管さ

れるか？（電

子データ／

紙） 

Comment 
コメント 
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2.4. Treatment of leakage in the monitoring plan ＜モニタリング計画におけるリーケッジ処置＞ 
(Please explain if leakage will be monitored during the implementation of the project activity. If relevant, please explain and justify if leakage 
will not be estimated ex-post. Explain if leakage will be calculated as the difference between emissions occurring outside the boundaries of the 
project and emissions in the baseline scenario, or if leakage will be monitored directly.) 
もしプロジェクト活動実行期間中にリーケッジがモニターされる場合は説明する。関係するのであれば、リーケッジが事後に推定されないことを解説し正当化する。リーケッジがプロ

ジェクトのバウンダリー外の排出とベースラインシナリオでの排出の差として計算される場合、またはリーケッジが直接モニタリングされる場合は、説明する。 
 
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 
 

2.4.1. If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor leakage effects of the project 
activity 
＜適用できるのであれば、プロジェクト活動のリーケッジの影響をモニターするために収集されるであろうデータと情報を記述する。＞ 
(Monitored data shall be archived for 2 years following the end of the crediting period*. Please add rows to the table below, as needed.) 
モニターされたデータはクレジット期間の終わりから２年間保管する。必要であれば行を追加する。 

 
ID number 
(Please use 
numbers to 
ease cross- 
referencing to 
table 5) 
IDナンバー 
（テーブル５

も参照できる

ように） 

Data 
variable
データ

変数 

Source 
of date 
データ

のソー

ス 

Data 
unit 
データ

単位 

Measured (m),
calculated (c) 
or estimated 
(e)  
計測(m) 
計算(c) 
推定(e) 
を記述する 

Recording
frequency
記録頻度 

Proportion
of data to 
be 
monitored 
モニターす

べきデータ

の規模（割

合） 

How will the 
data be 
archived? 
(electronic/ 
paper) 
データはどの

ように保管さ

れるか？（電

子データ／

紙） 

Comment 
コメント 

         
          

 

 45



 

2.4.2 Description of formulae used to estimate leakage (for each gas, source, formulae/algorithm, emissions units of CO2 equ.) ＜リーケッ
ジを推定するのに使った数式の記述（それぞれの気体について、ソース、数式／アルゴリズム、CO2当量での排出量）＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式はベースライン方法論で記述した数式と一致しなければならない。 

 
2.5. Description of formulae used to estimate emission reductions for the project activity (for each gas, source, formulae/algorithm, 
emissions units of CO2 equ.) プロジェクト活動による排出削減を推定するのに使った数式の記述＜それぞれの気体について、ソース、式／
アルゴリズム、CO2当量での排出量＞ 
(Formulae should be consistent with the formulae outlined in the description of the baseline methodology) 
数式はベースライン方法論で記述した数式と一致しなければならない。 

 
2.6. Assumptions used in elaborating the new methodology:＜新方法論の記述で使われた仮定＞ 
(Please list information used in the calculation of emissions which is not measured or calculated, for example use of any default emission 
factors) 
測定や計算をしないで排出量の計算で使われた情報をリストする。例えばデフォルト排出係数の使用など 

 

 

いくつかのカーボンプールや、プロジェクトの過程で出るGHGガス（CO2,CH4,N2Oなど）の排出量を測定しないという選択ができる（測定しないカーボンプール）。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。 
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2.7. Please indicate whether quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are being undertaken for the items monitored. 
＜品質管理(QC)と品質保証(QA)方法はモニターする項目に保証されているかを示す。＞ 
(see tables in sections 2 and 3 above) 
表 2 と 3を参照 

 
Data 
(Indicate table and ID 
number e.g. 3.-1; 3.-2.)データ（表番号と ID番号を示
す。例えば 3-1; 3-2） 

Uncertainty level of data 
(High/Medium/Low)データの不確実性レベル 
（高／中／低） 

Explain QA/QC procedures planned for these data, 
or why such procedures are not necessary.これらの
データに計画されている QA/QC 方法を説明す
る。または、なぜそのような方法が必要ないのか

説明する。 
   
    

 
Good Practice Guidance 4.3.4参照 
 

2.8. What are the potential strengths and weaknesses of this methodology?＜この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.) 
新方法論の正確さと完全さがどの程度か、承認された方法論と比較して概要を記述 

 
2.9. Has the methodology been applied successfully elsewhere and, if so, in which circumstances? 
＜方法論は他でうまく適用されたことがあるか、もしあれば、どのような環境においてか？＞ 
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２－２ ベースライン及びモニタリング方法論への課題と意見 

 

上記において、A/R CDMのケースを想定し、排出源のPDD及び方法論の新しい様式の中に記

載すべき事項とその際に留意すべき事項などを述べてきたが、この作業を行うに際して出てきた

課題と意見を以下で述べたい。 

 

① 植林・再植林 CDMにおけるベースライン・モニタリング方法論に関する課題 

 植林・再植林CDMにおけるベースライン・モニタリング方法論は、エネルギー分野と同様のアプ

ローチが必要となるといわれている。つまり、エネルギー分野で行われている「追加性の証明→

ベースラインシナリオの決定」という流れが要求される。追加性の証明とは、「当該CDMプロジェク

トが BAU でないこと」の証明である。 

 本来、追加性の証明は、「ベースラインシナリオが客観的な方法により、論理的かつ透明性の高

い方法で設定することができ、かつプロジェクトの排出量（吸収量）が、ベースライン排出量より低

い（高い）場合に、削減（吸収）の追加性を有する」と言えるはずである。しかし、現在のメソドロ

ジーパネル・理事会の要求は、「追加性の証明」を特別に抽出して、ベースライン方法論の前に

入れ込むというものである1。従って、植林・再植林CDMにおいては、まず「追加性の証明」に関す

る方法論の構築に取組む必要がある。 

 

② 追加性の証明に関する課題 

植林・再植林CDMプロジェクトにおける追加性の証明に関しては、以下の課題が存在する。 

 

＜商業植林の場合＞ 

 当該植林・再植林プロジェクトがベースラインシナリオではないことを証明するために、プロジェ

クト実施者は当該プロジェクト実施を阻む障害を特定しなければならない。その際に、商業植林に

関しては、「投資の障害」以外に適用可能な障害が見当たらない。例えば、技術に関しては、エネ

ルギー分野に比較して追加性を証明しにくい2。法規制に関しても同様である。最も有望な投資の

障害に関しても、エネルギー分野の省エネプロジェクトと同様に、「投資判断の基準」の設定が難

しい。 

 通常でも商業植林は、森林火災や病虫害、又は盗伐等により予期せぬ事態を想定した上で実

施される。つまり、プロジェクト実施前に机上で算定される「採算性」を唯一のプロジェクト実施の

判断基準として設定することが困難である。一方、政治、民族、土地所有等、プロジェクト実施に

おいて現実的な障害となるであろう課題は多様なものの、方法論に昇華させられる統一性や法則

性を見出すにはかなりの時間を要すると思われる。つまり、エネルギー関連のCDMプロジェクトに

比較して、追加性の証明を方法論化しにくいという現実がある。別の表現をすれば、商業植林

CDM プロジェクトは、「投資判断の基準」を設定して追加性の証明を試みても、ほとんどのケース

で「ベースラインシナリオと同一である」とみなされる可能性がある。 

 

                                                  
1 この流れは、必ずしも絶対的なものではなく、メソドロジーパネルやCDM理事会の議論の中で変化して
いく可能性を有する。 
2 育苗技術等はあるかもしれないが、例えば発電効率の高い発電機等のように、明白な追加性を有する技
術は見つけにくい。 
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＜公的資金（ODA含む）による環境植林＞ 

 公的資金により環境植林等を実施する場合も、同様に追加性の証明が難しい。公的資金により

環境植林を実施する場合、追加性の証明において「CDM 事業として認められなかったら、プロ

ジェクトとしても実施しないのか？」という質問に答える必要がある。ODAを含む公的資金によるほ

とんどの植林プロジェクトは、CDMプロジェクトとして成立しなくとも、ODA等公的資金固有の理由

により確実に実施されるものと推測される。そのようなプロジェクトが一度実際に行われた後にお

いて、その後にODAを含む公的資金を利用して植林・再植林CDMを実施しようとした場合、「当

該プロジェクトは本当にベースラインシナリオではない（必ず実施されたであろうプロジェクトでは

ない）のか」を証明する必要がある。 

 この課題に関しては、ODA を含む公的資金に「植林・再植林 CDM ファンド」等の名称を掲げる

ことにより説明が可能かもしれない。現在の「植林無償」を新たに植林・再植林CDMファンドとして

命名することも考えられる。 

 

③ ベースラインシナリオ設定に関する課題 

 植林・再植林 CDM に関して、追加性の証明が可能となった上で生じるもう一つの課題は、

「ベースラインシナリオをどのように一つに特定するか」である。通常エネルギー分野の CDM プロ

ジェクトでは、複数のベースラインシナリオをリストアップし、採算性や技術的な適用可能性により

比較検討し、最も妥当と思われる一つのシナリオを選択する。 

 植林・再植林CDMに当てはめて考えてみると、当該CDMプロジェクトがなければ（なくとも）生じ

ていたであろう（異なるタイプの）植林プロジェクトがベースラインケースとなることも十分に考えら

れる。つまり、植林・再植林 CDM プロジェクトとして最も好都合な「現在の荒廃地がこのまま継続

する」というシナリオをベースラインとして設定するためには、かなりのバックデータが必要となると

考えられる。 

 

④ モニタリング計画に関する課題と意見 

（１）エネルギー分野の CDM プロジェクトにおけるモニタリングは、化石燃料使用量、風力発電量、

メタン回収量等必要な計測項目と計測方法が理解しやすいにもかかわらず、現在、CDM 理事会

やメスパネルでは、「モニタリングの回数を方法論の中に規定するか否か」というレベルの議論が

なされている。 

 植林・再植林CDMにおけるモニタリングは、エネルギー分野における計測項目と計測方法に比

較して、明らかに複雑かつ不確実性が高いと考えることができる。つまり、エネルギー分野にと同

レベルでモニタリングが要求された場合、そのコストは得られるクレジットを相殺するのみならず、

プロジェクトの採算性自体を脅かすものになりかねない。 

（２）現在、CDM 理事会で承認されたモニタリング方法論は排出源プロジェクトの方法論のみであ

るが、これらを参考にし、同じようなレベルで吸収源プロジェクトのモニタリング方法論を作成する

ことは非常に困難と感じる。 

排出源プロジェクトでは、実際の排出量を流量計、濃度計などを使って直接的、継続的に測定

し算出することが出来るが、それは記録として残るのみであり、排出した量そのものは大気中に放

出される。一方、吸収源プロジェクトにおいては、実存している森林バイオマスの測定が、ある期

間中の吸収量の測定となる。従って、排出源プロジェクトのような継続的な測定は行う必要はなく、
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verification の時点での吸収量を測定すれば十分であると考えられる。 

しかし、森林バイオマス全量を実際に測定するのは非常に困難である。さらに、現時点で、非

破壊的な方法で森林バイオマスを実際に測定する方法はない。非常に小さな植林地であれば、

サンプルからの推定を行うのではなく、全量を実際に測定することも不可能ではないが、多大な

時間と労力、つまりコストがかかると考えられる。大きな植林プロジェクト対象地においては、全量

を実際に測定することは、現実的には不可能であろう。 

従って、森林バイオマスはサンプル抽出を行い、全体を推定するという方法をとらざるを得ない

のが現状である。現在ＣＤＭプロジェクトの審査では測定の不確実性について厳しく審査される

傾向があるように思われるが、森林バイオマスの測定は推定による方法が最も一般的であることが

理解され必要がある。 

加えて、森林は生物の個体群であり、全く同様の環境においても、個体差というばらつきを排

除することはできない。また、クローン個体を使った植林であっても、同じ環境下でも個体差は現

れる上、広い植林地内では環境も異なるため、各個体は異なった成長量を示す。測定の不確実

性を評価する際には、考慮しなければならない点であろう。従って、工業製品の品質管理を行う

ために作られた規準等をそのまま準用することは無理があり、森林吸収源の分野での独自の評価

基準(good practice)の完成が待たれる。 

 

 

 

⑤ 今後の展望 

植林・再植林分野のCDMプロジェクトの実施に向けて、ベースライン・モニタリング計画に関連

した今後の展望において最も重要なことは、メソドロジーパネル3に植林CDMに精通した我が国の、

または植林・再植林CDMに積極的なホスト国（例えばインドネシア）の専門家を送り込むことであ

る。我が国の植林・再植林CDMの推進に最も望ましくない状況は、メソドロジーパネル等に、我が

国からは参加がなく、植林CDMに否定的な欧州の専門家が参加することである。欧州が、当該分

野の専門家を核にして、植林・再植林CDMプロジェクトの追加性の証明、又はベースラインシナリ

オの選定に関する柔軟性の確保をさまたげようとした場合、過去のパネル等の議論を見てもわか

るとおり、他のメンバーが我が国に有利な議論を導くことは困難であるといわざるを得ない。 

 

                                                  
3 植林・再植林CDMに関して別途、特別な技術委員会等が設立されるのであれば、メソドロジーパネル同
様に我が国又はインドネシアの専門家の参加を図るべきであろう。 
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（参考）小規模 A/R CDM について 

 

ガイドラインの作成作業をする中で、小規模 A/R CDM に関する意見があったので以下に 

記述する。 

（１）低所得者の定義についてはホスト国政府が法律等で定義するべきである。 

（２）小規模CDMの場合、事業者は大規模プロジェクトで要求されている手続きに全て従う必要は

なく、重要でないものについては簡略化すべきである。 

（３）リーケッジについて、小規模プロジェクトの下では、プロジェクト境界外の社会経済影響は大き

くないと思われるので、重要でないであろう。  

（４）社会経済、環境影響評価について、事業者はプロジェクト境界内の社会経済、環境影響の

変化のみをモニターすれば十分と思われる。 

（５）モニタリングの実施に際しては、作業費節約の重要性から、地元民が参加できるようなシンプ

ルなものとすべきである。 

（６）標準的な方法論や換算係数（拡大係数やMAIなど）が準備されるべきである。そのような標準

的方法や数値の準備については理事会が準備することを期待する。 

（７）小さなものを集合するバンドリングシステムが認められるべきである。つまり小さなものを集めた

プロジェクトについてはひとつのPDDで良いとすべきである。すなわち以下を考慮すること

が重要である。  

   ①手続き費用が高くなり投資家の興味を失う。 

   ②低所得者層はCDMプロジェクトを実施する能力（モニタリング、カーボン測定、記録、書類

作成など）を持っていない。もし、上記のバインディングシステムが認められないとすれ

ば、小規模 CDM の近い将来における実現はおぼつかない。これは低所得者層が小規

模CDMの恩恵は受けられないことを意味する。 

   ③バインディングシステムが認められる場合、小規模 CDM の事業場所は、狭い範囲の 1 箇

所ではなく、多くの場所で可能とすべきである。これはプロジェクト境界外での相乗効果

（悪影響）を避ける意味で重要である。もし、狭い範囲の 1箇所に多くの小規模CDMが

できた場合、境界外の社会経済・環境への影響が大きく、小規模CDMのリーケッジなし

という提案と矛盾することとなる。一方、このルールは、バンドリングシステムを通じて大

規模プロジェクトを細分化し手続きの簡略化を試みる投資家を避けることもできるだろ

う。 
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