
 

ＣＤＭ植林技術指針調査事業 

 

 

 

（平成１７年度報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８年３月 

 

 

 

 

 

 

財団法人 国際緑化推進センター 

社団法人 海外産業植林センター 

 



 

 

はじめに 

 

 

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

平成 17 年度調査報告書である。 

気候変動枠組条約に基づく京都議定書が平成 16 年 2 月に発効して 1 年が経過し、排出源

CDM（クリーン開発デベロップメント）の取組みが本格化しつつあり、吸収源 CDM についても昨年

開催された COP11 において、懸案となっていた小規模吸収源 CDM の手続き・ルールがすべて決

定され、CDM 植林プロジェクトの具体化が期待される段階になった。 

このような中で、多くの開発途上国は、持続可能な森林造成の一環として CDM 植林の実施を望

んでおり、その指針となる CDM 植林指針を求めている。 

CDM 事業では、事業参加者が運営組織（OE）に事業の申請を行い CDM 植林として適切な内

容を持つ森林造成計画であると審査・認定を得なければならない。既に世界で 20 を数える CDM

植林事業申請が出されているが、現在までに方法論が適格であると認定されたものは 1 件のみで

あり、プロジェクトが認定を得るまでのハードルの高さを伺わせている。 

本事業では、CDM 植林事業への開発途上国及びわが国の事業者の参入を容易にするため、

事業参加者が OE に事業申請する際に、その審査をパスしやすいようなガイドライン、CDM 植林

技術指針を作成し、CDM 植林の推進を通じて開発途上国の持続可能な森林経営への取り組みを

支援することを目的とするもので、これまで、ウルグアイ、インドネシア、ベトナム等で調査を行って

きた。 

本年度は、引き続き中南米地域で CDM 植林事業について積極的な意向を示しているパナマ、

ウルグアイにおいて調査を行った。 

本事業を進めるにあたり、林野庁森林整備部計画課海外林業協力室永目伊知郎室長、清水 

俊二課長補佐、嶋田 理海外植林指導官にご指導いただいた。また、調査の企画実行に終始ご

指導いただいた 本調査委員会委員長 天野 正博氏をはじめとする委員各位、調査に全面協力

を頂いた社団法人海外産業植林センター、ウルグアイ・パナマの関係者に厚く御礼申し上げる次

第である。 

 

 

平成 18 年 3 月 

（財）国際緑化推進センター 

理事長  塚本 隆久 
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Ｉ 調査事業の目的と内容 
 

１ 調査事業の目的 

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

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

造成指針としての CDM 植林技術指針を求めている。 

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

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

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

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

営への取り組みを支援するものである。 

 

２ 調査事業の内容 

本事業は 5 年間の計画で下記の事業を実施する。 

 

（１）OE による事業適格性審査に含まれると目されている 

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

・生物多様性保全を含む環境影響評価 

・社会経済的影響評価 

・利害関係者への意見聴取と処理方法 

・リーケッジ（副次的悪影響）の把握と対処方法 

・ベースラインの設定と炭素計測モニタリング手法 

 

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

 

３ 年次計画 

本事業は下記の計画を予定する。 

  第 1 年次  平成 15 年度  東南アジア（インドネシア） 

  第 2 年次  平成 16 年度  東南アジア（ベトナム） 

  第 3 年度  平成 17 年度  中南米(ウルグアイ・パナマ) 

  第 4 年度  平成 18 年度  中南米（ウルグアイ・パナマ予定） 

  第 5 年度  平成 19 年度  アフリカ 

 

４ 委員会の設置と開催 

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

取りまとめ方法などを検討した。 

 

（１）委員会の設置 

名称：CDM 植林技術指針調査員会 

 委員長 天野 正博 全般 早稲田大学 人間科学部 教授 

 委員 神田 憲二 森林経営 王子製紙（株） 執行役員 原材料本部長 

  太田 誠一 環境影響 京都大学大学院 農学研究科 教授 

  横田 康裕 社会経済影響 （独）国際農林水産業センター 林業部 

  小林 紀之 OE 審査 日本大学大学院 法務研究科 教授 

  根本 昌彦 OE 審査 全国森林組合連合会 調査役 

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

  松尾 直樹 CDM 一般 （有）クライメート・エキスパーツ 代表取締役 

  川元 蒋 CDM 一般 フォーラムマネージメント（株）代表取締役 

  森川 靖 森林造成 早稲田大学人間科学部 教授 

 



 

  森 徳典 森林造成 （財）国際緑化推進センター 主任研究員 

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

  武田 雅浩 投資モデル  三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株） 

環境エネルギー部主任研究員 

  岡  裕泰 投資モデル （独）森林総合研究所 関西支所 チーム長 

  

（２）２委員会の開催 

本年度は下記委員会を開催した。 

第 1 回 

  日時：平成 17 年 5 月 27 日 

  議題：調査方針、進め方について 

 

第 2 回 

  日時：平成１7 年１2 月 20 日 

  議題：調査結果等について 

 

第 3 回 

  日時：平成 18 年 3 月 30 日 

  議題：報告書の検討 

 

５ 現地調査等 

本年度の現地調査は以下を実施した。 

1）日時： ウルグアイ調査（２００5 年 10 月 14 日～21 日） 

 内容： 現地民間コンサルタントとの打合せ、植林地調査 

 参加者： 山田麻木乃（JOPP） 

 

２）日時： パナマ調査（2006 年 1 月 7 日～18 日） 

 内容： 政府 CDM 関係者とのミーティング、植林地調査 

 参加者： 林久晴、森徳典（JIFPRO)、小宮忠義（宮義技術士事務所長） 

 

３）日時： ウルグアイ調査（2006 年 3 月 12 日～20 日） 

内容： 政府ＣＤＭ関係者、民間コンサルタントとのミーティング、植林地調査 

参加者： 天野正博（早稲田大学）、山田麻木乃（JOPP） 

 

 



ＩＩ 通常規模 PDD 及び方法論作成ガイドラインと承認された方法論の分析 
 

山田麻木乃（（社）海外産業植林センター） 
 

2006 年４月時点で、提出された方法論はのべ２１件、うち承認された A/R CDM 新方法論は 3 件で

ある。これまで ARWG の新方法論承認の判断基準を知るためには、新方法論提案を提出し、ARWG
で指摘された点を検討する、または他の新方法論での指摘を参考にするという方法しかなかったがよ

うやく A/R 新方法論が承認されたことで、A/R ワーキンググループ(ARWG)や CDM 理事会(EB)が新

方法論をどのような基準で評価、判断するのかが明らかになってきた。 
 
しかしながら、ARAM0001 はベースラインが荒廃地であり、選択した炭素プールも地上部・地下部

バイオマスのみ、リーケッジもほとんど想定されないという、非常に限定的な条件下のプロジェクトにし

か適用できない。また、ARAM0002 と ARAM0003 は ARAM0001 を改良したものであり、前者はすべ

ての炭素プールを考慮し、後者はリーケッジを考慮する方法論となっている。改良された方法論に

よって適用できるプロジェクトの範囲が多少広がりはしたものの、まだ「ベースラインが荒廃地」という

条件のプロジェクトにしか適用できない。 
 
今後もしばらくはこれら３つの方法論をベースに、個々のプロジェクトに適用できるよう改良を加えた

新方法論の提案が行われるだろう。また、過去に提出され承認されなかった新方法論も、承認された

方法論を参考に再提出を試みる動きもあり、新方法論の提出は活発になると思われる。さらに、現在

承認されている方法論は必ずしも完璧なものであるというわけではなく、今後改良されたり、修正され

たりする可能性は高い。EB でも 24 回会合で「排出源 CDM と同様に、A/R CDM プロジェクト活動の

承認方法論にも”mutatis mutandis（必要な変更を加えていく）”というやり方を適用すること」が合意さ

れている。 
 
方法論、PDD を作成するには、基本的な事項であるが、まず A/R CDM で使用される用語の意味

や考え方を、decision19/CP.9 や M&P、PDD・新方法論作成ガイドラインに収録されている用語集を

参考にして理解する必要がある。その上で、ARWG における議論や EB 決定を考慮し書類を作成し

なければならない。また、提出された方法論に対する EB の指摘を分析することは、新方法論提案に

重要である。 
 
本章では、まずPDD新方法論作成ガイドライン(Clean Development Mechanism Guidelines for 

Completing the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) The Proposed New Methodology 
for A/R Baseline and Monitoring (CDM-AR-NM))のパートＩ（一般的なガイダンス・用語集）の日本語

訳を提示する。次に、パートＩＩ、ＩＩＩ（CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMのガイドライン）の日本語訳をA/R 
CDM ベースライン・モニタリング方法論提案フォーム(CDM-AR-NM version01)、プロジェクト設計書

フォーム (CDM-AR-PDD version 04) に追記する形で掲載した。さらに、承認された方法論

(ARAM0001, ARAM0002, ARAM0003)の分析もCDM-AR-NMに挿入した。 
 
 

 



ＩＩ－１ 一般的な情報とA/R CDM用語集 
 

「CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM GUIDELINES FOR COMPLETING THE PROJECT 
DESIGN DOCUMENT FOR A/R (CDM-AR-PDD), THE PROPOSED NEW METHODOLOGY 
FOR A/R: BASELINE AND MONITORING (CDM-AR-NM) Version 03」のPART Iの日本語訳であ

る。 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

http://unfccc.int/cdm
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CDM-AR-PDD及びCDM-AR-NMの中で、破下線の付いた用語はこのガイドラインの中に含まれている

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

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

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

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

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

理しない。 
 
12. In accordance with the modalities and procedures for a CDM (“hereafter referred as CDM modalities and 
procedures”, see decision 17/CP.7 and its annex contained in document FCCC/CP/2001/13/Add.2), the working 
language of the Board is English. The CDM-AR-PDD and the CDM-AR-NM shall therefore be completed and 
submitted in English language to the Executive Board. However, the CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM are 
available on the UNFCCC CDM web site for consultation in all six official languages of the United Nations. 
「CDMの方法と手続き」（以下「CDM M&P」と表示する。FCCC/CP/2001/13/Add.2にあるdecision 17/CP.7とその

annexを参照）に従い、会議での使用言語は英語である。理事会に提出するCDM-AR-PDD、CDM-AR-NMは

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

おいて、国際連合の公式６カ国言語で入手可能である。 
 

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


13. The CDM-AR-PDD and CDM-AR-NM templates shall not be altered, that is, shall be completed using the 
same font without modifying its format, font, headings or logo. 
CDM-AR-PDD、CDM-AR-NMのテンプレートは変更してはならず、その体裁、表題、フォント、ロゴは修正する

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

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

の書類がUNFCC CDMウェブサイトで入手可能である。 
 
 



 

 
B. Glossary of A/R CDM terms 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

採択された。 
 
 

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

http://unfccc.int/cdm


 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ればならない。 
 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

然の森林や植林地ではない。 
 
(b)活動が再植林または新規植林プロジェクト活動であることを証明する： 
i.再植林プロジェクト活動の場合、1989 年 12 月 31 日の時点で、その土地が各ＤＮＡによって Decision 
11/CP.7 に基づく森林の定義として定めた森林の閾値（樹冠率、樹高、最小土地面積）よりも低いことを証明

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

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



 

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

しなければならない： 
(a)地上の参照データによって補足された地上航空写真や衛星画像 
(b)地上ベースの調査（土地使用許可、土地利用計画、地籍図、所有者登録、土地利用・土地管理登録な

ど地域の登 
(c)オプション(a)と(b)が入手不能、適用不能である場合、プロジェクト参加者は、参加型農村調査法（PRA）
6に従って作成した書面の証言を提出する。 
 
Forest: 
“Forest” is a minimum area of land of 0.05-1.0 hectares with tree crown cover (or equivalent stocking level) 
of more than 10-30 per cent with trees with the potential to reach a minimum height of 2-5 metres at maturity 
in situ. A forest may consist either of closed forest formations where trees of various storeys and 
undergrowth cover a high proportion of the ground or open forest. Young natural stands and all plantations 
which have yet to reach a crown density of 10-30 per cent or tree height of 2-5 metres are included under 
forest, as are areas normally forming part of the forest area which are temporarily unstocked as a result of 
human intervention such as harvesting or natural causes but which are expected to revert to forest. A Party 
not included in Annex I may host an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the 
Executive Board through its designated national authority for the CDM the parameters it has chosen for the 
definition of “forest” to be used for the purposes of hosting A/R project activities under the CDM. 
A Party not included in Annex I may host an A/R CDM project activity if it has selected and reported to the 
Executive Board through its designated national authority for the CDM: 
(a) A single minimum tree crown cover value between 10 and 30 per cent; and 
(b) A single minimum land area value between 0.05 and 1 hectare; and 
(c) A single minimum tree height value between 2 and 5 metres. 
The selected values referred above shall be fixed for all A/R CDM project activities registered prior to the 
end of the first commitment period. 
「森林」とは、最低面積 0.05～1.0 ha、最低樹冠率（ or 群落率）10～30％、成林時の最低樹高2～5m、の

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                      
6参加型農村調査法(Participatory rural appraisal; PRA)は地域の問題を分析し、地域の利害関係者と仮の問題解決を

考案するアプローチである。社会的、環境的問題の空間的、時間的状況を扱うグループベースの分析のための視覚的

方法で、広い範囲で使われている 



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ものである。A/R CDMプロジェクト活動は１つ以上の分離した土地の区画を含む。１つのA/R CDMプロジェ

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



 

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

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

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

（lCERs/tCERs の）配分要請がなされるまでに、事務局を通じ理事会に連絡されなければならない。 
“A/R CDMプロジェクト活動に参加する民間組織/公的機関の承認”、及び“ lCERs/tCERs の配分要請”を
参照。 
 
Renewable crediting period: 更新可能クレジット発生期間 
See Crediting period – renewable. 
 
Reforestation:再植林 
“Reforestation” is the direct human-induced conversion of non-forested land to forested land through 
planting, seeding and/or the human-induced promotion of natural seed sources, on land that was forested but 
that has been converted to non-forested land. For the first commitment period, reforestation activities will be 
limited to reforestation occurring on those lands that did not contain forest on 31 December 1989. 
「再植林」は、以前は森林であったが非森林地に転換された場所を森林に、植林、蒔種、人為的な天然の

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

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

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

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

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

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



 

の検証が行われていれば、2005年12月31日以降有効化と登録をすることが出来る。クレジット期間開始が

プロジェクト活動開始日と同じ日付であることを示せば、2000年から開始したプロジェクトは開始日時点の

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

的に実施される独立した再調査である。 
 



 

ＩＩ－２ 方法論（CDM-AR-NM）作成ガイドラインと承認された方法論の分析 
 

2006年4月時点で承認されたA/Rの方法論は下記３方法論である。これらの方法論の本文は、

UNFCCCのウェブサイトからダウンロードできる。
(http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html) 
 

ARAM0001: Reforestation of degraded land 
ARAM0002: Restoration of degraded lands through afforestation/reforestation 
ARAM0003: Afforestation and reforestation of degraded land through tree planting, assisted 

natural regeneration and control of animal grazing 
 

承認された方法論は３つとも世界銀行のバイオ・カーボンファンドまたはプロトタイプ・カーボン

ファンドのプロジェクトである。A/R プロジェクトに焦点を絞って形成されたファンドであるバイオ

カーボンファンドのプロジェクトは下記の通り(http://carbonfinance.org/)であり、これまでも数多くの

新方方法論がこれらから提出されている。今後もこれらのバイオ・カーボンファンド関連の、資金

面でも技術面でも支援を受けているプロジェクトからの新方法論の提出や承認された方法論を使

用した PDD の提出が積極的に行われるであろう。 
 

世界銀行バイオ・カーボンファンドのプロジェクト 
 

Albania: Assisted Natural Regeneration 
Brazil:  Reforestation around Hydro Basins 
China:  Pearl River Watershed Management 
Colombia:  San Nicolas Agroforestry 
Colombia:  Silvopastoral Rehabilitation 
Congo:  Bateke Fuelwood and timber Plantation 
Costa:  Rica: Coopeagri 
Dominican Republic: Rio Blanco Reforestation 
East Africa:  Small Group and Tree Planting 
Ethiopia:  Humbo Assisted Regeneration 
Honduras:  Pico Bonito 
India:  Improving Rural Livelihhod 
Kenya:  Green Belt Movement 
Madagascar:  Biodiversity Corridor  
Mali:  Acacia Plantations 
Mexico:  Seawater Agroforestry 
Nicaragua:  Precious Woods 
Niger:  Acacia Community Plantations 
Philippines:  Watershed Rehabilitation 
Trinidad and Tobago:  Nariva Wetland Restoration 
Uganda:  Nile Basin Reforestation 
Ukraine:  Chernobyl Reforestation 
 

 
A/R CDM プロジェクトを提案する場合、提案するプロジェクトに適用可能であれば既存の承認

された方法論が使用することが出来るが、適用できない場合は新方法論を開発し承認されなけれ

ばならない。Joanneum Research（オーストリア）の Schlamadinger 氏(ARNM0001 の開発に携わっ

ている)は、A/R CDM プロジェクトでは複数のプロジェクトが共同で活動することを提案しており、

A/R CDM プロジェクトの提案者が取るべきステップを次のように示している。（ref-4）。 
１．既存の方法論をすべてスクリーニングし、提案するプロジェクトについて検討する 
２．承認された方法論が適用可能であれば使用する 
３．承認された方法論に見合っているが、少し異なるところがある場合は、適切なモジュール

を追加する 
４．提出された方法論が適用可能であれば、その開発者に連絡し、使用許可を取る 



 

５．どれも適用出来ない場合、今後出てくるプロジェクトをスクリーニングし、協同作業を検討

する 
６．上記すべてが出来ない場合は自分で新方法論を開発する 
 

現在承認されている３方法論には「深刻な荒廃地への A/R 活動」という共通の適用可能条件が

設定されており、荒廃地以外の土地で A/R CDM プロジェクトを実施する場合にはそのまま適用

することはできないので、上記ステップ３－６からどうするのかを選択する必要がある。このサイドイ

ベントでは、バイオカーボンファンドの経験から学んだこととして「A/R CDM プロジェクトは開発が

容易でもなければ、安価でもない」というコメントもあり、プロジェクト開発者がお互いに協力するこ

とが必要であることが強調されている。バイオカーボンファンドのプロジェクト開発者はネットワーク

があり、意見交換などを活発に行っている。ファンドのメンバーでなくとも、このようなネットワークに

参加し、情報収集を行うことは重要であろう。また、世界銀行カーボンファイナンスユニットのウェ

ブサイト(http://carbonfinance.org/)からは、ワークショップの発表資料などがダウンロード可能と

なっている。 
同サイドイベントでは、ARWG 議長 Martin Enderlin 氏が A/R CDM 新方法論開発における問

題点を図示しており、各問題点がお互いに関連があることがよくわかる。 
 

 

Basic Issue Primary Issue Secondary Issue 

A/R CDM 

コンセプト 

適用可能条件 

プロジェクト 

バウンダリー 

土地の適格性 

ベースライン選択 

追加性 

炭素・GHG プール 

純人為的吸収量 

プロジェクト排出量 

リーケッジ 

現実純吸収量 

ベースライン 

純吸収量 

不確実性 

モデル・公式・アル

ゴリズム・データ 

文章力・言語・ 

総合的な質 

ARAM0002 のプロジェクト開発者は同サイドイベントで、ARWG の対応の遅さを指摘している。

この方法論は 2005 年 4 月に提出を行い、6 月に B 判定が決定してから承認されるまで約 1 年を

費やしている。また、「EB, ARWG はすべての植生に対応できるツールや方法論の開発にもっと

責任を持つべきである」、「A/R CDM プロジェクト開発へのファンドが必要である」と指摘している

(ref-4)。 
 



 

本章では、EB が作成した PDD・新方法論作成ガイドライン(Clean Development Mechanism 
Guidelines for Completing the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) The Proposed 
New Methodology for A/R Baseline and Monitoring (CDM-AR-NM) version 04)のパートＩＩＩ

（CDM-AR-NM のガイドライン）の日本語訳を、A/R CDM ベースライン・モニタリング方法論提案

フォーム(CDM-AR-NM version01)に追記する形で掲載した。さらに、承認された３つの方法論

(ARAM0001、ARAM0002、ARAM0003)の分析も該当箇所に記述した。 
文章中の「EB○Annex△」は、EB での決定の文書の番号である。本報告書 IV 章に日本語仮

訳を収録したので、参考にして頂きたい。 
 
-------------------------------------------- 
文中の表示例： 
 

実線枠内は、CDM-AR-NM フォームの項目である。 
 

EB が作成した PDD・新方法論作成ガイドラインの日本語訳は点線枠内に記入した。 

 
丸ゴシック字体で示された文章は、承認された方法論(ARAM0001 -0003)や過去に提案された方

法論に基づいた分析である。 

-------------------------------------------- 
 
参考・引用文献： 
ref-1 「CDM 方法論ガイドブック」(2004)、環境庁 
 http://gec.jp/gec/gec.nsf/jp/Publications-Reports_and_Related_Books-CDM_Meth_Guidebook 
 
ref-2 「Forestry Projects under the CDM Procedures, Experiences and Lessons Learned (Forests 

and Climate Change Working Paper 3)」(2005)、FAO 
 http://www.fao.org/docrep/008/j7017e/j7017e00.htm 
 
ref-3 「Development and Prospects of AR-CDM: Balancing restoration and community 

development (2005) José Eduardo Sanhueza(COP11/MOP1 サイドイベント発表資料) 
 
ref-4 「Gaining approval for LULCF projects and project methodologies under the CDM: 

Lessons learned」(2005) COP11/MOP1 サイドイベント発表資料） 
 http://www.winrock.org/ecosystems/publications.asp?BU=9086 
 
ref-5 「Baselines and Additionality」(2005) BioCFplus Training Seminar 資料 
 http://carbonfinance.org/Router.cfm?Page=DocLib&ht=14&dtype=83&dl=0 
 



 

 
 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 
PROPOSED NEW BASELINE AND MONITORING METHODOLOGIES FOR A/R  

(CDM-AR-NM) VERSION 01  
A/R CDM ベースライン・モニタリング新方法論提案  

 
Section I.  Summary and applicability of the baseline and monitoring methodologies ベース

ライン・モニタリング方法論のサマリーと適用性 
このセクションでは、方法論全体のサマリーと、ベースラインアプローチ、適用条件、選択したカーボンプールなど

基本的となる条件を設定し、記述する。 

 

1.  Methodology title (for baseline and monitoring) 方法論タイトル（ベースライン方法論とモニ

タリング方法論の） 
 
Methodology title: 
>>  

曖昧でないタイトルを提案する方法論につける。タイトルはその方法論が適応可能なプロジェクトタイ

プを反映していなければならない。プロジェクト固有の名称は避ける。次のことを明示する： 

－提案する方法論のタイトル 

－書類のバージョンナンバー 

－書類の日付 

 
If this methodology is a based on a previous submission, please state the previous reference 
number (ARNMXXXX/ARAMXXXX) here: 以前に提出した方法論に基づいている場合、以

前提出した際のリファレンスナンバー(ARNMXXXX/ARAMXXXX)を記述する。 
>> 
2. Selected baseline approach for A/R CDM project activities A/R プロジェクト活動のベースラ

インアプローチ選択 
 
Choose One (delete others): 
 

 Existing or historical, as applicable, changes in carbon stocks in the carbon pools within the 
project boundary; 

 Changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary from a land use 
that represents an economically attractive course of action, taking into account barriers to 
investment; 

 Changes in carbon stocks in the pools within the project boundary from the most likely land 
use at the time the project starts. 

 
Explanation/justification of choice: 
>> 

ベースラインアプローチの選択は、可能であれば、後述のベースライン純吸収量セクションで記述す

る方法に基づいて行う。 
 

ベースラインシナリオの選択は「プロジェクト前の排出」に関係する(EB22 Annex15 A 参照)。 

 

アプローチの選択肢は、CDM A/R M&P パラ２２に記述されている。ベースラインアプローチは下記の３つから１つを

選択しなければならない。 

(a)「歴史的な炭素量変化（＝プロジェクトがない場合、歴史的な、または、現在の土地利用トレンドが将来も続くと

いうシナリオ）」 



 

(b)「経済的に魅力のある土地利用からの炭素量変化（＝プロジェクトがない場合、経済的にもっとも有利な土地

利用に変化するというシナリオ）」 

(c)「プロジェクト開始時にもっともありえる土地利用からの炭素量変化（＝プロジェクトがない場合、プロジェクト

開始時の土地利用が続くというシナリオ）」 

 

どのようにベースラインアプローチを選択するのか？(ref-5) 

(a) 

- 現在または歴史的な炭素蓄積変化のデータが入手可能な場合 

- BAU シナリオでの土地利用がプロジェクトなしでは変化しないことを証明できる場合（炭素蓄積量は変化して

もよいことに留意） 

- 歴史的なコントロールグループを使ってベースラインを決定するベースライン方法論となる 

(b) 

- 他の土地利用選択肢との経済的な比較が可能な場合 

- 土地利用決定は経済的なファクターにより決定され、そのファクターの変化が土地利用のきっかけとなること

を証明できる場合 

- 投資分析により経済的にベースラインを決定するベースライン方法論となる 

(c) 

- このアプローチは(a)と似ていると言われるが、プロジェクトがない場合に土地利用変化が起こると考えられ

る場合に選択する。 

- 統計的なアプローチと考えられ、予想される土地利用の可能性を推定するベースライン方法論となり、スタン

ダードなコントロールグループを使ってサンプリングする。 

 

2006 年 4月現在で提案された方法論（実質 21 件）では、(a)を選択：12 件、(b)：1 件、(c)：8 件であった。承認され

た方法論 3件はすべて 22(a)「歴史的な炭素量変化」を選択している。ARNM0001（(a)を選択）の承認以後、(a)を

選択する方法論が増えている。 

 

排出源 CDM では、アプローチの選択はマラケシュ交渉時の遺物であり、大きな意味を持たない項目と理解されて

いるようである（ref-1）。しかし、A/R CDM では ARAM0001 と 0002 の方法論の適用条件には「ベースラインアプ

ローチが 22(a)であることが明記されていることもあり、排出源 CDM よりも重要視されているようにみえる。 

 
3. Applicability conditions 適用可能条件 
 
Methodology procedure: 
>> 

プロジェクト活動について記述する。（例：荒廃地への再植林） 
 
この方法論を適用するために必要な、提案する AR CDM プロジェクト活動が満たさなければならな

いすべての条件をリストする（例：適性種、地域の環境、地方、歴史的な土地利用など）。条件は、

ベースラインを定義することのようなベースライン方法論の必要なパートであるステップ（段階。ベー

スライン方法論はステップ・バイ・ステップで段階的、論理的に導かなければならない）の代用ではな

い。適用条件は提案するプロジェクト活動のタイプと実施する場所がセクターに適していなければな

らない。これらは推定されるベースラインシナリオの条件ではない（例：「その土地がプロジェクト活動

なしでは同じまま続くこと」は、プロジェクト活動の条件ではないので適用条件として適切ではない。

これはベースライン調査の結果である）。 
 
あるケースでは、適用条件への準拠が明白で、容易に検証可能で変化しそうにない場合がある（例：

「プロジェクト活動は木材生産またはゴムのような非木材生産を行う」）。しかしながら他のケースで

は、適用条件への準拠をクレジット期間中モニタリングする必要があり、その場合、非準拠の結果を

方法論に示す必要がある。例えば、「そのプロジェクト活動はプロジェクト前活動の 50%以上を移動

させる結果にはならない」という適用条件がある場合、どのようにすればその適用条件が満たされる

のか（例：活動移動のモニタリングを通じて）、どのように報告されるのかを方法論で説明しなければ

ならない。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 



 

適用条件を説明する。同じ適用条件の承認された方法論が存在する場合はそれを示す。 
 

どのような条件下においてこの方法論を使用することが可能なのか記述する。方法論の中のすべての項目で必

要になる条件、制限をここに記述する必要がある。また、この方法論を使用するプロジェクトが適用条件を満たし

ていることをどのように証明するのか、その方法の記述も必要だろう。 

 

適用条件では、土地の適格性についての記述は不要である。EB22 の決定で、土地の適格性は PDD で記述するこ

とになった(適格性の定義方法は EB22 Annex 16 参照)。 

 

承認された方法論の適用条件をまとめた。 

条件の種類 ARAM0001 ARAM0002 ARAM0003 

プロジェクト前 ・深刻な荒廃地 

・森林植生の天然更新が不

可能 

・深刻な荒廃地 

・森林植生の天然更新が不

可能 

 

・深刻な荒廃地、 

・炭素蓄積が低い定常状態 

・森林植生の天然更新が不可

能 

・他の A/R 活動、計画なし 

ベースライン ・ベースラインアプローチ

が 22(a) 

・プロジェクトなしては劣化

したまま 

・プロジェクト活動なしには

土壌、リター、枯死木は炭

素蓄積が増加しない 

・ベースラインアプローチ

が 22(a) 

・プロジェクトなしては劣化

したまま 

 

・今後さらに荒廃する 

・プロジェクト活動なしには土

壌、リター、枯死木は炭素蓄積

が増加しない 

 

プロジェクト 

排出 

・地ごしらえによる土壌炭

素の長期的な排出は起こ

らない。 

・放牧がバウンダリー内で

は行われない。 

・放牧がバウンダリー内で

は行われない。 

・地ごしらえによる土壌炭素の

長期的な排出は起こらない。 

・湛水による灌漑禁止 

・土壌の排水・攪乱なし 

・窒素固定種が少なく脱窒無

視可 

リーケッジ ・プロジェクト前の活動が

バウンダリー外に移動しな

い 

・プロジェクト前の活動が

バウンダリー外に移動しな

い 

・プロジェクト前の活動がバウ

ンダリー外に移動可能

その他 ・植栽や播種によって再植

林される 

 ・植栽や播種によって再植林

される 

 

上述の方法論ガイドラインでは、「『その土地がプロジェクト活動なしでは同じまま続くこと』はベースライン調査

の結果であり、適用条件として適切ではない」としている。これを考慮すると、上の表でベースラインと分類した

条件、「ベースラインアプローチが 22(a)」や「プロジェクト活動なしには土壌などの炭素蓄積が増加しないこと」

などは、適用条件として適切ではないだろう（これらの方法論は上記ガイドライン決定前に提出されている）。

ARAM0001 はベースラインシナリオ選択セクションにおいても「この手順を行い、アプローチ 22(a)と、対象地が荒

廃していて、プロジェクトなしには荒廃し続けるというシナリオを明確に示せなかった場合はこの方法論を適用で

きない」としており、ベースライン調査をしてみなければ、そのプロジェクトが方法論を適用することができるかど

うかわからないという構造になっている。ARAM0001 の承認直後は、これを参考にした方法論が多く、ベースライ

ンアプローチを限定するような条件を挙げる方法論が目立ったが、上記ガイドライン公開後に提出された方法論

では(ARAM0021 以降)、ベースライン調査の結果を適用条件に含めなくなっている傾向にある（V-3 提出された

方法論の概要参照）。 

 

同様にガイドラインでは、どのように適用条件の準拠を証明するかについて、方法論に記述することを求めてい

る。承認された３方法論では、プロジェクト対象地が「荒廃地」であるという条件がついているが、その土地が荒

廃地であることを証明するための具体的な方法や基準となる数値についてはここでは明確に示されていない

（承認された 3方法論では階層化のセクションで説明されている）。 

 

過去に提出された方法論（承認されなかった）への指摘では、「適用条件が広すぎる・狭すぎる・説明不足」、「適用

条件の立証方法が説明されていない（リーケッジが起こらないことを条件にしている場合、どのようにそれを証

明するのか）」などがある（Ref-3)。 

 

4.  Selected carbon pools カーボンプールの選択 
 



 

Methodology procedure: 
>> 

現実純吸収量とベースライン吸収量を決定するのに考慮されるカーボンプールを選択し、下の表に

示す。現実純吸収量とベースライン吸収量では同じカーボンプールを考慮しなければならない。表

には選択についての説明と正当な理由を記す。 
 
Carbon pools  Selected 

(answer with 
yes or no) 

Justification / Explanation 

Above ground   
Below ground   
Dead wood   
Litter   
Soil organic carbon   
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

その手順の適切性と選択の基礎となる仮説を説明する。 
 

5 つのカーボンプールのうち、計算しないプールを選択することができる。そのためは、「そのプールを計算しな

いことが、純人為的吸収量を増加することにはならないという透明かつ検証可能な情報を提供する(CDM A/R 

M&P パラ 22)」ことが必要であり、つまり、そのプールの吸収量はプロジェクトでベースラインよりも増加し、排出

源にはならないことを証明しなければならない。 

 

土壌の有機炭素量のモニタリングは、測定が困難であること、測定費用が高いことなどが以前から議論されてお

り、提案された方法論でも 9件が土壌プールを考慮しない方法論である（もちろん、土壌炭素量はプロジェクトに

よって減少しないという証明が必要である）。 

 

承認された 3方法論で選択された炭素プールを表にまとめた。 

 

炭素プール ARAM0001 ARAM0002 ARAM0003 

地上部 ○ 主なプール ○ 主なプール ○ 主なプール 

地下部 ○ 主なプール ○ 主なプール ○ 主なプール 

枯死木 × 適用条件下で

conservative 

○ × 適用条件下で

conservative 

リター × 適用条件下で

conservative 

○ × 適用条件下で

conservative 

土壌有機炭素 × 適用条件下で

conservative 

○ × 適用条件下で

conservative 

 

カーボンプールを選択しない正当な理由の説明については、ARAM0001 と ARAM0003 ではあまり詳細に記述さ

れていない印象をうける。これらの方法論では、地上部・地下部の炭素プールのみを選択しているが、その他３つ

を選択しない理由として、「適用可能条件によって、控えめなアプローチを取っている」としている。適用可能条件

で「荒廃地」を指定しているので、これらのプールはプロジェクトによって増加する（プロジェクトなしには増加し

ない）ので、この増加量を計算に入れなければ、最終的に純人為的吸収量を過剰評価することはなく、計算に考

慮しないことは可能という論理である。しかし、各プロジェクトでそれらが減少しないことをどのように証明し検

証するのかはここには記述されていない。プロジェクト対象地が荒廃地であるという条件を考えると自明の理と

解釈されるのかもしれない。 

 

過去の不承認の理由では選択しない炭素プールの理由が正当ではないという指摘があった(ref-3)。 

 

5.  Summary description of major baseline and monitoring methodological steps  主なベース

ラインとモニタリングの方法論的ステップのサマリー 
 



 

Summary description: 
>> 

提案する新方法論の主要な要素を下記のセクションごとに要約する。ベースラインとモニタリングが

下記の点をどのように扱っているか、簡潔にしめす。 
 
ベースライン方法論： 
i. プロジェクトバウンダリーの定義 
ii. 階層化 
iii. ベースラインシナリオの選択 
iv. 事前（プロジェクト前）ベースライン吸収量の計算 
vi. 追加性の証明 
vii. 事前現実純吸収量の計算 
viii. リーケッジ排出量 
 
モニタリング方法論： 
i. プロジェクト活動実施のモニタリング 
ii. 階層化 
iii. 事後（プロジェクト実施後）ベースライン吸収量の計算（必要な場合） 
iv. 事後現実純吸収量の計算 
 
関連があれば、どのようにこの方法論がどのように承認済み方法論に基づいているのか、どのように

それを補完するのか、代案を提供するのかを示す。 
 
１ページを超えてはならない。方法論の詳細な説明は下記のセクションで行う。 

 
a. Baseline methodology steps: 
>> 
b. Monitoring methodology steps: 
>> 
Section II.   Baseline methodology description ベースライン方法論の記述 
>> 
ベースライン方法論の最終的な目的はいかにして純人為的吸収量を計算するのかという手続きを与えることに

ある（ref-1）。ベースライン方法論ではプロジェクト活動開始前に、そのプロジェクトが CDM プロジェクト活動とし

て適当であることを説明する。そのためにはベースラインシナリオを同定し、追加性を証明し、プロジェクト活動の

GHG 純吸収量がベースラインシナリオ下よりも多いことを示す必要がある。 

 

ベースラインは仮想的な値であり、またプロジェクト活動はまだ開始されていないので実測することはできない。

ベースラインとプロジェクト活動の GHG 純吸収量を最適な方法で、信頼性の高いデータを使って、より正確に推

定する方法をこのセクションで提案しなければならない。 

 
1.  Project boundary プロジェクトバウンダリー 
 
Methodology procedure: 
>> 

定義：プロジェクトバウンダリーは地理的な輪郭を示すものであり、プロジェクト参加者のコントロール

下にあるすべての人為的排出、吸収（重大で論理的に A/R CDM プロジェクト活動に帰するもの）を

包囲していなければならない。 
 
a. プロジェクトバウンダリーの地理的な輪郭を記述する（プロジェクトバウンダリーは A/R CDM プロ

ジェクト活動に計画されているエリアを含まなければならない）。 
b. プロジェクトバウンダリー内のすべての GHG 排出源を下記の表に特定する。カーボンストック変

化による CO2 排出・吸収はこの表に含めない（セクション I.3 に記述されている通り）。すべての排出

源が現実純吸収量の計算に含まれるのか除外されるか説明し、除外する場合はそれが正当である



 

ことを説明する。可能であれば表を使って説明する。 

 
Sources Gas Included/ 

excluded
Justification / Explanation 

CO2   
CH4   E.g. use of 

fertilizers… N2O   
CO2   
CH4   

E.g. combustion of 
fossil fuels used in 
on-site vehicles N2O   
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

重大で論理的にプロジェクト活動に起因し、プロジェクト参加者のコントロール下にあるすべての人

為的 GHG 排出を包囲していることを考慮に入れ、プロジェクトバウンダリーを正当化する。 
 

プロジェクト対象地の土地の適格性は EB22 Annex 16 の土地の適格性の定義方法を使って、PDD に記入する。 

 

ベースラインシナリオが、プロジェクトシナリオよりも面積あたりの炭素蓄積増加量が低い新規・再植林と同定され

る場合、EB 24 Annex 19 を参考に方法論を記述しなければならない。 

 

A/R CDM ではプロジェクトバウンダリーは複数の分割された土地を含むことができる（CDM A/R M&P パラ 1）。ガ

イドライン用語集には、分離した土地の間の部分（プロジェクト参加者のコントロール下にない場所）は含められな

いことが明記されている。ARNM0014 のケースでは、実際に植栽を行う土地以外にプロジェクト参加者の管理下に

ある牧草地もバウンダリーに含る方法論を提案したが、バウンダリーのコンセプトが正しく理解されていないと

指摘を受けている。プロジェクトバウンダリーは、プロジェクト参加者のコントロール下にあり、実際に植栽を行うエ

リアと理解するべきであるようだ。但し、林道はバウンダリーに含めることは可能であり、さらに、「林道開設に伴

う炭素プールの減少はクレジット期間中の純人為的吸収量と比較して無視できる量である」ことが EB 24 のミー

ティングレポートパラ 56(c)に明示されている。 

 

存在する排出ソースがプロジェクトバウンダリー内であれば、プロジェクト排出として、プロジェクトバウンダリー

外であれば、リーケッジとして扱われる。ここではプロジェクト排出のソースをすべて列記し、現実純吸収量の計

算に含めるか除外するか、その理由を記載する。 

 

ARAM0001 では GPS を使用しそれぞれの分割されたエリアのバウンダリーを決定し、プロジェクトバウンダリー内

の GHG 排出源をすべて表に示し、どのように計算するか、なぜ無視できるのかを示している。 

 

ARAM0001、ARAM0002、ARAM0003 で挙げられた排出源と計算への考慮は下記の通り。 

排出源 ガス ARAM0001 ARAM0002 ARAM0003 

CO2 ○ ○ ○ このソースの主ガス 

CH4 × 少量で無視可 × 少量で無視可 × 少量で無視可 

化石燃料燃焼 

N2O × 少量で無視可 × 少量で無視可 × 少量で無視可 

CO2 ○ ○ × Ｃストック減少はＣス

トック変化で計算する 

CH4 ○ ○ ○ 

バイオマス燃焼 

N2O ○ ○ ○ 

CO2 × 適用外 × 適用外 × 適用外 

CH4 × 適用外 × 適用外 × 適用外 

施肥 

N2O ○ ○ ○ このソースの主ガス 

 



 

2.  Stratification 階層化 
 
Methodology procedure: 
>> 

純人為的吸収量の事前推定で、土地の階層化がどのように行われたのかを記述する。リモートセン

シングデータ（航空写真、衛星画像など）の使用が推奨される。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

その手順の適切性と基づいている仮説を説明する。 
 

プロジェクトエリアを同じまたは似通った気象・土壌・植生・地形条件などによって複数の階層に分けて計算するこ

とで、より正確な吸収量の推定が可能になる。条件が異なる場所では樹木の成長は異なり、同一と考えて推定を

行うと誤差が大きくなってしまうだろう。ARAM0001 では、「階層化は測定の精度を上げるコスト効率のよい方法

である」と指摘している。 

 

ARAM0002, 0003 では、ベースラインシナリオ下の階層化とプロジェクトシナリオ下の階層化は条件が変化するこ

とがあるため異なると考えている。さらに、プロジェクト前とプロジェクト後でも階層化も異なる場合があるとし

ている。このような場合は、モニタリング方法論で再度階層化を行うことになる。 

 

階層化に必要な情報として、土地利用情報（歴史的、現在の土地利用・被覆情報を証明する公式報告書、地図、リ

モートセンシング画像、論文など）、地形、プロジェクト前の植生、人為影響に関する情報（土地利用・収穫物など）、

木本植生の密度（木本の数と直径）、草本植生の成長、枯死木・リターの情報（荒廃地にはほとんど存在しないとい

う前提で）、土壌タイプなどが挙げられている。 

 

3.  Procedure for selection of most plausible baseline scenario もっともらしいベースラインシナ

リオの選択手順 
 
Methodology procedure: 
>> 

システマティックにステップ・バイ・ステップでもっともらしいベースラインシナリオの決定の手順を説明

する。この手順では、ベースラインシナリオのもっともらしい候補となる選択肢を同定する過程を記述

する。最も考えられるベースラインシナリオを確認するために行わなければならない論理的で分析的

なステップを明確に説明しなければならない。方法論使用者が、ベースラインシナリオの論理的で具

体的なケースを作るためにしなければならないことや、どのような情報を CDM-AR-PDD で提示しな

ければならないかを明確に示す。明確で完全に作成すれば、その手順は明確な方法で実行でき、

繰り返し使用でき、有効化審査に従うことができる。 
 
この方法論から導かれたベースラインシナリオとベースライン純吸収量計算に使用された手順や数

式（下記に記載）との一貫性を確実にする。ベースラインシナリオの定義手順では、この方法論全体

が適用可能なベースラインシナリオがどれか示さなければならない。この状況はベースライン純吸収

量セクションにこのシナリオに関係するアルゴリズムやパラメータが含まれていない場合に起こりえ

る。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

ベースラインシナリオ定義のための提案する手順が、なぜこのプロジェクトタイプと適用条件に適切

なのか説明する。 
 
最もらしいベースラインシナリオと考えられる選択肢の範囲が理解できるということを正当化する。考

えられる選択肢には、異なるベースラインシナリオの定義に帰着するかもしれないシナリオを除外し

てはならない。 
 



 

ベースラインシナリオ定義の手順に使われる、主な論理的な過程と定量的な係数を強調する。どの

過程と係数が重大な不確実性を孕んでいるか、その不確実性はどのように記述するべきか明確に示

す。 
 
この方法論ではどのような国や地域の政策や情況が考慮されているのか、関係があれば説明する。 

 
EB21 Annex 20 B では、ベースラインシナリオの選択と追加性の証明は方法として区別されるべきであるとし

ている。 

 

ベースラインシナリオの同定は、「CDM にならなかったら何が起きていたかを説得性のあるロジックで説明す

ること」である。普通はありそうなシナリオオプションを複数リストアップし、スクリーニングテストを実

施し、その中から一つベースラインシナリオを同定する。その手続きを方法論に記述する必要がある。ベー

スラインシナリオは必ずしも「現況がそのまま維持される」シナリオとは限らない(ref-1)。 

 

ARAM0001 と ARAM0002 では、この項目の最後に「ベースラインアプローチ 22(a)である提示したステップに従

えない場合」と「植栽対象地が荒廃地」であり、「プロジェクトがない場合にも荒廃したままであるという

ベースラインシナリオが同定」されなければ、この方法論は適用できないと明示している（適用条件にも同

様の記述）。また ARAM0003 はベースラインアプローチについては記述はないが、ベースラインシナリオが荒

廃地の継続でなければこの方法論は使えないとしている。つまりこれらの方法論は、この方法論を使って

ベースラインシナリオを特定してみなければ、この方法論を適用可能かわからないことになる。適用可能条

件は「現実世界」に設定されなければ判断のしようがない（ref-1）と考えれば、このような条件設定は今後

再考されるべきといえるだろう。 

 

承認された 3方法論は上述の通り、荒廃地であり続けることを前提としているため、それを証明することに

焦点が当てられている。これらは基本的に、可能性のあるベースラインシナリオをリストし、荒廃地がその

まま続くというシナリオがベースラインシナリオであることと植林対象地が本当に荒廃地であることを証明

する段階的な方法を記述している。 

 

ベースラインシナリオ同定に考慮されている要因： 

・プロジェクトエリアに影響をおよぼす国や地域の土地利用政策 

・過去、現在の土地利用変化 

・財務的なバリアやその他のバリアの存在 

荒廃地であることの指標： 

・過去の植生被覆の減少 

・過去の２時点で土壌浸食が進行・土壌有機物含有量が減少 

・人為影響による土壌や植生の減少、天然更新の妨害の存在 

天然更新が起こらない証拠 

・シードプールがない 

・外部からの種の供給がない 

・種の発芽、若木の成長が不可能な状態 

荒廃地で有り続けることの証拠： 

・過去１０年の土地利用慣習、経済的な政策、市場変動などのデータから、今後も続くことをしめす 

・2001 年 11 月 11 日以前に制定された、プロジェクトエリアの土地利用に影響するような政策や規制がない 

 

ARAM0003 の特徴は、階層ごとにベースラインシナリオを同定する（全く天然更新が起こらないであろう階層

と粗植生への天然更新が起こる階層）。広大な土地で A/R 活動を行う場合や、分離した土地をバンドリング

する場合などでは、すべての場所が同じ条件化にあるとは限らないので、A/R CDM では必ずしもベースライン

シナリオが 1つに特定出来ない場合があると考えられる。このような階層ごとのベースラインシナリオの同

定は必要な方法であろう。 

 

新方法論作成上でベースラインを荒廃地に限定するメリットは、追加性の証明が容易であること、ベースラ

イン純吸収量の計算が単純（０に設定できる）、プロジェクト活動において、炭素プールの減少が起こる可

能性が極めて低い（土壌など）、荒廃地では人間活動が活発でないので、排出量やリーケッジが限定され、

推定が容易であることが考えられる。 

 

過去の不承認の理由は次の通り（Ref-3) 



 

・ベースラインアプローチを使用していない 

・プロジェクトエリア外の活動をを基にベースラインを決定している 

・ベースラインを階層ごとに決定していない 

・ベースラインシナリオの決定の理由が不明確 

・森林以外の土地利用を考慮していない 

・社会経済的なデータを考慮していない 

 

4.  Estimation of baseline net GHG removals by sinks ベースライン純吸収量の推定 
 
Methodology procedure: 
>> 

ベースライン純吸収量は、A/R CDM プロジェクト活動がなかった場合のプロジェクトバウンダリー内

のカーボンプールのカーボンストックの変化の総量として定義される。 
 
その方法論がベースライン純吸収量を事前に推定する方法を提示しモニタリング方法論にベースラ

イン純吸収量のモニタリングを提示しているか、または、その方法論は事前にベースライン純吸収量

を推定するだけなのかを説明する。 
 
ベースラインシナリオからベースライン純吸収量の推定、測定、計算に使用したすべてのアルゴリズ

ムと公式をすべて記述する。明確で完全に作成すれば、その手順は明確な方法で実行でき、繰り返

し使用でき、有効化審査や検証で従うことができる。 
－矛盾のない変数、数式、記号を使う 
－数式に番号をふる 
－すべての変数、パラメータを定義し、単位を明記する 
－アルゴリズム・手順がひかえめ（conservative）であることを正当化する。可能であれば、主なパラ

メータの不確実性を定量的に考慮する方法も含むこと。 
 
ベースライン純吸収量の計算で使われるパラメータ、係数、変数などは： 
a) 変数が方法論で使用される場合 
－その値のリファレンスを明確に示す（例：公式統計、IPCC ガイドライン、商業的・科学的文献） 
－使用する値がひかえめであることを示す 
b) プロジェクト参加者から値が提供された場合、どのようにその値が選択され妥当とされたか明示す

る。例えば、 
－データの年代は適当か 
－データの空間解像度はどのレベルが適切か 
－値がひかえめであることはどのように保証されるのか 
 
モニタリングによって得られるすべてのパラメータ、係数、変数などはその旨記述する。プロジェクト

参加者はベースライン方法論とモニタリング方法論に矛盾がないことを保証しなければならない。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 
前項で特定されたベースラインシナリオ下で、将来の炭素蓄積量変化を推定するための方法を記述する。

ベースラインシナリオにおける炭素蓄積量変化（増加）はプロジェクトシナリオ下よりも小さくなければ CDM

とは認められない。 

 

ベースライン純吸収量は基本的には仮想的なシナリオ下での炭素蓄積量変化を推定することになるが、事後

に実際にモニタリング出来る場合もある。その場合はモニタリング方法論でベースライン純吸収量の事後計

算を記述する。例えば、プロジェクト開始時の草地がそのまま続くということであれば、プロットを設定し、

プロジェクト実施中モニタリングすることが可能だろう。 

 

承認された３方法論では、適用可能条件で「プロジェクト対象地が荒廃地」であり、「この荒廃地の状態が

将来も続く」というベースラインシナリオが同定されているので、ベースライン純吸収量の推定はかなり容

易になっていることが見受けられる。 

 



 

承認された３方法論では、地上部・地下部バイオマスのベースライン炭素蓄積量変化を GPG-LULUCF Equation 

3.2.2-5 に示されている”Carbon gain-loss method”と”stock change method”のどちらかを使用す

る。”Carbon gain-loss method”は年平均炭素蓄積増加量と年平均炭素蓄積減少量を差し引きすることで年平

均炭素蓄積変化量を求め、”stock change method”は２時点の炭素蓄積量を比較することで年平均炭素蓄積変

化量を求める。この２つの方法には優先順位はなく、入手できるパラメータによって適した方法選択する。

但し、使用するパラメータは地域の同じ樹種の値を使用するのが望ましく、入手不能であれば、国の値、近

隣の国や同様の環境下の同じ樹種のデータ、GPG で提示されている同じ樹種の値、という順で使用する。 

 

ARAM0002 では、枯死木・リター・土壌のカーボンプールのベースライン炭素蓄積量変化の測定も必要である

が、荒廃地であることから枯死木とリターのベースライン炭素蓄積量変化は 0とする。ベースライン土壌有

機炭素量変化は、植生が粗であった場所では炭素蓄積量変化は 0とするが、プロジェクト開始前に A/R プロ

ジェクトが行われたことがある場所では、土壌蓄積変化量の事前推定方法を用いて計算する。 

 

AR0003（地上部・地下部バイオマス炭素プールのみ）では、現在成長している樹木がなく、クレジット期間

中も成長する樹木などがない階層とそれ以外の階層を区別しており、前者の場合はベースライン純吸収量は

０としている。 

 

 
5.  Additionality 追加性 
 
Methodology procedure: 
>> 

プロジェクト活動またはその一部がベースラインシナリオではないことを決定するためのシステマ

ティックなステップ・バイ・ステップの手順を提示する。つまり、プロジェクト活動が追加的であることを

定義する。方法論には、方法論使用者が何をしなければならないか、プロジェクトの追加性を論理

的で具体的なケースにするためにどのような情報を CDM-AR-PDD で提示しなければならないかを

明確に示す。 
 
この方法論のベースラインシナリオと追加性の証明の手順や公式が矛盾しないようにする。多くの方

法論ではベースラインのセクションと追加性のセクションには強い関わりがあると考えられる。それぞ

れのステップにおいて、手順を出来るだけ詳細に記述する（ただし不要な繰り返しはさける）こと。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

提案された手順が、プロジェクトの追加性を確立するのになぜ適切であるのかを明示する。 
 
プロジェクトが追加的であることを証明する手順で使用される主な論理的な過程と定量的なファク

ターを強調する。どの過程やファクターが重大な不確実性を孕むのか、どのように不確実性に配慮

するのか明確に示す。 
 
どのように国や地域の政策、情況が方法論に考慮されているのか、関係がある場合は、説明する。 

 
提案するプロジェクトシナリオはベースラインシナリオとは異なり追加的であることを示す方法を記述する。 

 

「プロジェクトが追加的である」とはそのプロジェクトがＣＤＭとなることによって、はじめて実現化する

という事であり、ＣＤＭと認められなければ実現化しないということを表す。ベースラインシナリオが同定

されていれば追加性の論証はほぼ不要だが、その逆は成り立たない（ref-1）。 

 

EB 21 Annex 16 に「追加性の証明と評価のツール」が示され、使用することができる。必ずしも A/R 追加性

証明ツールを使用しなければならないと決まっているわけではないが、過去の提出された方法論の不承認の

理由には「追加性の証明ツールが使用されておらず、独自に開発したツールが不適切」、「追加性証明ツー

ルが適切に使われていない」が挙げられている（Ref-3）。 

 

インドネシアの住民参加型プロジェクトでは、住民の望むプロジェクトを行うこと、またそのようなプロ

ジェクトは経済的に魅力のあるプロジェクトであることが必要なので、追加性証明ツールのステップ１とス



 

テップ２をパスすることが出来ないという報告があり、A/R CDM にはステップ３（バリア分析）とステップ４

のみ必要であると提案している(Ref-5)。 

 

承認された３方法論とも、「EB で承認された A/R 追加性証明ツールを使用する」とだけ記述している。 

 
 
6. Ex ante actual net GHG removals by sinks   事前（に推定した）現実純吸収量 
 
Methodology procedure: 
>> 

現実純吸収量の事前推定について、矛盾のない、ステップ・バイ・ステップの手順を示す。すべての

アルゴリズムや公式を示す。その際、 
－矛盾のない変数、数式、記号を使用する 
－すべての数式に番号をふる 
－デフォルト値を方法論で使用する場合、その値のリファレンスを明確に示す（例：公式統計、IPCC
ガイドライン、商業的・科学的文献） 
－プロジェクト参加者から値が提供された場合、どのようにその値が妥当とされたか明示する 
 
その際、ソースからの GHG 排出とシンクによる吸収量を区別する： 
a. カーボンプールのカーボン蓄積の実証可能な変化 
b. ソースからの GHG 排出。これは、A/R CDM プロジェクト活動の実施の結果起こったプロジェクト

バウンダリー内のソースからの GHG 排出量の増加を含む。例えば： 
  i) 化石燃料燃焼からの GHG 排出計算 
  ii) バイオマス燃焼からの排出計算 
  iii) 窒素肥料使用による一酸化二窒素排出計算 
（プロジェクト活動によるソースｋらの GHG 排出を特定するには、プロジェクト参加者は、プロジェクト

前排出に関する理事会のガイダンス EB 21 Annex 15 を参照すること） 
c. 現実純吸収量はカーボンプールの炭素貯留量の実証可能な変化量から、ソースからの排出増加

量をマイナスしたものである。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

すべてのアルゴリズムや公式が勝手に決めたものではないことを説明する。その手順が、A/R 活動

のスタンダードな手順と矛盾しないことを述べる。必要であればリファレンスをつける。 
 

プロジェクト開始前にプロジェクトの現実純吸収量を実際に測定することはできないので、プロジェクト開

始前の時点で最も適切な方法で、出来る限り正確に、提案するプロジェクトの現実純吸収量を推定する方法

を提示する。 

 

現実純吸収量とは「プロジェクトに起因する炭素蓄積量変化（プロジェクトによる炭素吸収量）」マイナス

「プロジェクトに起因して増加した排出量」 

 

炭素蓄積量変化は各カーボンプールごとに、また、排出は各ソース、ガスごとに推定しなければならない。 

 

EB 21 Annex 20 A では、それまで提出された方法論には現実純吸収量の事前計算を提示せず、モニタリング

方法のみを提示しているものがあるが、これは不適切であり、ベースライン方法論には必ず現実純吸収量の

「事前の」推定方法を示し、モニタリング方法論では、現実純吸収量の「事後」の推定方法を示さなければ

ならない。 

 

EB 22 Annex 15 A にはプロジェクト前の排出をどのように扱うかについて明示されている。 

 

ここでは、現実吸収量の計算方法を提示するだけではなく、その計算をする際に、どのようなデータを使用

するべきか、そのようなデータが入手不可能な場合の対処方法なども示す必要があるだろう。基本的には

「パラメータを選ぶ際にはコンサバティブなアプローチをする必要がある。たとえばあるパラメータに異な

る２つの値が妥当と考えられる場合、現実純吸収量の過大評価やベースライン純吸収量の過小評価にならな



 

い値を採用しなければならない(ARAM0001)」という考えをもとにするが、これだけでは不十分に思える。

ARAM0002 では「妥当なサンプリング・統計的手法など科学的に認められた方法を使い、研究・published 

literature からのデータを使用する」と記述されている。 

 

●プロジェクトの炭素蓄積量 

ARAM0001、AR0003 は炭素プールを地上部と地下部に限定し、同様の計算方法を記述している。 

”Carbon gain-loss method”と”stock change method”のどちらかを使用し地上部と地下部のバイオマスを階層

ごとに算出する（「ベースライン純吸収量の推定」参照）。伐採、薪収集などによるバイオマス減少を炭素

プールの蓄積増加量から差し引く。ダブルカウントを避けるため、伐採・薪収集による炭素プールの減少は

排出量には計上せず、枯死木・リターからの薪収集は、これらのプールを計算しないため計算に考慮しない。 

ARAM0003 では、地上部と地下部のバイオマスの計算の前に、プロジェクト前に存在している植生の計算方法

を、「この方法論が適用可能な条件ではそれらのバイオマスは現実純吸収量と比較して無視できる(2%未

満)」という考えのもと、場合分けして示している。 

「前植生量が無視できる量の場合」 

プロジェクト前植生を放置しても伐採しても、事前推定には加えない。プロジェクト前植生を燃焼した場合

は地上部バイオマスの総量から nonCO2 排出量を算出し、顕著な量（現実純吸収量の 2%以上）であれば排出と

する。 

「前植生量が無視できない、顕著な量の場合」 

・前植生燃焼された場合（収穫されない） 

地上部バイオマス量から Non CO2 排出を計算する。地上部・地下部バイオマスは 100%失われると仮定し排出

に計上する。 

・燃焼前に一部またはすべての樹木が収穫された場合 

収穫によって減少した炭素蓄積量を推定し、収穫された地上部バイオマス量はバイオマス燃焼による nonCO2

ガスの排出量推定から除外する。また、そのまま放置される樹木は事前推定計算に加えない。これらの樹木

が成長を続けるためコンザバティブな考え方である。 

・非樹木植生が地ごしらえですべて失われた場合 

非樹木植生の炭素蓄積量をすべて排出とする。これは、プロジェクトシナリオで非樹木植生が再生するため

コンザバティブな考え方である。 

 

ARAM0002 はすべての炭素プールを選択している。またこの方法論はプロジェクトの炭素蓄積量変化の事前計

算方法として、森林インベントリーや森林管理で商業材積やバイオマスを計算するのに使用されている経験

的なモデル empirical model の他に「CO2FIX」という peer reviewed model を使用した方法も使用できると

し、Annex でそのモデルを紹介しているのが特徴的である。「CO2FIX」はフィールド調査から得られるデータ

や材積表の成長量を元に、森林（単一／複数樹種・林齢の異なる・アグロフォレストリーなど）の炭素ス

トックとフラックスをヘクタール当たり、１年インターバルでシミュレートするモデルで、web サイトで一般

に公開され無料で使用することができる。 

 

○地上部バイオマス 

樹木と非樹木に分けて算出する。樹木の地上部バイオマスは相対成長式を使用し胸高直径・樹高などから地

上部バイオマスを推定する相対成長式法(allometric equation method)とバイオマス拡大係数や容積重を使

用し推定材積から計算するバイオマス拡大係数法(biomass expansion factor method)を提示している。相対

成長式はプロジェクトの樹種またはそれに近いものを選ぶ必要があり、地域、または国内の式を優先的に使

用する。それらが入手できない場合は、GPG からプロジェクトと関係する地域の式を選択する(ARAM0002)。バ

イオマス拡大係数や容積重は森林タイプ、樹齢、植栽密度などによってばらつきがあるので、地域、国の値

を使用するのが望ましい。 

潅木の地上部バイオマスは相対成長式、蓄積係数を使った経験的なモデルを使用して推定する。草本の地上

部バイオマスは全地上部バイオマスの 1-3%で無視することができると考えられる。また、プロジェクトシナ

リオでは草本のバイオマスはベースラインシナリオよりも増加するか同じであると考えられるのでこの方法

論では事前推定の必要はない。 

○地下部バイオマス 

木本、草本の地下部バイオマスは地上部バイオマスの比で表せる。root-shoot ratio（根と幹の比）を使っ

て地上部バイオマスから、または材積から計算する。 

○枯死木 

林齢ごとの枯死率と分解係数（速度）を使って枯死木のバイオマスの年平均変化を算出する。 

○リター 

直径が 10cm 未満の枯死木と落葉落枝をリターとする。リター量は地上部バイオマスに伴い増加するが、季節、

施業、攪乱、火事などの影響を受けるため、事前推定は行わず、事後に計算をする。事前推定する場合は、

事後推定のセクションの方法に従う。 

○土壌有機炭素 



 

荒廃地での A/R 活動では浸食の減少、土壌物理性の改善、枯死木・リターの増加によって土壌有機炭素は増

加するが、測定できる変化量になるには 15-20 年後である。土壌有機炭素に影響する変数は土壌の深さ、容

積重、有機炭素含有量である。事前推定では入手可能な荒廃地と森林地の土壌炭素の経験的なデータを使用

出来るが、データがない場合はサンプリング法（プロジェクトエリアの初期の炭素蓄積データをサンプルプ

ロットから収集する）を行う。 

 

●GHG 排出 

EB 24 のミーティングレポートパラ 56(c)で「林道開設に伴う炭素プールの減少はクレジット期間中の純人為的吸

収量と比較して無視できる量である」ことが明示された。 

 

承認された３方法論で考慮されている排出は以下の通り。 

○化石燃料消費（地ごしらえ、輸送など林業活動による） 

スタンダードな作業で使用する化石燃料消費量を推定する。ディーゼルとガソリンなどに分類し、CO2 量に換

算する。 

○非樹木植生の炭素蓄積減少 

プロジェクト前非樹木植生は地ごしらえや植栽樹木との競合で減少し、一部は回復するので、排出を計算す

ればコンサバティブである。地ごしらえの影響を受ける面積を特定し、減少するバイオマスを計算する。 

○バイオマス燃焼による GHG 排出 

地ごしらえのための火入れ・火災によるバイオマス燃焼。火災のリスクは歴史的な火災頻度データ（地域研

究や論文、専門家の意見など考慮）から推定する。火災による排出には CO2, CH4, N2O が含まれる。バイオ

マス燃焼の GHG 排出係数は地域研究や GPG から引用する。非 CO2 排出量はバイオマス燃焼による炭素排出に

依存するため、まず CO2 排出を計算し、燃焼効率(GPG の表 3.A 12-14)と排出係数(GPG の表 3.A 15-16)から

非 CO2 排出量を計算する。国内のデータがない場合はバイオマス燃焼係数の平均値を使用する(CH4=0.012, 

N2O=0.007)。 

○施肥による N2O 排出 

施肥を行う場合には、その N2O 排出を考慮する。プロジェクト活動で使用する化学合成肥料と有機肥料の量

を推定する。国内の N2O 排出係数がない場合は排出係数のデフォルト値、使用された Nの 1.25%を使用する。

IPCC Guideline によれば合成肥料と有機肥料の NOx と NH3 の割合のデフォルト値はそれぞれ 0.1 と 0.2 であ

る。 

 

●現実純吸収量 

階層ごとに計算した吸収量と排出量を差し引きし、プロジェクトエリアの合計を計算する。 

 

7. Leakage リーケッジ 
 
Methodology procedure: 
>> 

リーケッジは A/R CDM プロジェクト活動のバウンダリー外で起こるソースからの GHG 排出増加量と

定義され、A/R CDM プロジェクト活動に起因し、測定すべきものである。 

 

EB は、プロジェクトバウンダリー外のカーボンプールの減少の計算はリーケッジとして考慮に入れな

ければならないことを明確にした。特に、 

(a)プロジェクトバウンダリー外の開墾などによる森林減少（活動の移動によって影響をうけるすべて

のカーボンプールについて考慮する。） 

(b)プロジェクトバウンダリー外での薪炭材採取などは、顕著な森林の劣化がなければ、採取された

材積のうち再生不能であるもののみ、ソースからの排出として考慮する。IPCC GPG (2003)に示され

ている薪炭材収集についての数式(Eq.3.2.8)を家計調査(household survey)や参加型農村調査法

(PRA)と組み合わせることで適用することが出来る。森林が顕著に減少した場合、計算ルール１を適

用する。「顕著に減少しない」とは、持ち出された材積が純人為的吸収量の 2%から 5%の間の排出を

生じることを意味する。持ち出された材積が純人為的吸収量の 2%以下の場合、このタイプのリーケッ

ジは無視できる。 

 

リーケッジの同定には、プロジェクト参加者は EB21Anx15 のプロジェクト前排出に関する EB のガイ

ダンスを参考にすること。 

 

可能性のある重要なリーケッジのソースを同定する。どのリーケッジソースが無視できるのかリストす



 

る。リーケッジの推定・測定・計算に使用したアルゴリズムと公式をすべて記述する。明確で完全に作

成すれば、その手順は明確な方法で実行でき、繰り返し使用でき、有効化審査や検証に従うことが

できる。 

－矛盾のない変数、数式、記号を使う 

－数式に番号をふる 

－すべての変数、パラメータを定義し、単位を明記する 

－アルゴリズム・手順がひかえめ（conservative）であることを正当化する。可能であれば、主なパラ

メータの不確実性を定量的に考慮する方法も含むこと。 

 

リーケッジの計算で使われるパラメータ、係数、変数などは： 

a) 変数が方法論で使用される場合 

－その値のリファレンスを明確に示す（例：公式統計、IPCC ガイドライン、商業的・科学的文献） 

－使用する値がひかえめであることを示す 

b) プロジェクト参加者から値が提供された場合、どのようにその値が選択され妥当とされたか明示す

る。例えば、 

－データの年代は適当か 

－データの空間解像度はどのレベルが適切か 

－値がひかえめであることはどのように保証されるのか 

 

モニタリングによって得られるすべてのパラメータ、係数、変数などはその旨記述する。プロジェクト

参加者はベースライン方法論とモニタリング方法論に矛盾がないことを保証しなければならない。 

 

リーケッジの計算が事後に実施される場合でも、この手順は事前推定の計算に含めなければならな

い。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

すべてのアルゴリズムや公式が勝手に決めたものではないことを説明する。その手順が、その分野

のスタンダードな手順と矛盾しないことを述べる。必要であればリファレンスをつける。 
 
無視するリーケッジソースの選択を正当化すること。 
 
どの仮定と手順がそれにかかわる重要な不確実性を含んでいるのか、どのようにそのような不確実

性を記述するべきなのか明確にする。 
 
リーケッジとは、プロジェクト活動に起因して起こるプロジェクトバウンダリー外の排出増加量である。EB 

22 Annex 15 B にはリーケッジの扱いについて明示されている。注意しなければならないのは、プロジェクト

によってバウンダリー内の活動がバウンダリー外へ移動し、バウンダリー外の炭素プールの炭素蓄積量減少

が発生する場合、それもリーケッジに含めなければならないことである。 

 

ここではリーケッジの事前推定の方法について記述する。リーケッジを計算するのに必要なパラメータの選

択や仮定を立てる際には、コンサバティブなアプローチを行い、リーケッジの過小評価にならないようにし

なければならない。 

 

ARAM0001, 0002 の場合。適用条件で「プロジェクト対象地からは少なくともプロジェクト前と同じ量のグッ

ズとサービスが提供される」ことになっているので、農業・放牧活動はバウンダリー外に移動しない。また、

バウンダリー外の植林活動の減少や森林減少を引き起こすことはないので、苗、労働者、収穫物運搬用車両

使用による化石燃料からの GHG 排出である。計算には国の排出係数を使用するか、IPCC ガイドラインや GPG

のデフォルト値を使用する。 

 

一方 ARAM0003 では、適用条件で「バウンダリー内のプロジェクト前の活動がバウンダリー外へ移動すること

が可能」としており、この方法論では３つのリーケッジをカバーする。 

 

●苗、作業員、遊郭物運搬用車両使用による化石燃料からの GHG 排出（ARAM0001, 0002 と同様） 

 



 

●プロジェクト前の放牧・薪収集の移動(displacement)による炭素蓄積の減少 

非草地を草地へ転換することによるリーケッジと薪収集の移動によるリーケッジの合計として計算する。家

畜の数が増加しない場合は、A/R CDM プロジェクト活動全体の GHG 排出の増加に寄与しないのでリーケッジに

は含めない(EB 22 Annex 15)。 

○非草地を草地へ転換することによるリーケッジ 

pre-project でのプロジェクトエリア内の家畜頭数と displace される家畜頭数の同定をし、プロジェクトエ

リア内に収容できる頭数と比較する。すべて収容出来る場合、「非草地を草地へ転換することによるリー

ケッジ」は０、そうでない場合は移動先ごとにリーケッジを計算する。 

・既存の放牧地に移動 

家畜のバイオマス消費量を推定し、既存の放牧地に収容できるか確認する(PDD に記載、モニタリングをす

る） 

・土地利用転換による新たな放牧地に移動 

新たな放牧地に移動させる家畜頭数を同定し、転換する土地面積を推定する。土地利用・植生から、転換の

際に失われる炭素蓄積量をカーボンプールごとに推定する。 

・家畜が売られるなど、場所が特定できない場所に移動 

土地利用・植生の同定が不可能なため、コンザバティブに極相林を想定し、転換の際に失われる炭素蓄積量

をカーボンプールごとに推定する。 

○薪収集の移動によるリーケッジ 

re-project でのプロジェクトエリア内の薪収集量と displace される薪収集量の同定をし、プロジェクトエリ

ア内で収容できる薪収集量と比較する。プロジェクトエリア内ですべて収容出来る場合、プロジェクトエリ

アと新たな放牧エリア内ですべて収容できる場合、薪収集によるリーケッジが現実純吸収量の 2%未満の場合

は「薪収集の移動によるリーケッジ」は０(EB22 Annex 15)、そうでない場合は活動の移動によるリーケッジ

を計算する(GPG Eq. 3.2.8)。 

 

●フェンス用木材使用による炭素蓄積の減少 

プロジェクトエリアを薪収集や家畜から守るために必要なフェンスを作るための木材使用量を推定する。こ

れらがプロジェクトエリア内から供給されない場合はプロジェクトエリア外から供給されるので、再生不可

能なソースであれば、リーケッジは発生する。これらの木材の供給源は PDD に記載する必要がある。リー

ケッジが発生する場合は計算する。「フェンス用木材使用による炭素蓄積の減少によるリーケッジ」が現実

純吸収量の 2%未満の場合は０とする。 

 

8.  Ex ante net anthropogenic GHG removal by sinks 事前（に推定した）純人為的吸収量 

 
Methodology procedure: 
>> 

純人為的吸収量は現実純吸収量マイナスベースライン純吸収量マイナスリーケッジと定義される。 
tCER と lCER を使用する場合両方のプロジェクト活動の純人為的吸収量の計算式を提示すること。

これらの計算式については EB の最新のガイダンスを参照すること。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 
純人為的吸収量は上述の現実純吸収量・ベースライン純吸収量・リーケッジが計算（推定）されていれば算

出できる。 

 

tCER と lCER の計算方法は EB 22 Annex 15 に提示されているが、結果的には、tCER は verification 時点で

の純人為的吸収量、lCER はプロジェクト開始時または前回の verification 時との差で表される。 

 
9.  Uncertainties and conservative approach 不確実性と控えめなアプローチ 
 
Methodology procedure: 
>> 
Explanation/justification of choice: 
>> 



 

この方法論が、純人為的吸収量が控えめな方法で推定していことをどのように保証するのかを、方

法論の不確実性を考慮しながら説明する。その際、ベースライン方法論の不確実性について、下記

について調べ、記述する： 
a. ベースラインシナリオ決定の根拠 
b. アルゴリズムと公式 
c. 重要な仮定 
d. データ 

 

ベースライン方法論中のどこ（使用した仮定、データなど）に不確実性が存在しているのかを示し、どのよ

うにそれに対処するのかを記述する。 

 

不確実性の分析を行うか、または、控えめな推定を行うか、どちらかの対処をする必要がある（ref-4）。 

 

ref-1 では「ベースラインシナリオ同定の方法に内在する不確実性」と「測定誤差に伴う不確実性」に大別し

ている。 

 

排出量については、”significant(顕著)”な排出量は無視することは出来ないが、”insignificant（顕著でな

い）”な排出量は無視することが可能(negligible)で、モニタリングの必要はないと考えられる。その排出量

を無視できるとする根拠を示す必要がある。ref-1 では不確実性の大きさに比べて 1/10 のオーダー以下の大

きさであれば、それを無視することは科学的に正しいとしている。また、保守性(conservativeness)とは

「排出削減量（＝純人為的吸収量）を「本当の」削減量（＝吸収量）より「過剰に」見積もらないこと」で

あり、出来るだけ正確な推定方法を試みた上で、それでも残った不確実性の幅の中で、クレジットが少なく

なる推定手法を採択することである（ref-1）。一方で不確実性の分析をするよりも保守的な値を使用する方

が簡単であると考えるプロジェクト開発者もいる(ref-4)。 

 

 

ARAM0001, 0002 では、不確実性はモニタリングのセクションに記述している。 

ARAM0003 では IPCC2000 と IPCC GPG-LULUCF のガイダンスに従って不確実性の調査を行うこととし、専門家の

判断と複数の不確実性を結合する方法を記述している。 

○専門家の判断 

専門家の判断は普通、範囲やそれを伴う最もらしい値が示されている。上限下限の数値のみが示されている

場合、確立密度関数は均一と仮定し 95%信頼区間に相当する範囲を使う。もっともらしい値が示されている場

合、そのもっともらしい値を最頻値とした三角確率分布機能を仮定しそれぞれ 2.5%の population をのぞいた

上限下限を推定する。 

○不確実性の結合 

LULUCH の活動は、面積、バイオマス成長、拡大係数などの様々な推定データを使用している。それぞれのカ

テゴリーや GHG がプロジェクト全体の吸収量（または排出量）の不確実性にどのように影響しているのか、

IPCC CPC の方法に従って計算することを述べている。 

 

 
10. Data needed for ex ante estimations 事前推定に必要なデータ 
 
Methodology procedure: 
>> 

 



 

事前計算を行うために必要な、下表のそれぞれのデータ、パラメータの情報を提供する。例を２つ挙

げる： 
 
データ／パラメータ 説明 年代 データソースと地理

的スケール 
1990 年とプロジェクト

実施前の最新データ 
歴史的土地利用／

土地被覆データ 
プロジェクトバウンダ

リーの土地利用／被

覆タイプを明確に記

述した地図と表 

航空写真、衛星画

像、フィールドでの

チェック 

RSR 関連するすべて樹種

の根と幹の比(Root 
Shoot Ratio) 

可能な限り最新の

データ 
科学的文献、IPCC 
LULUCF GPG 

 

 

Explanation/justification of choice: 
>> 
方法論で提示した計算式に使われた係数・変数をすべて挙げる他、土地の適格性、階層化、追加性などで必

要となるデータも記述する。承認された 3方法論とも表が数ページに渡っている。 

 

11. Other information  その他情報 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

このベースライン方法論がどのようにして透明性の高い方法でベースラインを開発することを可能に

したのか記述する。 
 
この新方法論提案の利点と欠点は何か？ 
 
その他の情報はここに記述する。 

 
 
Section III:  Monitoring methodology description モニタリング方法論の記述 
>> 
モニタリング方法論では、プロジェクトを実施していく中で、クレジット量を決定するのに必要なデータを

正確に測定、推定する方法を提示する。 

 
1. Monitoring project implementation プロジェクト実施のモニタリング 
 
Methodology procedure: 
>> 

プロジェクトバウンダリー内の土地でプロジェクトの実施することを明確に同定するための手順を記述

する。 
a. プロジェクト活動の一部として成林した植林地の地理的位置とサイズ 
b. それぞれの林分の面積の変化 
c. その植林地がすでに作成された管理プランに従って管理されているかどうか。 
d. 関係がある場合：適用条件はそのプロジェクト活動に適用できるかどうか。  

 
Explanation/justification of choice: 
>> 

それぞれの方法の適切性と潜在する仮定について説明する 
 



 

CDM-AR-PDD に記入されているプロジェクト実施内容と現実が合致しているかどうかを確認するプロセスであ

る。 

 

○バウンダリー 

・地理的位置が PDD と一致しているかを GIS、リモートセンシングなどを使用してモニタリング。 

・火災リスク、QA/QC コントロール方法のモニタリング 

・モニタリングを行う人材のトレーニング 

○森林造成（植栽 3年間） 

・PDD に記入した施業と実行内容（植栽樹種、植栽間隔、地ごしらえ、枯死率、補植、間伐、除草）を確認。 

・生残率は植栽後 3ヶ月に最初に確認し、90%以下なら補植する。最終チェックは 3年後。 

・成長に影響を与える気象などをレコード 

○森林管理 

・間伐・収穫・施肥・再植林などをモニタリング。 

○モニタリング頻度(ARAM0002) 

植生のプールは 5年ごとのモニタリングが適当と考えられる。土壌は 10-20 年ごとが適当だが 20 年の更新可

能なクレジット期間を選択している場合、土壌モニタリング頻度はクレジット期間に一致させる。 

 

2. Sampling design and stratification サンプリングデザインと階層化 
 
Methodology procedure: 
>> 

現実純吸収量とベースライン純吸収量（ベースラインのモニタリングを行う場合）の事後計算で、サン

プリングデザインをどのように行わなければならないか記述する。サンプリングデザインは、特に、階

層化、プロット数の決定、プロットの分布などを含める。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

それぞれの方法の適切性と潜在する仮定について説明する 
 

炭素プールのモニタリングはサンプリングによって行われるのが通常であるので、適切なサンプリングデザ

インを行うことが、正確なモニタリングにつながることになるだろう。階層化はベースライン方法論におけ

る階層とモニタリング方法論における階層が必ずしも同じであるとは限らないので、再度階層化を行う必要

がある場合があるだろう。 

 

○階層化 

ARAM0003 では、次の事柄が起こった場合は事後に階層化をする必要があるとしている。 

・予期しない攪乱がクレジット期間中に起こり、事前の階層化と異なる状態（階層が均一な条件でない）と

なる 

・森林管理が PDD の記述と異なる 

・プロジェクト活動開始時に土地がプロジェクト参加者のコントロール下にない 

・2つの異なる階層がよく似ていて 1つの階層にできる 

 

○サンプリング 

いずれの承認された方法論でも、統計的にサンプルプロットの面積、数を算出する方法を提示している。 

「Freese, F. 1962. Elementary Forest Sampling. USDA Handbook 232. GPO Washington, DC. 91 pp」や

「Wenger, K.F. (ed). 1984. Forestry handbook (2nd edition). New York: John Wiley and Sons.」が引

用されている。 

 

ARAM0002 では、カーボンプールごとにサンプリングについて記述されている。樹木の地上部バイオマスには

パーマネントサンプルプロットを使って被破壊の測定で推定する。非樹木植生については、ターンオーバー

が短いので一時的なサンプルプロットを設定し、破壊的サンプリングを行う。リターは一定の面積(30cm 四方

の正方形など）を樹木のサンプルプロットの４つの角に設定して測定する。土壌の測定頻度はコストを最小

にするために 10-20 年インターバルで測定する。 

 

サンプルプロットは他のプロジェクトエリアと同じように扱わなければならないので、プロジェクトエリア

の管理関係者にはその位置を知らせない方がよい。また、プロットの選定は意図的にならないよう、ランダ

ムでシステマチックに配置する。 



 

 

モニタリングの頻度は炭素蓄積（樹木の成長）速度によるが、verification と certification は第１回目以

降 5年ごとに行われるので、モニタリングのインターバルは 5年以下にしなければならず(decision9/CP.9 パ

ラ 32)、モニタリングコストを減らすためにも verification にあわせて行うのがよいだろう。第１回目のモ

ニタリング（verification)時期の決定には、樹木の成長とプロジェクト活動の財政（時期が遅すれば純人為

的吸収量が増加するが、CER の NPV は減少する）、伐採・ローテーション期間（decision9/CP.9 Appendix B

パラ 12 で炭素蓄積量のピークをさけて verification と certification を決めることになっている）を考慮

しなければならない。 

 
3.  Calculation of ex post baseline net GHG removals by sinks, if required ベースライン純吸

収量の事後計算（必要な場合のみ） 
 
Methodology procedure: 
>> 

方法でベースラインのモニタリングが必要な場合、ベースライン純吸収量の事後推定の矛盾のない

ステップ・バイ・ステップの手順を提供する。すべての必要なアルゴリズムや公式を記述する。その

際： 
－矛盾のない変数、数式、記号を使う 
－数式に番号をふる 
－すべての変数、パラメータを定義し、単位を明記する 
 
リーケッジの計算で使われるパラメータ、係数、変数などは： 
a) 変数が方法論で使用される場合 
－その値のリファレンスを明確に示す（例：公式統計、IPCC ガイドライン、商業的・科学的文献） 
－使用する値がひかえめであることを示す 
b) プロジェクト参加者から値が提供された場合、どのようにその値が選択され妥当とされたか明示す

る。例えば、 
－データの年代は適当か 
－データの空間解像度はどのレベルが適切か 
－値がひかえめであることはどのように保証されるのか 
 
適切であれば品質保証・品質管理手順を記述し、必要であれば許容できる偏差を明記する。 

 
Explanation/justification of choice: 
>> 

アルゴリズムや公式のすべての部分について、それが自明の理でないことを説明する。その手順が

A/R プロジェクト活動の標準的な手順と矛盾しないことを証明する。必要であればリファレンスを提示

する。 
 

ベースライン方法論中のベースライン純吸収量は「推定(projection)」であるが、モニタリング方法論中の

ベースライン純吸収量は「実際は起こらなかったが起こる可能性も考えられたこと(counter-factual)」であ

る。ここでは、「事前に計算したベースライン純吸収量の推定」または「サイト内または外で測定した、モ

ニターされたベースライン純吸収量」となる(ref-5)。 

 

承認された３方法論ではベースラインのモニタリングは不要であるとしている。ARAM0003 では、プロジェク

ト参加者が更新可能なクレジット期間を設定した場合は新しいベースラインを定義するためにデータを収集

しなければならないとしている。考慮するべき点は、プロジェクトに影響をおよぼす国・地域の政策の変化、

技術の進歩、気候変化、バリアの消失、マーケットの変化などである。 

 
4. Data to be collected and archived for the estimation of baseline net GHG removals by sinks 
ベースライン純吸収量の推定のために収集・保存するデータ 
 
Methodology procedure: 
>> 



 

その方法論でベースラインのモニタリングが必要な場合、ベースライン純吸収量の推定のために収

集し保存するすべてのデータを下記の表にリストする。 
モニターしたデータはクレジット期間終了後２年間保存する。必要であれば表の行を追加する。 

 

ID 
number 

Data 
Variable 

Source 
of data 

Data 
Unit 

Measured 
(m) 

calculated 
(c) 

estimated 
(e) 

Recording
frequency

Pro-portion 
of data 

monitored 

How will 
data be 

archived? 
(electronic/ 

paper) 

Comment

         
 
承認された３方法論ではベースラインのモニタリングは不要であるとしている。 

 
5. Calculation of ex post actual net GHG removal by sinks 現実純吸収量の事後計算 
 
Methodology procedure: 
>> 

プロジェクト活動からの排出量の推定・測定・計算に使用されるすべてのアルゴリズムと公式につい

て記述する。明確で完全に作成すれば、その手順は明確な方法で実行でき、繰り返し使用でき、有

効化審査や検証に従うことができる。 
－矛盾のない変数、数式、記号を使う 
－数式に番号をふる 
－すべての変数、パラメータを定義し、単位を明記する 
－アルゴリズム・手順がひかえめ（conservative）であることを正当化する。可能であれば、主なパラ

メータの不確実性を定量的に考慮する方法も含むこと。 
 
ベースライン純吸収量の計算で使われるパラメータ、係数、変数などは： 
a) 変数が方法論で使用される場合 
－その値のリファレンスを明確に示す（例：公式統計、IPCC ガイドライン、商業的・科学的文献） 
－使用する値がひかえめであることを示す 
b) プロジェクト参加者から値が提供された場合、どのようにその値が選択され妥当とされたか明示す

る。例えば、 
－どのようなタイプのソースが適切か 
－データの年代は適当か 
－データの空間解像度はどのレベルが適切か 
－値がひかえめであることはどのように保証されるのか 
 
ベースライン方法論とモニタリング方法論に矛盾がないことを保証すること。 
 
以下のソースからの GHG 排出とシンクによる吸収の区別する： 
a. カーボンプールの炭素蓄積量の実証可能な変化 
b. ソースからの GHG 排出量。これにはプロジェクト実施の結果として生じたプロジェクトバウンダリー

内のソースからの GHG 排出増加量が含まれる。例えば： 
i) 化石燃料消費による GHG 排出量の計算 
ii) バイオマス燃焼による GHG 排出量の計算 
iii) 窒素肥料実施一酸化二窒素排出量の計算 
c. 「現実純吸収量」は、「実証可能なカーボンプールの炭素蓄積量の変化」マイナス「ソースからの

排出増加量」である。 
 
適切であれば品質保証・品質管理手順を記述し、必要であれば許容できる偏差を明記する。 

 
○樹木の地上部地下部バイオマス 



 

3 方法論とも GPG に掲載されている相対成長式を使って計算する方法とバイオマス拡大係数(BEF)を使用する

方法を提示している。AR0001 によると、BEF と root-shoot ratio は樹種だけでなく林齢依存なのでエラーが

大きくなる可能性があるため、優先順位としては（１）相対成長式を使用する、（２）林齢ごとの BEF を使

用する、(3)各国のその樹種のデフォルト BEF を使用する、としている。ARAM0002 では、nested plot を使用

して、dbh>10cm と 2cm<=dbh<=10cm の樹木の胸高直径(dbh、1.3m の高さの直径）を分けてモニタリングする

ことを推奨している。 

ARAM0003 の内容は次の通り 

●相対成長式方法 

その地域に植栽された樹種の相対成長式を使うべきである。入手できない場合は、biome-wide のデータから

開発された相対成長式を使用するが、その際はプロジェクトエリア内の異なる dbh の樹木を伐採しバイオマ

スを推定し、式から得られるバイオマスと比較し±10%の範囲内であれば使用できる。使用できない場合はそ

のサイトの相対成長式を開発する。 

・永久サンプルプロットの DBH と樹高（測定するのが好ましい）を測定。成長の遅い乾燥地では 2.5cm、湿潤

地域では 10cm を最小値とする(GPG)。 

・相対成長式を選ぶ、または開発する。 

・相対成長式を使ってステップ１で測定した値から樹木１本あたりのバイオマスを推定する。 

・各樹木の単位時間あたりの地上部バイオマス炭素蓄積増加量を計算する。 

・プロットごとの単位面積あたりの地上部バイオマス増加量を計算し、平均して各階層の炭素変化量を推定

する。 

・各階層の root-shoot ratio と地上部バイオマス炭素蓄積量を使用して地下部バイオマスを推定する。 

●バイオマス拡大係数方法 

・永久サンプルプロットの DBH と樹高（測定するのが好ましい）を測定。成長の遅い乾燥地では 2.5cm、湿潤

地域では 10cm を最小値とする(GPG)。 

・地域の式を使用してプロットの商業材積を推定する。 

・BEF と root-shoot ratio を選ぶ。 

・容積重と BEF, root-shoot ratio で商用材積を地上部バイオマスと地下部バイオマスに変換する。 

・各階層ごとの地上部・地下部バイオマス年間変化量を計算する。 

ARAM0002 では上記以外のバイオマスの計算方法を示している。 

 

○非樹木バイオマス 

潅木や草本バイオマスはコンサバティブであれば無視できる。草本や小さな潅木は半径 0.3-1.0m のプロット

を作り、破壊的方法で測定する。大きな潅木は、根本直径、樹高、樹冠面積、幹数などをパラメータに相対

成長式を作成し推定する。 

 

○枯死木 

立ち枯れの DBH と分解クラス（枝の残り方で４クラスに分類）を調査し、地上部バイオマスの相対成長式を

使用してバイオマスを推定する。倒木の場合は、line intersect 法(Harmon and Sexton 1996)に基づき、各

プロットを横切る 50m のラインを２本設定し、ライン上の直径 5cm 以上の倒木を測定する。倒木は分解状態

で３クラスに分類し、Warren and Olsen (1964)の式で倒木の材積を計算し、分解状態ごとの容積重を使いバ

イオマスに換算する。 

地下の枯死木も存在するがこれはカーボンプールの増加に貢献すると考えられるので、計算に含めないこと

はコンサバティブである。 

 

○リター 

リターは枯死した直径 10cm 未満の幹・枝・葉、乾燥した草本である。自然・人為的影響や季節変化を考慮し

て、その年の同じ時期に調査する必要がある。10m×5m の nested plot の四つ角に設定した半径 30cm の円か

らリターを集め、水分含有量を求め、リター量を算出する。GPG ではリターの乾燥重量から炭素量への変換係

数は 0.370 を使用する（バイオマスでは 0.5）。 

 

○土壌 

土壌タイプ、深さ、容積重を考慮し、プロットの４角と中心のサンプルプロットからコアラーで深さ 30cm ま

での土壌サンプル収集する。ばらつきを減らすため、集めたサンプルは１つにして 2mm のふるいにかける。

容積重は炭素分析用コアの隣から採取し、計算する。Reliable Minimum Estimate (Dawkins 1957)に基づき、

炭素量の最小の平均から、前モニタリング時の最大の平均をマイナスすることでモニタリング間の変化を計

算する。土壌モニタリング間隔は 10 年から 20 年の間とする。 

 

○GHG 排出 

ベースライン方法論では、推定値（予定）を使って推定したが、このセクションでは、実際に使用した化石

燃料、肥料、火災で燃焼したバイオマス面積などをモニタリングし記録した値を使用して計算する。 



 

 
6. Data to be collected and archived for actual net GHG removals by sinks 現実純吸収量の

ために収集・保存するデータ 
 
Methodology procedure: 
>> 

現実純吸収量の推定のために収集し保存するすべてのデータを下記の表にリストする。 
モニターしたデータはクレジット期間終了後２年間保存する。必要であれば表の行を追加する。 
「6.1 カーボンプールの定量化のために収集・保存するデータ」、「6.2 GHG 排出ソースの定量化

のために収集・保存するデータ」としてそれぞれしたの表を作成する。 
 

ID 
number 

Data 
Variable 

Source 
of data 

Data 
unit 

Measured 
(m) 

calculated 
(c) 

estimated 
(e) 

Recording
frequency

Proportion 
of data 

monitored 

How will 
data be 

archived? 
(electronic/ 

paper) 

Comment

         
 
7. Leakage リーケッジ 
 
Methodology procedure: 
>> 

セクション II.7 を参照。 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

セクション II.7 を参照。 
リーケッジも、現実吸収量の GHG 排出と同様、モニタリングし記録したデータを使用して計算を行う。 

 

ARAM0003 で特徴的なのは、「土地利用を放牧地に転換したことによるリーケッジ」の項目で、プロジェクト

エリアの家畜を減少（移動）が行われてから 5年以上経ってから放牧地に転換された土地は、プロジェクト

活動に起因しないので、家畜の移動を行ってから５年間のみモニタリングすればよいとしていることである。 

 
8. Data to be collected and archived for leakage リーケッジのために収集・保存するデータ 
 
Methodology procedure: 
>> 

リーケッジ排出量の推定のために収集し保存するすべてのデータを下記の表にリストする。 
モニターしたデータはクレジット期間終了後２年間保存する。必要であれば表の行を追加する。 

 

ID 
number 

Data 
Variable 

Source 
of data 

Data 
unit 

Measured 
(m) 

Calculated 
(c) 

estimated 
(e) 

Recording
frequency

Pro-portion 
of data 

monitored 

How will 
data be 

archived? 
(electronic/ 

paper) 

Comment

         
 
 
9. Ex post net anthropogenic GHG removal by sinks 純人為的吸収量の事後計算 
 



 

Methodology procedure: 
>> 

「純人為的吸収量」は「現実純吸収量」マイナス「ベースライン純吸収量」マイナス「リーケッジ」と定義

される。 
 
tCER を使用するプロジェクト活動と lCER を使用するプロジェクト活動それぞれの場合の、純人為的

吸収量の計算するための公式を示す。 
 
公式については最新の EB のガイダンスを参照すること。 

 
純人為的吸収量は上述の現実純吸収量・ベースライン純吸収量・リーケッジが計算（推定）されていれば算

出できる。 

 

tCER と lCER の計算方法は EB 22 Annex 15 に提示されているが、結果的には、tCER は verification 時点で

の純人為的吸収量、lCER はプロジェクト開始時または前回の verification 時との差で表される。 

 
10. Uncertainties and conservative approach 不確実性と控えめなアプローチ 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

純人為的吸収量が控えめな方法で推定されたことをどのようにその方法論が保証するのか、その方

法論の不確実性を考慮に入れて説明する。その際、ベースライン方法論の不確実性を、特に、次の

ことについて調べて記述してもよい。 
a. ベースライン決定の根拠 
b. アルゴリズムと公式 
c. 主な仮定 
d. データ 

 
モニタリング方法論における不確実性について記述する。特にモニタリングにおける計測の誤差を言及し、

それにどのように対処するのかを記述する必要があるだろう。 

 

ARAM0003 では下記 11 で Quality control and quality assurance に関する項目を作り説明している。

ARAM0001, 0002 では潜在的な不確実性は排出係数などとサンプリング調査から生じるとしている。バイオマ

ス拡大係数や樹木の容積重は、特にデフォルト値を使用した場合に生じるので、これらの方法論では、主な

係数については独自の値を開発することを推奨している。それぞれの階層のサンプリング誤差は、サンプル

数、変動・不確実成長差によって適切に行うことで Q/C Q/A に影響する。これら２つの不確実性の調査方法

を GPG に基づき記述している。 

 

11. Other information   その他情報 
 
Explanation/justification of choice: 
>> 

そのベースライン方法論がベースラインの開発をどのように透明性のある方法で行っているか解説

する。 
 
この提案される新方法論の潜在的な長所と短所は何か？ 
 
その他の情報はここに記述する。 

 
ARAM0003 では Quality control and quality assurance の項目を作成し、精度の高いモニタリングを確保す

るために何をするかを記述している。 

○信頼性のあるフィールド測定 

人材のトレーニング 

○フィールドデータ収集方法の検証 



 

プロットのうち 10-20%をランダムに選び、再度測定を行い、データを比較 

○データ分析方法の検証 

専門家による判断、他の現実的なデータとの比較 

○データのメンテナンスと保存 

電子データと紙で保存したり、複数のプロジェクト参加者がコピーをそれぞれ所有し管理する。 

 
Section IV: Lists of variables, acronyms and references 変数、頭字語、リファレンス 
 
1. List of variables used in equations: 数式に使用された変数のリスト 
 
Variable SI Unit Description 
   
   
   
 
2. List of acronyms used in the methodologies: 方法論で使用された頭字語のリスト 
 
Acronym Description 
  
  
  
 
3. References: リファレンス 
>> 
 

- - - - - 



 

ＩＩ－３ プロジェクト設計書（CDM-AR-PDD)作成ガイドライン 
 

本章では、EB が作成した PDD・新方法論作成ガイドライン(Clean Development Mechanism 
Guidelines for Completing the Project Design Document for A/R (CDM-AR-PDD) The Proposed 
New Methodology for A/R Baseline and Monitoring (CDM-AR-NM) version 04)のパートＩＩ

（CDM-AR-PDD のガイドライン）の日本語訳を、A/R CDM プロジェクト設計書フォーム

(CDM-AR-PDD version04)に追記する形で掲載した。 
2006 年 4 月時点で承認されたプロジェクト活動は存在していない。 

 
 

CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM 
PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM FOR AFFORESTATION AND 

REFORESTATION PROJECT ACTIVITIES (CDM-AR-PDD) VERSION 01 
CDM-AR-PDD 提出フォーム VERION 01（仮訳） 

 
SECTION A.  General description of the proposed A/R CDM project activity: 提案する

A/R CDM プロジェクト活動の一般的な記述 
 
A.1.  Title of the proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト

活動のタイトル 
>>  

下記を示す。 

－提案する方法論のタイトル 

－書類のバージョンナンバー 

－書類の日付 
 
A.2.  Description of the proposed A/R CDM project activity:  提案するA/R CDMプロ

ジェクト活動の記述 
>> 

次の記述を含むこと： 
－提案する A/R CDM プロジェクト活動の目的 
－提案する A/R CDM プロジェクト活動の持続的開発への貢献についてのプロジェクト参加者の考

え 
UNFCCC web site のキーワードリストを使用する。適切なキーワードがない、またはリストが十分でな

いと考えられる場合、UNFCCC web site の関連情報に従って新しいキーワードを提案する。 
 
A.3.  Project participants: プロジェクト参加者 
>> 

関係するプロジェクト参加者、締約国のリストを提示し、Annex I にコンタクト情報を提示する。次のよ

うな表を使用する。 
関連する*締約国名（ホスト国に

は「(host)」と記す） 
民間 and/or 公的機関、プロジェ

クト参加者*（該当すれば） 
関連する締約国がプロジェクト参

加者とみなされることを希望する

かどうか(Yes/No) 
Name A (host) Private entity A 

Public entity B  
No 

Name B None Yes 
Name C None No 
*CDM A/R Modalities and procedures に従い、有効性審査時に CDM-AR-PDD を公開する際に、関連する締約国は承認をし

てもしなくてもよい。登録の申請時には関連する締約国の承認が必要となる。 
注：CDM-AR-PDD を新方法論提案のために作成している場合、最低でもホスト締約国とわかってい

るプロジェクト参加者（プロジェクト提案者）を記述すること。 



 

 
A.4.  Technical description of the A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活

動の技術的な記述 
 
 
A.4.1.  Location of the proposed A/R CDM project activity:  提案するA/R CDMプロジェ

クト活動の位置 
>> 
 
A.4.1.1.  Host Party(ies):  ホスト国 
>> 
 
A.4.1.2.  Region/State/Province etc.:  地方／州／県 
>> 
 
A.4.1.3.  City/Town/Community etc: 町／コミュニティー 
>> 
 
 
A.4.1.4.  Detail of geographical location and project boundary, including information 
allowing the unique identification(s) of the proposed A/R CDM project activity:  提案する

A/R CDM プロジェクト活動の同定を含む、地理的な位置の詳細とプロジェクトバウンダリー 
>> 

「プロジェクトバウンダリー」はプロジェクト参加者のコントロール下にある A/R CDM プロジェクト活動

を地理的に線引きしたものである。 
 
A/R CDM プロジェクト活動では、1 つ以上の離散した土地を含むことができる。複数の分散した土地

を含む場合は： 
－それぞれの離散した土地はそれぞれ地理的に同定されていなければならない 
－バウンダリーはそれぞれの分散した土地について定義されなければならず、分離した土地同士の

間の地域は含まれない。 
 
 
A.4.1.5.  A description of the present environmental conditions of the area, including a 
description of climate, hydrology, soils, ecosystems, and the possible presence of rare or 
endangered species and their habitats: そのエリアの現在の環境条件の記述（気候、水文学、

土壌、生態系、希少・絶滅危惧種の存在可能性とその生息地などを含む） 
>> 
 
 
A.4.2.  Species and varieties selected: 選択した樹種 
>> 
 
 
A.4.3.  Specification of the greenhouse gases (GHG) whose emissions will be part of the 
proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動の一部となる排出

の GHG の特定 
>> 



 

提案する A/R CDM プロジェクト活動実施によって排出されると考えられる GHG を明記する。（例え

ば、特に、地ごしらえや機械・肥料の使用による排出。） 
使用する提案する新方法論／承認された方法論に従い、下記の表を使ってプロジェクトバウンダ

リー内のすべての GHG 排出ソースを同定する。カーボンストックの変化から生じる CO2 排出または

吸収はこの表に含めないことに注意。それらの排出ソースが現実純吸収量の計算に含まれるか除外

されるかを説明する。除外される場合正当化する。必要であれば下記の表を使う。 
 

 

ソース ガス 現実純吸収量計算に 
含める／含めない 

説明 

肥料使用 CO2 
CH4 
N2O 

  

サイトでの車両使用に

よる化石燃料燃焼 
CO2 
CH4 

  

 
A.4.4.  Carbon pools selected:  選択した炭素プール 
>> 
 
ベースライン純吸収量と（または）現実純吸収量を計算する際、プロジェクト参加者は１つ以上のカーボ

ンプールと（または）CO2 当量単位で測定された排出量を、ダブルカウントを避けるために、考慮しないこ

とを選択できる。これは、その選択が期待される純人為的吸収量を増加させないという透明性と実証可

能な情報の条項に従うものである。プロジェクト参加者はいずれにせよ、すべてのカーボンプールの顕

著な変化と（または）提案する A/R CDM プロジェクト活動の実施の結果増加する CO2 当量単位で測定

されたソースからの顕著な排出量を、ダブルカウントを避けて、考慮しなければならない。 
 
現実純吸収量とベースライン純吸収量を決定するのに考慮するカーボンプールを、提案する新方法論

または使用する承認された方法論に従って下記の表から選択する。現実純吸収量とベースライン純吸

収量では同じ炭素プールを考慮しなければならない。短い選択の解説と正当性を表に記述する。 
 
炭素プール 選択(yes/no) 正当性／解説 
地上部   
地下部   
枯死木   
リター   
土壌有機炭素   
 

 
 

A.4.5.  Assessment of the eligibility of land:  土地の適格性調査 
>> 

新規植林か再植林を定義するために、プロジェクト参加者はホスト国の選択した「森林」の定義（下記

を明確にしたもの）に従わなければならない。 
－最低樹冠被覆：10-30 % 
－最低土地面積：0.05-1ha 
－最低樹高：2-5m 
それぞれの締約国で選択された森林の定義は UNFCCC website の DNA のページでわかる。 
どのようにプロジェクトが新規／再植林の定義と土地の適格性を満たすのか、下記の手順で明確に

する： 
 
１．計画されたプロジェクトバウンダリー内の土地が A/R CDM プロジェクト活動として的確である証拠

を、次のステップに従って提示する： 
(a) プロジェクト開始時にその土地が森林でなかったことを次の情報を提供しながら証明する： 
i. その土地が 11/CP.7 と 19/CP.9 の元にそれぞれの DNA が決定した国の森林の閾値以下（樹冠被



 

覆、樹高、最低土地面積）であること。 
ii. その土地が、収穫などの人為影響や自然影響によって一時的に蓄積のない状態、または若齢の

天然植生や植林地で国の閾値の樹冠密度・樹高に達していない状態で、人間活動なしでも森林に

回復する可能性がないこと。 
(b) その活動が新規または再植林プロジェクト活動であることを証明する。 
i. 再植林プロジェクト活動の場合、1989 年 12 月 31 日にその土地が森林の定義の閾値以下であっ

たことを証明する。 
ii. 新規植林プロジェクト活動の場合、最低 50 年間、その土地が森林の閾値以下であったことを証

明する。 
 
２．ステップ 1(a)、1(b)を証明するために、下記の実証可能な情報を提供する： 
(a) 地上の参照データで補完された航空写真、衛星画像；または、 
(b) 地上ベースの調査（土地使用許可、土地利用計画、地籍図、所有者登録、土地利用・土地管理

登録など地域の登録） 

(c) オプション(a)と(b)が入手不能、適用不能である場合、プロジェクト参加者は、参加型農村調査法

（PRA）に従って作成した書面の証言を提出する。  
 
 
A.4.6.  A description of legal title to the land, current land tenure and land use and rights of 
access to the sequestered carbon: 土地の法的権利、現在の土地所有権、土地利用、炭素貯留

へのアクセス権についての記述 
>> 
 
A.4.7.  Type(s) of A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活動のタイプ 
>> 

UNFCCC CDM web site にあるA/R CDMプロジェクト活動のタイプのリストを使い、提案するプロジェ

クトのタイプを特定する。適切なタイプがなければ、新しいタイプ（種別とその定義）を提案する。 
 
A.4.8.  Technology to be employed by the proposed A/R CDM project activity:  提案する

A/R CDM プロジェクト活動で使用される技術 
>> 

ここではプロジェクトによって使用される環境的に安全な技術とノウハウの記述を含む。もしあれば、

ホスト国に移転されるものを特定する。 
 
A.4.9.  Approach for addressing non-permanence: 非永続性への対応アプローチ 
>> 

CDM A/R M&P のセクション K パラ 38 に従い、非永続性に関するアプローチを次から選択する。 
- tCERs を発行 
- lCERs を発行 

 
A.4.10.  Duration of the proposed A/R CDM project activity / Crediting period: 提案する

A/R CDM プロジェクト活動の期間／クレジット期間 
>> 
 
A.4.10.1.  Starting date of the proposed A/R CDM project activity and of the (first) crediting 
period, including a justification: 提案する A/R CDM プロジェクト活動とクレジット期間の開始

日とその正当化 
>> 



 

クレジット期間は A/R CDM プロジェクト活動の開始日からはじまる。A/R CDM プロジェクト活動の開

始日は、現実純吸収量をもたらす活動の実施または実際の行動が始まる日である。 
 
EB 21 で decision 17/CP.7 のパラ 12, 13 は A/R CDM プロジェクト活動には適用しないことが決定し

た。2000 年 1 月 1 日以降に開始された A/R CDM プロジェクト活動も、１回目の有効化審査が登録

日の後であれば、2005 年 12 月 31 日以降有効化審査と登録が可能である。クレジット期間開始がプ

ロジェクト活動開始日と同じ日であれば、2000 年以降に開始するプロジェクトも開始日からの

tCERs/lCERs の発行が可能である。 
 
A.4.10.2.  Expected operational lifetime of the proposed A/R CDM project activity: 提案す

る A/R CDM プロジェクト活動の推定実施期間 
>> 
 

提案するプロジェクト活動の推定実施期間を年と月で記述する。 
 
A.4.10.3.  Choice of crediting period and related information: クレジット期間の選択と関連情

報 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が更新可能なクレジット期間または固定クレジット期間のどちら

を採用するか示し、A.4.10.3.1 または A.4.10.3.2 に記述する。 A.4.10.3.1 と A.4.10.3.2 は相互に排他

的であるので、どちらか 1 つを選択すること。 
EB 21 で decision 17/CP.7 のパラ 12, 13 は A/R CDM プロジェクト活動には適用しないことが決定し

た。2000 年 1 月 1 日以降に開始された A/R CDM プロジェクト活動も、１回目の有効化審査が登録

日の後であれば、2005 年 12 月 31 日以降有効化審査と登録が可能である。クレジット期間開始がプ

ロジェクト活動開始日と同じ日であれば、2000 年以降に開始するプロジェクトも開始日からの

tCERs/lCERs の発行が可能である。 
 
A.4.10.3.1.  Renewable crediting period, if selected:  更新可能なクレジット期間（選択した場

合） 
>> 

それぞれのクレジット期間は最長 20 年であり、最高 2 回更新できる。更新ごとに DOE がベースライ

ンが有効であること、または、適用可能な新しいデータを考慮しアップデートされたことを確認し、そ

れを EB に伝えなければならない。 
クレジット期間の長さを年月で示す。 

 
A.4.10.3.1.1. Starting date of the first crediting period: クレジット期間の開始日  
>> 
 
A.4.10.3.1.2.  Length of the first crediting period: 最初のクレジット期間の長さ 
>> 
 
A.4.10.3.2  Fixed crediting period, if selected:  固定クレジット期間（選択した場合） 
>> 

固定クレジット期間は最長 30 年である。クレジット期間の長さを年月で示す。 
 
A.4.10.3.2 .1. Starting date: 開始日 
>> 
 
A.4.10.3.2.2. Length:  期間の長さ 
>> 



 

A.4.11.  Brief explanation of how the net anthropogenic GHG removals by sinks are 
achieved by the proposed A/R CDM project activity, including why these would not occur in 
the absence of the proposed A/R CDM project activity, taking into account national and/or 
sectoral policies and circumstances:  純人為的吸収量が提案する A/R CDM プロジェクト活

動によってどのように達成されるのかを、提案する A/R CDM プロジェクト活動なしにはなぜ起こ

りえないのかを含め、国・地域の政策や情況を考慮しながら、簡単に記述する。 
>> 

純人為的吸収量がどのように達成されるのか簡単に説明し（詳細はセクションＢに記述）、期待される

純人為的吸収量の合計の推定を CO2 当量トンで提示する（セクション E で定義された値）。このセク

ションはセクション B.3 のサマリーを提示し、1 ページ以内に収める。 
 
A.4.11.1.  Estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen 
crediting period:  選択したクレジット期間中の純人為的吸収量の推定量 
>> 

純人為的吸収量合計の推定を各年の推定とともに、選択したクレジット期間分提示する。純人為的

吸収量の情報は下記のフォーマットを使って作表する。 
 
年 各年の純人為的吸収量推定(t CO2e) 
year A  
year B  
Year C....  
推定される純人為的吸収量の合計(t CO2e)  
クレジット年の総数  
クレジット期間中の年平均純人為的吸収量(t 
CO2e) 

 

 
 

 
A.4.12.  Public funding of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R CDM プロ

ジェクト活動の公的資金 
>> 

Annex I 国からの公的投資がある場合、Annex 2 に Annex I 国からのプロジェクト活動への公的資金

ソースに関する情報を記述し、その資金が ODA の流用ではないこと、これらの国にの財政義務とは

区別されていることを証明する。 
注：CDM-AR-PDD が CDM-AR-NM の補助として記入されている場合、Annex I 国から公的資金が

関与する可能性についてその国を提示する。 

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

プロジェクト参加者が新方法論を提案する場合、新方法論提案の提出と考え方の手続きに従って

CDM-AR-NM フォームを記述する（ガイドラインのパート III 参照）。 
 
B.1.  Title and reference of the approved baseline methodology applied to the proposed A/R 
CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動に適用する承認されたベースライ

ン方法論のタイトルとリファレンス 
>> 

タイトルとリファレンスリストに関するUNFCCCのウェブサイトと承認された方法論を参照すること。この

セクションの記述と平行に、Annex3 の「ベースライン情報」の表を記述する。 
 



 

 
B.1.1.  Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed 
A/R CDM project activity:  方法論の選択と提案する A/R CDM プロジェクト活動への適用の

正当化 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が適用条件に見合っていることを証明し、方法論の選択を正当

化する。 
 
B.2.  Description of how the methodology is applied to the proposed A/R CDM project 
activity: 提案する A/R CDM プロジェクト活動へどのように方法論が適用されるのか 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動に関連するベースライン方法論の基本的となる仮定を説明し、

提案する A/R CDM プロジェクト活動のベースラインシナリオの特定に、主な方法論的ステップに

従っていることを示す。ベースライン決定に使用した主な情報とデータ（変数、パラメータ、データ

ソースなど）を提示する。 
 
B.3.  Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above those 
that would have occurred in the absence of the registered A/R CDM project activity:  提案

する A/R CDM プロジェクト活動がなかった場合よりどのように現実純吸収量が増加するのか 
>> 

このプロジェクトがどのように、そして、なぜ追加的であり、それゆえ、ベースラインシナリオではないと

いうことを、選択したベースライン方法論に従って説明する。次の事項を含めること。 
1) 方法論の適用によって定義されたベースラインシナリオの説明 
2) プロジェクトシナリオの説明 
3) ベースライン純吸収量のシナリオがプロジェクトシナリオの純人為的吸収量より少ないだろうという

理由の分析  
 
B.4.  Detailed baseline information, including the date of completion of the baseline study 
and the name of person(s)/entity(ies) determining the baseline: ベースライン情報の詳細

（ベースライン調査の完成日、ベースライン決定者も含む） 
>> 

ベースライン情報を Annex 3 に添付する。 
完成日時を DD/MM/YY で記述する。 
コンタクト情報を記述する。その人／団体が Annex 1 にリストされたプロジェクト参加者であるかにつ

いても記述する。 

 
SECTION C.  Application of a monitoring methodology and of a monitoring plan モニタリ

ング方法論の適用とモニタリング計画 
 

プロジェクト参加者が新モニタリング方法論を提案する場合、新方法論提案の提出と考え方の手続

きに従って CDM-AR-NM フォームを記述する（ガイドラインのパート III 参照）。 
このセクションでは、データの出所や、正確さ、比較性、完全性、妥当性に関するデータの質を含む

モニタリング計画を方法論のガイダンスに従って詳細に記述する。モニタリング計画は Annex 4 に添

付する。 
モニタリング計画は、関連するすべてのデータ（下記）の収集と保存に関する詳細な情報を提示する

必要がある。 
－炭素プールの炭素蓄積の変化とプロジェクトバウンダリー内で発生する排出の推定または測定に

必要なデータ 
－ベースライン決定に必要なデータ 
－プロジェクトバウンダリー外で増加する排出量を同定するためのデータ 
モニタリング計画は A/R CDM プロジェクト活動タイプに適した good practice を反映しなければならな



 

い。計画は承認されたモニタリング方法論で定義された方法とステップに従う。プロジェクト参加者は

計画に従って、登録されたモニタリング方法論を実行し、モニタリングレポートを通じてデータを提供

しなければならない。 
モニターされ、verificationとクレジット発効に必要なデータは最終クレジット期間終了後2年間保管し

なければならない。 

 
C.1.  Title and reference of approved monitoring methodology applied to the project 
activity:  プロジェクト活動に適用する承認されたモニタリング方法論のタイトルとリファレンス 
>> 

タイトルとリファレンス、承認された方法論の詳細については UNFCCC のウェブサイトを参照する。プ

ロジェクト参加者が新モニタリング方法論提案する場合、CDM-AR-NM を完成させ、提案する A/R 
CDM プロジェクト活動への提案する新方法論の適用を証明するために、補助的に CDM-AR-PDD
のセクション A-D を完成させる。 
国内のまたは国際的なモニタリングスタンダードを提案した A/R CDM プロジェクト活動のモニタリン

グに適用する場合、このスタンダードを示し、そのスタンダードの詳細な記述がわかるソースを示す。 
 
C.2.  Justification of the choice of the methodology and its applicability to the proposed A/R 
CDM project activity:  方法論の選択と提案する A/R CDM プロジェクト活動への適用の正当

化 
>> 

提案する A/R CDM プロジェクト活動が適用する方法論の条件に見合っていることを証明することで

方法論の選択を正当化する。 
 



 

C.3.  Sampling design and stratification: サンプリングデザインと階層化 
 

プロジェクトの現実純吸収量の事後計算で使用するサンプリングデザインを記述する。ベースラインをモニタリングする場合はベースライン純吸収量の事後計算

についても記述する。サンプリングデザインにはとりわけ、階層化、プロット数とプロットの分布の決定などを記述する。 

 
 
C.4.  Monitoring of the baseline net GHG removals by sinks and the actual net GHG removals by sinks: ベースライン純吸収量と現実純吸収量のモ

ニタリング 
 
 
C.4.1.  Actual net GHG removals by sinks data: 現実純吸収量データ 
 
 
C.4.1.1.  Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in carbon stock in the carbon pools within the project boundary 
resulting from the proposed A/R CDM project activity, and how this data will be archived: 提案する A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクトバウン

ダリー内の炭素プールの実証可能な炭素蓄積量変化をモニターするために収集または使用するデータとデータの保存方法 
ID 番号 
D.3 と 共 通
の番号を使
用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の単位
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合 
データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
 
 
 

 



 

C.4.1.2.  Data to be collected or used in order to monitor the GHG emissions by the sources, measured in units of CO2 equivalent, that are increased 
as a result of the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary, and how this data will be archived: 提案す

るA/R CDMプロジェクト活動の実施の結果としてプロジェクトバウンダリー内で増加するGHG排出モニタリングに収集されるまたは使用されるデータ

（CO2eで測定）とその保管方法 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
C.4.1.3.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the ex-post actual net GHG removals by sinks: 現実純吸収量の

事後推定のモニタリングに使われる公式・モデルの記述 
 
 
C.4.1.3.1.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the verifiable changes in carbon stock in the carbon pools within 
the project boundary (for each carbon pool in units of CO2 equivalent): プロジェクトバウンダリー内の炭素プールの炭素貯量留変化の推定のモニタリ

ングに使われる公式・モデルの記述（各炭素プールについてCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
 
C.4.1.3.2.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the GHG emissions by the sources, measured in units of CO2 
equivalent, that are increased as a result of the implementation of the proposed A/R CDM project activity within the project boundary (for each 
source and gas, in units of CO2 equivalent): 提案するA/R CDMプロジェクト活動の結果増加したプロジェクトバウンダリー内のGHG排出量推定に使用

した公式／モデルの記述（各ソース、ガスごとにCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 

 



 

 
 
C.4.2.  As appropriate, relevant data necessary for determining the ex-post baseline net GHG removals by sinks and how such data will be collected 
and archived, if required:  事後のベースライン純吸収量の決定に必要なデータとその収集、保管方法（適用する場合） 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 
適用できない場合はその旨記述すること。 

 
 
C.4.2.1.  Description of formulae and/or models used to monitor the estimation of the ex-post baseline net GHG removals by sinks (for each carbon 
pool, in units of CO2 equivalent), if required:  事後ベースライン純吸収量推定のモニタリングに使われる公式・モデルの記述（各炭素プールでCO2e
で） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
ベースライン純吸収量が事後にモニタリングされたデータに基づき推定される場合は公式を提示すること。 

 
 
C.5.  Treatment of leakage in the monitoring plan: モニタリング計画でのリーケッジの扱い 
>> 

リーケッジが直接的モニタリングされるのか、間接的にモニタリングされるのかを示す。提案する A/R CDM プロジェクト活動の実行期間中にリーケッジがモニタリ

ングされない場合、その理由を説明する。適用できない場合はその旨記述する。 

 

 



 

C.5.1.  If applicable, please describe the data and information that will be collected in order to monitor leakage of the proposed A/R CDM project 
activity:適用可能であれば、提案する A/R CDM プロジェクト活動のリーケッジのモニタリングに必要なデータと情報を記述する 
ID 番号 
D.3 と共通の番号
を使用する 

データ変

数  
データ 
ソース  

データ

の 単

位 
 

測定値 (m), 
計算値 (c) 
または 
推定値 (e) 

記録頻度 モニターする

データの割合

データの 
保存方法 
（電子・紙） 

コメント 

         
         
 

モニタリングされたデータは最後のクレジット期間の終了から 2 年間保管しなければならない。 
表のヘッダーと列のタイトルは変更してはならず、列の削除もしないこと。必要であれば行を追加する。 

 
 
C.5.2.  Description of formulae and/or models used to estimate leakage (for each GHG, source, carbon pool, in units of CO2 equivalent: リーケッジ

推定に使用する公式／モデルの記述（各GHG、ソース、炭素プールについてCO2eで） 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
 
C.5.3.  Please specify the procedures for the periodic review of implementation of activities and measures to minimize leakage: 活動の実施の周期

的にレビューする方法とリーケッジを最小限にするための手段の記述 
>> 
 
C.6.  Description of formulae and/or models used to estimate ex-post net anthropogenic GHG removals by sinks for the proposed A/R CDM project 
activity (for each GHG, carbon pool, in units of CO2 equivalent): 提案するA/R CDMプロジェクト活動の純人為的吸収量の事後推定に使用され

る公式／モデルの記述 
>> 

公式やモデルはベースライン方法論で示されたものに忠実に従う。 
 
C.7.  Quality control (QC) and quality assurance (QA) procedures are being undertaken for data monitored: モニタリングされたデータの品質管理

と品質保証方法 

 



 

 

データ 
（表と ID 番号を記

述。例 3.-1.; 3.2.） 
 

データの不確実性のレベル
(High/Medium/Low) 

そのデータについて計画している QA/QC の手順、または、なぜそれが不要なのかを説明する 

   
   
 

適用可能であれば、セクション C.4, C.5 の表のデータを参照する。 
 
 
C.8.  Please describe the operational and management structure(s) that the project operator will implement in order to monitor actual GHG 
removals by sinks and any leakage generated by the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R CDM プロジェクト活動によって発生する現実

純吸収量とすべてのリーケッジのモニタリングのためにプロジェクト実施者が実施する操業・管理の記述 
 
 
C.9.  Name of person/entity determining the monitoring methodology: モニタリング方法論を決定する人・団体 

>> 
コンタクト情報を記述する。その人／団体が Annex 1 にリストされたプロジェクト参加者であるかについても記述する。 

 



 

 

SECTION D.  Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks: 純人為的吸収量推定 
 

選択したベースライン・モニタリング方法論に従ってセクション D を記述する。 
 
D.1.  Estimate of the ex-ante actual net GHG removals by sinks: 現実純吸収量の事後推定 
>> 

「推定される炭素蓄積の実証可能な変化の合計」マイナス「提案する A/R CDM プロジェクト活動の実施

に起因するプロジェクトバウンダリー内の測定された排出増加量（CO2 当量）」をそれぞれのガス、プー

ル、ソース、公式・アルゴリズムを CO2 当量で記述する。 

 
D.2.  Estimated ex-ante baseline net GHG removals by sinks: ベースライン純吸収量の事後推定 
>> 

推定は各炭素プール、各ソース、ごとに CO2 当量で行う。 

 
D.3.  Estimated ex-ante leakage: リーケッジの事後推定 
>> 

測定可能で、提案する A/R CDM プロジェクト活動に起因する、プロジェクトバウンダリー外で起こる人為

的な排出の増加量として定義されるすべての推定されるリーケッジを記述する。推定はそれぞれのガス、

ソースごとに CO2 当量で示す。適用できない場合はその旨記述する。 
 
D.4.  The sum of D.1 minus D.2 minus D.3 representing the ex-ante net anthropogenic GHG 
removals by sinks of the proposed A/R CDM project activity:  A/R CDM プロジェクト活動の事後の

純人為的吸収量（D1 の合計 マイナス D2 マイナス D3 で表される） 
>> 
D.5.  Table providing values obtained when applying formulae above: 上記の公式を適用した場合

に得られる値を表に示す 
>> 

ベースライン純吸収量の事後計算は適切な正当性が提示された場合のみ使用できる。しかしながら、

ベースライン純吸収量は事後計算を行い CDM-AR-PDD で報告されるべきでもある。上記で適用した公

式の結果は下記の表を使用して示すこと。 
 
年 ベ ースライン純

吸収量の推定 (t 
CO2e) 

現実純吸収量の

推定(t CO2e) 
リーケッジの推定
(t CO2e) 

純人為的吸収量

の推定(t CO2e) 

Year A     
Year B     
Year C     
合計      

 
SECTION E.  Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R 
CDM プロジェクト活動の環境影響 
 
E.1.  Documentation on the analysis of the environmental impacts, including impacts on 
biodiversity and natural ecosystems, and impacts outside the project boundary of the proposed A/R 
CDM project activity:  生物多様性と自然生態系への影響を含む環境影響分析とプロジェクトバウン

ダリー外への影響に関する書類 
>> 



 

 

この分析は、適用可能であれば、特に水文学的、土壌、火災リスク、病虫害の情報も含めること。

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
E.2.  If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, 
a statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all 
references to support documentation: プロジェクト参加者またはホスト国により負の影響が顕

著に想定される場合、ホスト国が求める方法に従いプロジェクト参加者が環境影響調査を実施

することの表明（結論と書類を補助するすべてのリファレンスを含む） 
>> 

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
E.3.  Description of planned monitoring and remedial measures to address significant impacts 
referred to in section E.2. above: 計画されるモニタリングとセクション E.2 で示した顕著な影

響への対処方法の記述 
>> 
SECTION F.  Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity: 提案する A/R 
CDM プロジェクト活動の社会経済的影響 
>> 
F.1.  Documentation on the analysis of the socio-economic impacts, including impacts outside the 
project boundary of the proposed A/R CDM project activity:  提案する A/R CDM プロジェクト活動

のプロジェクトバウンダリー外への影響を含めた社会経済的影響分析の書類 
>> 

この分析は、適用可能であれば、特に、地域のコミュニティー、原住民、土地所有、地域の雇用、食糧生

産、文化・宗教的サイト、化石燃料へのアクセス、その他の林業生産物などの情報も含めること。

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
F.2.  If any negative impact is considered significant by the project participants or the host Party, a 
statement that project participants have undertaken a socioeconomic impact assessment, in 
accordance with the procedures required by the host Party, including conclusions and all references 
to support documentation:  プロジェクト参加者またはホスト国により負の影響が顕著に想定される場

合、ホスト国が求める方法に従いプロジェクト参加者が社会経済的影響調査を実施することの表明（結

論と書類を補助するすべてのリファレンスを含む） 
>> 

CDM-AR-PDD に関連書類を添付する。 
 
F.3.  Description of planned monitoring and remedial measures to address significant 
impacts referred to in section F.2 above:  計画されるモニタリングとセクション F.2 で示した顕著な影

響への対処方法の記述 
>> 
 
SECTION G.  Stakeholders’ comments: 利害関係者のコメント 
>> 
G.1.  Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and compiled: 地

域の利害関係者のコメントをどのように収集するかについての簡単な記述 
>> 



 

 

地域の利害関係者のコメントがどのように集められるのか、そのプロセスについて記述する。地元の利害

関係者のコメントはオープンで透明性の高い方法、地域の利害関係者からのコメントが受け取りやすい

方法で、コメント提出までの無理のない期間を設定して集められなければならない。このようなことから、

プロジェクト参加者は地域の利害関係者が理解できる方法で、CDM M&P の秘密性に関する対策を考

慮して、A/R CDM プロジェクト活動を記述しなければならない。 

 
G.2.  Summary of the comments received: 受け取ったコメントのサマリー 
>> 

コメントをした利害関係者を同定し、コメントのサマリーを説明する。 
 
G.3.  Report on how due account was taken of any comments received: 受け取ったコメントすべて

をどのように考慮したのかに関するレポート 
>> 

利害関係者から得られたコメントをどのように取り入れたかについて説明する。 

 



 

 

Annex 1
 

CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT 
ACTIVITY A¥R CDM プロジェクト活動の参加者の連絡先情報 

 
 

必要であれば表をコピーペーストする。セクション A. 3 でリストされたそれぞれの組織について次の必須

事項を記述する：組織、コンタクトパーソン氏名、住所、電話番号、ファックスまたは e-mail 
 
 
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:  
 

 
 

 
Annex 2 

 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 公的資金に関する情報 

 
Annex I 国からの公的投資がある場合、Annex 2 に Annex I 国からのプロジェクト活動への公的資金ソー

スに関する情報を記述し、その資金が ODA の流用ではないこと、これらの国にの財政義務とは区別され

ていることを証明する。 
 

 
 



 

 

 
Annex 3 

 
BASELINE INFORMATION ベースライン情報 

 
提案する A/R CDM プロジェクト活動のベースラインを定義するのに使用された、変数、パラメータ、デー

タソースなどのキーエレメントを表に提示する。承認された方法論では、UNFCCC CDM ウェブサイトにド

ラフトの表をみつけることができる。 
 

 
 
 

Annex 4 
 

MONITORING PLAN モニタリング計画 
 

- - - - - 
 



Ⅲ. 小規模用簡素化 PDD 及び方法論の作成ガイドライン 
森 徳典（（財）国際緑化推進センター） 

 

Ⅲ－１. 小規模 A/R CDM プロジェクト形成の手引き 
 

 

A. プロジェクト形成手順の概要 

 

 プロジェクトの構想確定後に、以下の２申請書類を作成する。関連規定は D（本書 70 頁）に掲げ

た。 

１．簡素化プロジェクト設計書（PDD）の作成 

 CDM 理事会指定の小規模用簡素化 PDD 様式（本書 102 頁）を用いて、プロジェクト活動の計画

と CO2 吸収量の推定などの詳細を記載する。簡素化 PDD への記載内容の概要を B.（次頁）に記

した。理事会による記載要領は本書 90 頁にある。 

 

２．簡素化ベースライン（BL）及びモニタリング（MT）方法論の作成 

 純人為的 GHG 吸収量を推定するための方法論の記述で、理事会が開発した簡素化 BL 及び

MT 方法論（本書 128 頁）が利用できる。また、既に承認済みの方法論が適用できるとき（2006 年 5

月現在はなし）は、それを用い、いずれも適用できないときは、提案プロジェクトに適した新方法論

を開発し、理事会に承認を求める。 

 １）BL 方法論は BL シナリオとプロジェクトシナリオから求められる CO2 吸収量の事前推定方法で、

これにはリーケージ、排出GHGの種類と量、追加性の評価（用語集参照、本書7頁・93頁）

が含まれる。 

 ２）MT 方法論は、プロジェクト実施後の CO2 吸収量を確定するために、BL 吸収量、プロジェクト

吸収量、リーケージ、排出 GHG 量などをモニタリングし、これらから純人為的 GHG 吸収量

を算出する方法である。データの品質管理・保証、記録・保存法も含まれる。これは検証お

よびクレジット発行を受けるための提出資料となる。 

方法論の記載内容の概要は本章の C.（次頁）に記した。 

新方法論は、通常規模では AR-NM の様式（本書 22 頁）を用いるが、小規模の場合は理事会開

発の簡素化方法論に準じればよいであろう。新方法論は、提案プロジェクトに特有なものであるの

で、PDD と一緒に DOE に提出する。一旦承認された方法論は他のプロジェクトにも適用できる。 

 

３．CDM プロジェクト登録への事務手続き 

① ホスト国への承認申請。ホスト国によって手続き方法に若干違いがあるが、一般にはDOEに申

請前に、ホスト国の承認を得る。ホスト国 DNA から得るべき承認・証明事項は、持続的発展への

寄与、自由意志参加、低所得者層の証明、もしあれば環境・社会経済影響の評価、その他ホス

ト国内法に抵触しない等である。 

② PDD 及びもしあれば新 BL 及び MT 方法論を同時に DOE に提出。 

③ DOE による CDM 適合要件の調査と新方法論の理事会への審査申請。 

④ 理事会・A/R WG による新方法論の審査。提案方法論の公開（パブリックコメント受付）→判定

（A:承認、B:要修正、C:却下）。承認されれば、 

⑤ DOE による理事会への有効化申請。この時点でホスト国の承認書類が必要。登録料。 

⑥ 理事会による登録証の発行 

⑦ 計画にもとづいたモニタリングの実施（事業者） 

⑧ 純人為的 GHG 吸収量の DOE への申請、小規模では有効化と同じ DOE も可能。 

⑨ DOE による検証・証明と理事会による CERs の発行。 

 

 



B. 簡素化 PDD の概要 

 

簡素化 PDD は、その様式（本書 102 頁）に基づいて記載する。通常の植林プロジェクトに必要な

調査事項、例えばサイトの土地権利関係、立地・自然環境条件、周辺の社会・経済条件、境界、植

林樹種・植栽密度、森林保育などの関連事項を記載する必要がある外に、CDM に特有な以下の

ような事項を調査・記載する。 

１）土地の適格性：1990 年１月時点以来、森林でないことを EB22 Annex16（本書 IV-2）に従って証

明。（関連事項：ホスト国が定める森林定義を適用する：通常規模用 M&P para8）。 

２）プロジェクトタイプ（活動前サイトが草地、耕地、湿地、居住地別）の決定。草地又は耕地から森

林地への転換なら、理事会開発の簡素化 BL＆MT方法論が利用できる。それ以外のタイプであ

るなら、新方法論の開発が必要である（2006 年 3 月現在）。 

３）炭素プール：計測するか、計測が必要な炭素プール（植物地上部、同地下部、枯木、落葉、土

壌炭素）を選択する。簡素化方法論では植物地上・地下部のみである。これ以外の炭素プール

を計測する場合は、新方法論の開発が必要である。 

４）BL シナリオ：プロジェクト前の土地利用（植生）状態と本プロジェクトがないときにもっとも起こりそ

うな土地利用をＭ＆Ｐ para22（①現状の継続、②経済要因による利用、③政策等経済以外の

要因による利用の３点のいずれかの根拠による）と追加性証明ツール（EB21 Annex 16：本書  

IV-2）を用いて説明・記載する。 

５）リーケージ：プロジェクトの実施にともない、境界外に移動する CO2 の発生を伴う活動又は境界

外の炭素プールを減少させる活動。ただし発生源（例えば牛）が移動しても GHG（例えば CH4）

発生量が増加しなければ、ダブルカウントを避けるため無視できる（EB22 Annex 15 本書 IV-2）。 

６）プロジェクトの GHG 排出の種類（化石燃料消費、肥料、火入れなど）と量の予測。 

７）CO2 吸収量の事前推定：プロジェクト吸収量マイナス（BL 吸収量＋排出量＋リーケージ）の概

要説明（詳細はベースライン方法論に記載する）。ここで、プロジェクト吸収量がプラスなることを

証明し、CDM プロジェクトとして妥当である（追加性がある）ことを示す。 

８）デバンドリング：通常規模のプロジェクトの細分化でないこと（本書 88 頁）。 

９）クレジットの選択：希望するクレジットの種類（tCER、lCER）、その期間（可変：20 年３回繰り返し

までか、30 年固定）などを選択。 

10）公的資金：使用資金が先進国の ODA 資金の流用でないことの証明。 

11）モニタリング計画：プロジェクト開始後のプロジェクト CO2 吸収量を測定するための計画と方法

で、植林木成長量とベースライン吸収量の変化量、GHG 排出量、リーケージなどの概要説明。

詳細はモニタリング方法論に記載する。 

12）純人為的 CO2 吸収量算出方法：計算式・推定式を記載する（EB21 Annex 15 本書 IV-2 も参

照）。 

13）環境影響・社会経済影響の調査：もし重大な影響が予測される時は、ホスト国の規定に従って

影響評価を行う。 

14）関係者コメント：利害関係者からコメントを集め、それに対する対処方針を記す。参加型農村開

発調査手法によりコメントを集める。 

 

注）M&P：Modalities and Practices（通常規模用、和訳は林野庁ホームページ CDM ヘルプデスク 

      http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/2003L27.pdf） 

  小規模用は SSC-M&P と略記（本書 73 頁）、 

  EB: Executive Board、 WG: Working group、 para：paragraph 

 

 

C. 簡素化ベースライン及びモニタリング方法論の概要 

 

小規模プロジェクト活動では、もしプロジェクトタイプが、草地から森林地又は耕地から森林地の

どちらかのタイプに相当するのであれば、理事会が開発する簡素化方法論の使用ができる。それ

が不適合であれば、プロジェクトごとに新方法論を開発する必要がある。主な記載内容は以下のと

おり。 



１）炭素プール：植物地上部と地下部のみを選択する。これにはこれら以外のプールがプロジェクト

実施によって顕著に減少しないことを簡潔に述べる必要あり。これら以外のプールも選択すると

きは、新方法論の提案が必要である。 

２）ベースライン（BL）方法論：BL シナリオに従った BL 吸収量の推定 

①プロジェクト活動がないとき、炭素蓄積量に顕著な変化が起こらないという条件（例えば草地

の継続）であれば、BL の炭素変化量はゼロとして、現在の炭素蓄積量がクレジット期間を通じて

一定と見なしてよい。したがって、BL のモニタリングは不要である。 

②BL に木本植物がある場合は、炭素蓄積量が顕著に変化するかどうかについて専門家の評価

を受ける。顕著な変化が起こると予想される時は、以下 3)、4)の方法で推定する。 

３）木本植物による BL 及びプロジェクト CO2 吸収量の推定：主な炭素吸収量の推定法は、①バイ

オマス量（アロメトリー式）か、②材積（材積式・収穫予想表）と材密度、拡大係数等を用いて、a)

年平均成長量（MAI）によるか、b)一定期間の変化量（i 時点とｋ時点の現存量の差）のどちらかを

用いて推定する。これら推定方法は、簡素化方法論に示されている外、IPCC GPG に詳しい。と

くに各種既定値（Default 値）が GPG には記載されているので、それを用いると便利である。 

４）利用するバイオマス量、材積、既定値等：植林樹種ごとに、原則その地域の数値、式を用いる。

地域の数値がないときは、国の数値、自然環境が似た隣国、国際的（GPG）数値を用いる。樹種

については、同じ属、科など生活型の似る樹種の値を用いる。 

５）リーケージ：移動を余儀なくされた世帯％（対総戸数）及び活動の生産物％（例えば、トウモロコ

シ、肉などの対総生産）が、10％以下であればリーケージはゼロ、10 から 50％の間であれば現

実純吸収量の 15％に相当するリーケージがありとする。50％以上の時は、簡素化方法論は使用

できない。 

６）純人為的吸収量の事前推定：プロジェクト吸収量は、植林木について 3）と同様な方法で推定し、

それから BL 吸収量、排出量（燃料、火入れなど）及びリーケージを差し引いて求める方法を記

す。これは追加性の証明ともなる。原則は保守的（控えめ）な推定法で、透明性があること。 

７）モニタリング（MT）方法論：プロジェクト吸収量を事後に推定する方法を記載する。炭素量を推

定する式や数値は、BL 方法論(上記３)と４））に用いたと原則同じ方法である。簡素化方法論に

はその手順が示されている。MT 計画の中心である植林木の成長量を測定する方法は、統計的

手法により永久測定プロットの数や配置などを決定する。モニタリングの頻度は原則５年間隔で

ある。ここで算出された純人為的吸収量が検証、証明の材料となり、CERs の発行量となる。 

８）推定値の品質保証・data 保存等：測定方法の訓練、検証測定の必要性、記録の記載と保存方

法、測定の精度などの記載が求められる。 

 

注）GPG: Good Practice Guidance 

 



D. 小規模A/R CDMプロジェクト活動用簡素化PDD及びB&M方法論の作成に必要な規定、手引き条項一覧

小規模A/R CDMプロジェクト活動用の規定、手引き等 通常規模用の規定等

簡素化方法と手続き
(D-/CMP1）
本書 ＩＩＩ－２章

 簡素化PDD手引き
(EB23　Annex 16)
本書 ＩＩＩ－３章

簡素化B＆M方法論
(CMP/2005/4/Add.
1)　本書 ＩＩＩ－４章

SSC-M&P
 Annex 73頁～

Appendix A 83頁～

Appendix B 86頁～

Appendix C 88頁～

SSC-PDD
Part IA 90頁～

Part IB 93頁～

Part IIA 100頁～

Part IIB 102頁～

Part III 126頁～

SSC-B&M
methodlogy128頁～

Appendix A
157頁～

Appemdix B
159頁～

A. プロジェクト設計書  

 1.　PDD全体 Annex，Appendix A Part IA, Part IIA M&P　Annex para 12-
30以外はSSCにも適用

 2.　規模と資格 Annex　para 1, 4 M&P Annex para 1(i)

 3.　プロジェクトタイプ Appendix B para 4 Part IIB A.4.7 para 2-4 D.14/CP.10

 4.  土地の適格性 Part IIB A.4.5 Appendix A EB22 Annex 16

 5.  デバンドリング Appendix C Part IIB A.4.12.1

 6.  追加性 Appendix A (i) Part IIB A.4.11 Appendix B EB21 Annex 16

 7.  炭素プール Appendix A (d) Part IIB A.4.4 para 6

 8.  排出ガス Part IIB A.4.3 para 7

 9.  バウンダリー Part IIB A.4.1.4

10.　サイトの環境条件 Appendix A (b) Part IIB A.4.1.5

11.  植林樹種 Appendix A (a) Part IIB A.4.2

12.　土地，炭素の権利 Appendix A (ｃ) Part IIB A.4.6

13.  ベースライン(一
般）

Annex para 19,20
Appendix B para 2-4 Part IIB B.1-3 Chaper Ⅲ. A  M&P Annex para 22

M&P Appendix B para 2(e)

14.  モニタリング(一
般）

Annex  para23-29
Appendix B para 6-7 Part IIB B.4 Chapter Ⅳ M&P Appendix B para 2(o)

15.  リーケージ(一般） Appendix B para 9 Part IIB B4.1.2 para 25 M&P Annex para 1(e)
EB 21 Annex 15

16.  公的資金 Appndex A para (n) Part IIB A.4.1.2
Part IIB Annex 2

17.  非永続性・クレジット Annex para　21 Part IIB A.4.9-10 M&P Annex para 36-60

18.  環境影響 Appendix A para (k) Part IIB D. M&P Appendix B para 2(j)

19.  社会経済影響 Appendix A para (l) Part IIB E. M&P Appendix B para 2(k)

20.　関係者コメント Appendix A para (o) Part IIB F. M&P Appendix B para 2(n)

21.　機密・特許情報 Part IIA para 4

方法と手続き(M&P Annex)
(19/CP.10)、
COP決定、EB報告等
（本書 ＩＶ－１，２章）

プロジェクト形成の
Key words



小規模A/R CDMプロジェクト活動用の規定、手引き等 通常規模用の規定等

簡素化方法と手続き
(D-/CMP1）
本書 ＩＩＩ－２章

 簡素化PDD手引き
(EB23　Annex 16)
本書 ＩＩＩ－３章

簡素化B＆M方法論
(CMP/2005/4/Add.
1)　本書 ＩＩＩ－４章
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Simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and 

reforestation project activities under the clean development mechanism 

in the first commitment period of the Kyoto Protocol and 

measures to facilitate their implementation 

 

COP/MOP1 の決定事項 

京都議定書第１約束期間の小規模新規及び再植林 CDM プロジェクト活動のための 

簡素化した方法と手続き及びそれらの実行を促進するための処置 

 

目次 

１．Annex  

Simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and reforestation project activities 

under the clean development mechanism 

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

 

２．Appendix A  

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

clean development mechanism 

小規模新規及び再植林 CDM プロジェクト活動のためのプロジェクト設計書 

 

３．Appendix B 

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

afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism 

小規模新規及び再植林 CDM プロジェクト活動で選択されたタイプのための簡素化ベースライン及

びモニタリング方法論の指示 

 

４．Appendix C 

Criteria for determining the occurrence of debundling 

（プロジェクト活動の）デバンドリング（分割）を決める基準 

 



ANNEX 

 

Simplified modalities and procedures for small-scale afforestation and 

reforestation project activities under the clean development mechanism 

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

 

A. Introduction 

 

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

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

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

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

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

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

the CDM as follows:  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

する限界を超えてはならない;  

 

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

プロジェクト設計書に必要な条件は減らされる； 

 

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

project baseline; 

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

に簡素化される; 

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

monitoring cost; 

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

化される; 

 

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

同じ運営組織（以下 OE）が有効化審査及び検証・証明を行いうる。 

    

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

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

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

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

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

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

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



paragraph 8 below. 

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

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

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

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

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

れ以下理事会とする）に対して提出できる。 

 

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

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

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

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

and reforestation project activities under the CDM.   

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

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

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

  

 

B. Simplified modalities and procedures  

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

mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のために簡素化した方法と手続き 

 

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

project activities, a proposed project activity shall: 

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

ェクト活動は以下の通り：    

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

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

project activities under the CDM; 

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

活動のための適用基準に合致する； 

 

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

appendix B のプロジェクトタイプの一つに一致する； 

 

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

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

 

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

specified in appendix A. 

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

 

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

appendix B. 

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

用できる。 

 

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

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

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



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

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

事会に対して行える。 

 

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

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

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

and monitoring methodology would be applied to this type. The Executive Board may draw on 

expertise, as appropriate, in considering new project types and/or revisions of and amendments to 

simplified methodologies. The Executive Board shall expeditiously, if possible at its next meeting, 

review the proposed methodology. Once it is approved, the Executive Board shall amend appendix B.  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

ジット期間を通して，適用されない。 

 

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

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

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

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

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

of the bundled project activities. 

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

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

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

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

たプロジェクト活動のすべてをカバーする。 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

CDM. 

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

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

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

案する。 

 

C. Validation and registration 

有効化審査及び登録 

 

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

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

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

following requirements ha been met:   

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

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

とを確認するための補助資料についてレビューする。 

 

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

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

activities under the CDM are satisfied 

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

のパラグラフ８と９に述べられている参加要件が満たされている。 

 

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

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

received 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

る。 

 

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

additional if the actual net greenhouse gas removals by the sinks are increased above the sum of the 

changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary that would have occurred 

in the absence of the registered small-scale afforestation and reforestation project activities under 



the CDM, in accordance with paragraphs 18-19 

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

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

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

 

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

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

project activities under the CDM 

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

って、非永続性に関する希望の方法を明示する。   

 

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

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

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

in an appropriate manner 

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

appendix B で明示された簡素化ベースライン及びモニタリング方法論の一つを利用して、適切な手

法を用いて実在する炭素蓄積量の推定を行う。 

 

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

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

reforestation project activities is appropriate. 

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

ロジェクト活動に対する全体のモニタリング計画が適切である。 

 

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

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

 

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

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

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

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

decisions by the COP/MOP and the Executive Board.  

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

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

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

及び理事会による関連決定の、全ての必要要件に従っている。 

 

15. The DOE shall: 

指定運営組織は以下のことを行う： 

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

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

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

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

sustainable development;  

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

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

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

 

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

project participants a written declaration that the proposed  



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

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

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

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

言書をプロジェクト参加者から受ける。 

 

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

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

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

を公開できるように作る。 

 

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

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

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

日以内に、DOE はそれらを公開にする。 

 

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

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

afforestation or reforestation project activity under the CDM should available; 

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

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

する。 

 

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

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

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

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

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

the requirements for validation 

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

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

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

いないと判断されたとき、文書を添付して、非受理の理由の説明を含む。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

への対応をどのようにとるかの説明書をつける。 

 

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

DOE は有効化審査報告書を理事会に伝達と同時に公開する。 

 

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

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

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

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



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

accordance with the following provisions: 

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

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

事会は，登録要求を受け取った後４週間で，登録を終了させる。 

理事会によるこのレビューは次の規定にそって行う。 

 

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

それは有効化審査要請に関連した事項に関係していること。  

 

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

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

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

終える。 

 

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

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

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

validation and registration, including those relating to public comments. 

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

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

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

 

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

actual net greenhouse gas removals by sinks are increased above the sum of the changes in carbon 

stocks in the carbon pools within the project boundary that would have occurred in the absence of 

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

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

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

積量の変化の合計より多いならば，追加性がある。 

 

19. The baseline for proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the 

CDM is the scenario that reasonably represents the sum of the changes in carbon stocks in the 

carbon pools within the project boundary that would have occurred in the absence of the proposed 

project activity. A baseline shall be deemed to reasonably represent the sum of the changes in carbon 

stocks in the carbon pools within the project boundary that would have occurred in the absence of 

the proposed small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM if it is derived 

using a baseline methodology referred to in appendix B. 

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

いときに生じるであろうプロジェクト境界内の炭素プール中の炭素蓄積量の変化の合計を合理的に

表す，シナリオである。ベースラインは，それが appendix B に述べたベースライン方法論を用いて導

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

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

  

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

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

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

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

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

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

to appendix B. 



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

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

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

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

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

代わりに提出できる。 

 

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

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

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

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

クト活動のクレジト期間は下記のどちらかである。 

 

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

a DOE determines and informs the Executive Board that the original project baseline is still valid or 

has been updated taking account of new data where applicable 

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

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

決定し，理事会に報告することが条件である。 

 

(b)  A maximum of 30 years. 

最長で 30 年。 

 

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

such a manner as to minimize leakage. 

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

 

D. Monitoring 

モニタリング 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

いは測定に必要なすべての関連データの収集と保存について； 

 

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

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

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

ために必要なすべての関連データの収集と保存について； 

 

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

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

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

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

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

収集と保存について； 



 

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

of access to the carbon pools; 

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

て； 

 

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

appendix B; 

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

 

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

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

documentation of the steps involved in those calculation; 

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

算の方法，およびそれらの計算過程に含まれる各ステップの文書化について； 

 

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

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

leakage. 

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

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

 

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

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

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

monitoring practice appropriate to the circumstances of the project activity. 

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

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

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

グ方法論を利用できる。 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

を含む。 

 

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

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

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

crediting period specified by the project participants. 

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



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

量を検証することを契約した DOE に関連モニターデータを報告する。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

CER あるいはｌCER の発行の条件である。 

 

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

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

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

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

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

る。 

  

 



APPENDIX A 

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

clean development mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のためのプロジェクト設計書 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

下の事項を含める： 

 

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

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

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

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

emissions will be part of the project activity 

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

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

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

ら排出されるガスについての記述 

 

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

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

their habitats 

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

などの記述を含めたプロジェクト域の現環境条件を記述 

 

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

land tenure and land use 

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

 

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

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

under the CDM 

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

な情報にもって、選択した炭素プールについて 

 

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

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

 

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

context of the small-scale afforestation or reforestation project activity 

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

るかについての記述 

 



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

必要であるならば、可能性のあるリーケージを最少にするための対策 

 

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

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

by sinks 

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

と期待されるプロジェクト活動中のクレジット発生期間の選択 

 

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

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

under the CDM 

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

への対応策（訳注：tCER or lCER の選択）についての記述 

 

(j)  A description of how the actual net greenhouse gas removals by sinks are increased above the 

sum of the changes in carbon stocks in the carbon pools within the project boundary that would have 

occurred in the absence of the registered small-scale afforestation or reforestation project activity 

under the CDM 

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

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

がどのように増加するかについての記述。 

 

(k)  Environmental impacts of the project activity: 

プロジェクト活動による環境影響について： 

  

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

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

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

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

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

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

学、土壌、火災・虫害・病害のリスクに関する情報を含める。 

 

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

statement that project participants have undertaken an environmental impact assessment adequate 

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

references to support documentation 

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

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

べての証拠資料を添付した報告書。 

 

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

プロジェクト活動による社会経済的影響： 

 

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

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

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

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

religious sites, and access to fuelwood and other forest products 

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



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

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

 

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

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

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

references to support documentation 

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

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

とその結論およびすべての証拠資料を添付した報告書。 

 

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

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

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

 

(n)  Information on sources of public funding for the project activity from Annex I Parties which shall 

provide an affirmation that such funding does not result in a diversion of official development 

assistance and is separate from and is not counted towards the financial obligations of those Parties 

Annex 1 の締約国からプロジェクト活動に対する公的資金源に関する情報について、その資金が

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

まれていないことを確認する情報。 

 

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

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

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

法の報告書。 

 

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

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

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

ように用いられるかの記述。 

  

 

 



APPENDIX  B 

 

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

afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動の選択されたタイプのための 

簡素化したベースライン及びモニタリング方法論の指示 

 

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

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

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

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

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

 

A. Baseline methodology 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

クレジット期間を通じて一定であるとみなしうる。 

 

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

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

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

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

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

方法論を用いる。 

 

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

afforestation or reforestation project activities: 

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

を開発する。 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

ェクトに特有な方法かのどちらかを利用する。 

 

B. Monitoring methodology 

 

6.  No monitoring of the baseline is required. 

ベースラインのモニタリングは必要ない。 

 

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

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

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

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

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

greenhouse gas removals by sinks. 

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

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

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

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

 

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

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

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

removals by sinks. 

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

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

するための方法を考案する。 

 

C. Leakage 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ある。理事会はリーケージを推定するためのガイドラインを開発する。 

 

ATTACHMENT A TO APPENDIX B 

 

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

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

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

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

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

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

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

の attachment A は理事会によって開発される）  



 

 



APPENDIX C 

 

Criteria for determining the occurrence of debundling 

プロジェクトの分割化を決定する基準 

 

1.  Debundling is defined as the fragmentation of a large project activity into smaller parts. A 

small-scale project activity that is part of a large project activity is not eligible to use the simplified 

modalities and procedures for small-scale afforestation and reforestation project activities under the 

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

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

CDM. 

分割化（デバンドリング）は大きなプロジェクト活動を分割した部分と定義する。大きなプロジェクト活

動の一部である小規模なプロジェクト活動は、小規模 A/R CDM プロジェクト活動のために簡素化し

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

CDM プロジェクト活動のための一般の方法と手続きに従う。 

 

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

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

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

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

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

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

大きなプロジェクト活動の分割した部分とみなされる。 

    

(a)  With the same project participants; 

同じプロジェクト参加者による場合； 

(b)  Registered within the previous two years; 

過去２年以内に登録されたものである場合； 

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

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

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

境界の 1km 以内にある場合。 

 

  

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

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

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

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

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

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

and reforestation project activities under the CDM. 

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

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

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

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

ト活動のための簡素化した方法と手続きを利用する資格がある。 

 

 



Ⅲ－３ 簡素化 PDD のガイドライン（用語解説集を含む・仮訳） 
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THE SIMPLIFIED PROJECT DESIGN DOCUMENT FOR SMALL SCALE A/R 
(CDM-SSC-AR-PDD) AND THE FORM FOR SUBMISSIONS ON METHODOLOGIES 

FOR SMALL SCALE AR CDM PROJECT ACTIVITIES (F-CDM-SSC-AR-Subm) 
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PART I 
 

 A 
 
 
 
 
 

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

CDM-SSC-AR 用の簡素化 PDD についての一般的情報 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

類型のための簡素化ベースライン及びモニタリング方法論”に基づいて完成された

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

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

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

新方法論は CDM 理事会において検討されるだろう。 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

既に提出されている場合； 
  b) Submitted to the OEs within a month of the adoption of the revised 

http://unfccc.int/cdm
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CDM-SSC-AR-PDD; 
   CDM-SSC-AR-PDD の改訂版が採用されて１ヶ月以内に OE に提出された場合； 
  c)  The Executive Board will not accept documentation using previous versions of the 

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

付けない。 
 
11. In accordance with the modalities and procedures for a CDM (“hereafter referred as 
CDM modalities and procedures”, see decision 17/CP.7 and its annex contained in 
document FCCC/CP/2001/13/Add.2), the working language of the Board is English. The 
CDM-SSC-AR-PDD and F-CDM-SSC-AR-Subm shall therefore be completed and 
submitted in English language to the Executive Board. However, the 
CDM-SSC-AR-PDD is available on the UNFCCC CDM web site for consultation in all 
six official languages of the United Nations.  
CDM の方法と手続き（以下 CDM 方法と手続きとし、FCCC/CP/2001/13/Add.2.にある

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

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

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

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

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

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



 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

ションで利用できる。 
 
“Appendix B”: 付属書 B 
The Appendix B of the simplified modalities and procedures for small-scale A/R CDM 
project activities corresponds to the indicative list of simplified baseline and monitoring 
methodology for selected small-scale CDM project activity category. This list is updated 

http://cdm.unfccc.int/Reference/Forms
http://cdm.unfccc.int/Reference/Forms


and modified by decisions by the Executive Board based on inputs by project 
participants. The latest version of the list is available on the UNFCCC CDM web site 
under the section on approved small-scale methodologies (please refer to 
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved). 
小規模A/R CDMプロジェクト活動用の簡素化した方法と手続きのAppendix Bは選択され

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

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

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

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

リング出現を決定する手順についてのものである。用語 Debundling も見よ。 
 
Attributable:  （省略） 
 
Approval by Parties involved: 参加団体の証明書 
A written approval constitutes the authorization by a designated national authority 
(DNA) of specific entity(ies) participation as project proponents in the specific CDM 
project activity. The approval covers the requirements of paragraph 33 of the CDM 
modalities and procedures. 
特定のCDMプロジェクト活動のプロジェクト提案者としての参加組織のDNAによる公認

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

る： 
  ・ the Party has ratified the Kyoto Protocol. 
  ・  The approval of voluntary participation in the proposed CDM project activity. 
  ・  In the case of Host Party(ies): statement the proposed small scale A/R CDM project 

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

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

動におけるベースラインアプローチ 
A baseline approach is the basis for a baseline methodology. The most likely baseline 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved
http://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCmethodologies/approved


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

フ６(c)に規定する制限を越えない範囲の全結合を意味する。 



 
Confidential/proprietary information: 機密/特許情報 
In accordance with paragraph 6 of the CDM modalities and procedures, information 
obtained from A/R CDM project participants marked as propriety or confidential shall 
not be disclosed without the written consent of the provider of the information, except 
as required by national law. Information used to determine additionality, to describe the 
baseline methodology and its application, and to support an environmental impact 
assessment shall not be considered as proprietary of confidential. 
CDM 方法と手続きのパラグラフ６に従って，特許あるいは機密情報としてマークされた

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

クト参加者と理事会の対話方法 
The modalities of communication between project participants and the Executive Board 
are indicated at the time of registration by submitting a statement signed by all project 
participants. All official communication from and to project participants, after a request 
for registration is submitted by a DOE, shall be handled in accordance with these 
modalities of communication. If these modalities have to be modified, the new 
statement shall be signed by all project participants and submitted in accordance with 
the modalities that are to be replaced. 
プロジェクト参加者と理事会の間の対話の方法は，すべてのプロジェクト参加者が署名し

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

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

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

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



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

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

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

はホスト国が決めた低所得者集団又は個人によって開発あるいは実施されるものである。  
 
Stakeholders: （省略） 
Starting date of an SSC A/R CDM project activity: （省略）  
Temporary certified emission reductions (tCERs): （省略） 
Transparent and conservative: （省略） 
Permanence:  
Validation: （省略） 
Verification: （省略） 
 
（省略）の用語については、本報告書７－２１頁を参照のこと。 
 
 
 
  



PART II 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

に入れて、プロジェクト参加者は、次の２通りのバージョンで提出する。 



 
  a) One marked up version where all confidential/proprietary parts shall be made 
illegible by the project participants (e.g. by covering those parts with black ink) so that 
this can be made publicly available. 
一つは、公開に備えて、機密／特許部分はプロジェクト参加者によって（例えばその部分

は黒インクで塗りつぶして）読めないようにしたマーク付きバージョンである。 
 
  b) a second version containing all information which shall be treated as strictly 
confidential by all handling this documentation (DOEs/AEs, Board members and 
alternates, panel/committee and working group members, external experts requested to 
consider such documents in support of work for the Board, and the secretariat). 
もう一つは、この文書を取り扱う全て（DOE／AE、理事会メンバーと代理人、パネル／委

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

全ての情報を含んだバージョンである。 
 

 
 



 
 
 
 
                                   

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

 B. 小規模 A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクト設計書

（CDM-SSC-AR-PDD）を完成させるための具体的な手引き書 

CONTENTS 目次 
 

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

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

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

Annexes 添付書類 
 

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

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

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

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

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

いるベースライン情報（添付３）及びモニタリング計画（添付４）がない。] 



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

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

プロジェクト等と略記する］の名称 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

習って、新しいキーワードを提案ください。   

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

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

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

加国の承認は必要である。 

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

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



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

クト境界など。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The “Project boundary” geographically delineates the small-scale A/R CDM project 
activity under the control of the project participants.  
The small-scale A/R CDM project activity may contain more than one discrete area of 
land. If a small-scale A/R CDM project activity contains more than one discrete area 
of land:  
- Each discrete area of land should have a unique geographical identification; 
- The boundary should be defined for each discrete area and should not include the 
areas in between these discrete areas of land. 
“プロジェクト境界”とはプロジェクト参加者が本プロジェクト活動を管理可能な地理

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

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

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

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

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

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



 

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

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

どうかの記述; 
- 地域の主要流域の名前; 
- 生態系のタイプ（草地、農地、湿地、その他）; 
- 希少種または絶滅危惧種が存在するかどうか、もし存在すれば、その種の名前を施術す

る. 

A.4.2. Species and varieties selected:  選択した植林樹種： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Include the following information: 以下の情報を含める： 
・Forest type; 森林型； 
・Name of exotic species; 外国樹種名； 
・Type of mixed hardwood species; 混交する広葉樹のタイプ 
・Names of the native species; 郷土樹種の名前 
・Names of clonal offsprings;  クローン増殖苗の名前 
・Names of any other species; その他の樹種名 

 
A.4.3. Specification of the greenhouse gases (GHG) whose emission will be part of the 
proposed A/R CDM project activity: 

提案プロジェクト活動から排出される温室効果ガス（GHG）の明細 
 
 
 
 
 
 
 

Please specify the GHGs that are expected to be emitted as a result of the 
implementation of the proposed small-scale A/R CDM project activity, for example, 
inter alia, emissions from the use of fertilizers and shifting of pre-project activities, 
as applicable for CDM-SSC-A/R project activities. 
本プロジェクト活動の結果生じると予想される GHG ガス、例えば、特に施用肥料及び

プロジェクト前の焼き畑からの排出などを特定する。 

 



A.4.4. Carbon pools selected:  選んだ炭素プール： 
 
 
 
 
 
 
 
 

In calculation the baseline net GHG removals by sinks and/or actual net GHG 
removals by sinks, project participants may choose not to account for one or more 
carbon pools, and/or emissions of GHGs measured in units of CO2 equivalents, while 
avoiding double counting. 
ベースライン純 GHG 吸収量 and/or 現実純 GHG 吸収量の計算において、and/orCO2
相当の単位で測定される GHG の排出において、プロジェクト参加者は一つあるいはそ

れ以上の炭素プールを、同時に２重計測を避けて、カウントしないことができる。  

 
 
 
 
 
 
 
A.4.5. Assessment of the eligibility of land 
Please use the “Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and 
reforestation project activities”, as contained in Annex 16 of the EB22 report. 
(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/022/eb22_repan16.pdf) 
 
A.4.6. a description of the legal title to the land, current land tenure and land use and 
right of access to the sequestered carbon: 
 
 

Select the carbon pools that are considered in determining actual net GHG removals 
by sinks and baseline net GHG removals by sinks in the table below in accordance 
with the proposed new/approved methodology used. Note that the same carbon pools 
should be considered in the actual net GHG removals by sinks and the baseline net 
GHG removals by sinks. Provide short explanations and justifications for the choice 
in the table. 
現実純 GHG 吸収量及びベースライン純 GHG 吸収量を決定する炭素プールを提案した

新／承認方法論にもとづいて下の表で選ぶ。現実純吸収量とベースライン純吸収量は同

じ炭素プールであること。選択した短い説明と理由を表に記入する。 
Carbon pools                          Selected (answer with yes or no) 
Above ground 
Below ground 
Dead wood 
Litter 
Soil organic carbon 

A.4.5. Assessment of the eligibility of land: 土地の適格性の評価 
 
 
 
 
 
 
 

Please use the “Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and 
reforestation project activities”, as contained in Annex 16 of the EB22 report. 
(http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf) 
理事会 22 報告書のAnnex16 にある“新規及び再植林活動の土地の適格性についての手

続”（http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf）を用いる。 

A.4.6. A description of the legal title to the land, current land tenure and land use and 
rights of access to the sequestered carbon: 

土地の法的権利、現在の土地保有権及び使用権、及び吸収炭素に対する権利の記述： 

http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/022/eb22_repan16.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf
http://cdm.unfccc.int/EB/Meeting/022/eb22_repan16.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This description should include the following information: 
ここには以下の情報を記述する。 
・ The name of the property 
・ Information how long is the land in the hands of the current owner 
・ How many people live within the boundary of the project activity 
・ Whether the project includes a cooperative of small landowners 
・ Whether the legal title to the land is in the name of the project participant 
・ Whether all carbon pools in a given piece of land are owned by the same 
person/institution 
・ Whether carbon pools are included in the legal title or not 
For the last two elements please provide clarification according to the legislation and 
on land tenure and land use right applicable in the host country 
・ a description of the current land use (species of crops or tree plants, pasture, etc) 
・所有権者の名前 
・現在の所有者の所有期間についての情報 
・どのくらいの人がプロジェクト活動境界内に住んでいるか 
・プロジェクトは小規模な土地所有者の協力があるかどうか 
・土地の法的権者はプロジェクト参加者に含まれるか 
・その土地の全ての炭素プールは土地権者と同じ人／組織の所有かどうか 
・炭素プールは法的権利に含まれるか否か 
最後の２項目について、法律的な説明及びホスト国で適用されている土地所有権及び

利用権についての説明をする。 
・現在の土地利用状態（作物、樹木、牧草などの種類） 

A.4.7. Type(s) of small-scale A/R CDM project activity: 
    小規模プロジェクト活動のタイプ： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please use the list of types of small-scale-A/R CDM project activities and of 
registered small-scale A/R CDM project activities by type available on the UNFCCC 
CDM web site (decision 14CP.10),・please specify the type(s) of small-scale A/R CDM 
project activities into which the proposed small-scale A/R CDM project activity falls. 
If no suitable type(s) of small-scale A/R CDM project activities can be identified, 
please suggest a new type(s) descriptor and its definition, being guided by relevant 
information on the UNFCCC CDM web site. 



 
 
 
 
 
 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動のタイプのリストを用いる。それは UNFCCC CDM 
web site（decision 14/CP.10）にある登録されている小規模 A/R CDM プロジェクト活

動のタイプで、提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動に適用できる同タイプを明示す

る。同タイプに本プロジェクトが適用できない時は、UNFCCC CDM web site 上の関連

情報のガイドに従って新しいタイプを提案、定義する。 

 
A.4.8. Technology to be employed by the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動で用いられる技術： 
 
 
 
 
 
 

This section should include a description of the environmentally safe and sound 
technologies and know-how which will be employed by the project, specifying, if any, 
those to be transferred to the host Party(ies). 
ここでは，自然環境的に安全で確実な技術の記述，及びプロジェクトで採用されるノウ

ハウの説明とそれらがホスト国に移転されるかを含める。 

A.4.9. Approach for addressing non-permanence: 
   非永続性についてのアプローチ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In accordance with paragraph 21 and section C of the small-scale CDM A/R 
modalities and procedures, please specify which of the following approaches to 
address non-permanence has been selected: 
- Issuance of tCERs 
- Issuance of lCERs  
小規模 CDM A/R の方法と手続きのパラグラフ 21 とセクション C にもとづいて，次の

日永続性についてのアプローチを以下から選ぶ。 
- tCER の発行 
- lCER の発行 

 
A.4.10. Duration of the proposed small-scale A/R CDM project activity / Crediting 
period: 

提案小規模プロジェクト活動のプロジェクト期間とクレジット発生期間 
 
A.4.10.1. Starting date of the proposed small-scale A/R CDM project activity and of the 
(first) crediting period, including a justification: 

提案プロジェクト活動の開始日と（最初の）クレジット発生期間の開始日 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

The crediting period shall begin at the start of the small-scale A/R CDM project 
activity under the CDM. The starting date of a small-scale A/R CDM project activity 
is the date on which the implementation or real action of a small-scale A/R CDM 
project activity begins, resulting in actual net GHG removals by sinks. 
クレジット発生期間は CDM の下での小規模 A/R プロジェクトの開始で始まる。小規模

A/R CDM プロジェクト活動の開始日は本小規模プロジェクト活動の実施または実際の

活動の開始日付で，その結果として現実純 GHG の吸収が始まる日である。 

A.4.10.2.  Expected operational lifetime of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity:  

提案小規模プロジェクトの予定事業期間： 
 
 
 
 
 

Please state the expected operational lifetime of the proposed small-scale A/R CDM 
project activity in years and months as appropriate 
提案小規模プロジェクトの予定活動期間を年月で記述する。 

A.4.3.  Choice of crediting period and related information: 
    クレジット発生期間と関連情報： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please state whether the proposed small-scale A/R CDM project activity will use a 
renewable or a fixed crediting period and complete A.4.10.3.1 or A.4.10.3.2 
accordingly. A.4.10.3.1 and A.4.10.3.2 are mutually exclusive – please select only one 
of them. 
Note that the crediting period may only start after the date of registration of the 
proposed small-scale A/R CDM project activity. 
提案小規模プロジェクト活動に更新可能クレジット期間かあるいは固定クレジット期間

かどちらかを記述し，A.4.3.1.または A.4.10.3.2 を完成する。A.4.10.3.1 と A.4.10.3.2
は排他的である －それらのうちの一つを選ぶ。 
クレジット発生期間は，提案小規模プロジェクトの登録日後にのみ始まる。 

A.4.10.3.1.  Renewable crediting period, if selected: 
    更新可能なクレジット期間，もし選択したとき： 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Each crediting period shall be a maximum of twenty (20) years and may be renewed 
at most two times, provided that, for each renewal, a designated operational entity 
determines and informs the executive board that the original project baseline is still 
valid or has been updated taking account of new data where applicable. 
Please state the length of the crediting period in years and months as appropriate. 
各クレジット発生期間は最大 20 年間であり，最高 2 回の更新が可能である。ただし，

各更新時において，DOE は最初のプロジェクトベースラインが有効かどうか，新しいデ

ータを考慮して見直しを行ったかどうかを決め，理事会に報告する。 
クレジット発生期間の長さについて，適切な年月を記述する。 

A.4.10.3.1.1.  Starting date of the first crediting period: 
    最初のクレジット期間の開始日： 
 
 
 

Please state the date in the following format: (DD/MM/YYYY) 
次の様式で日付を記述。（00 日／00 月／0000 年） 

A.4.10.3.1.2.  Length of the first crediting period: 
     最初のクレジット期間の長さ： 
 
 
 

Please state the length of the first crediting period I years and months 
最初のクレジット期間 I を年月で記述 

A.4.10.3.2.   Fix crediting period, if selected: 
    固定クレジット期間，もし選択したら： 
 
 
 
 

Fixed crediting period shall be at most thirty (30) years. Please state the length of 
the crediting period in years and months. 
固定クレジット期間は最長 30 年である。その期間の長さを年月で記述する。 

A.4.10.3.2.1.  Starting date:  開始日付： 
 
 
 

Please state the date in the following format: (DD/MM/YYYY) 
次の様式で日付を記述。（00 日／00 月／0000 年） 

 
A.4.10.3.2.2.  Length: 期間長：  
 
 
 
 

Please state the length of the first crediting period I years and months 
最初のクレジット期間 I を年月で記述 



A.4.11.  Brief explanation of how the net anthropogenic GHG removals by sinks are 
achieved by the proposed small-scale A/R CDM project activity, including why these 
would not occur in the absence of the proposed small-scale A/R CDM project activity, 
taking into account national and/or sectoral policies and circumstances: 

提案小規模プロジェクト活動の実施によって、どのように純人為的 GHG 吸収量を達

成しようとするのかの概要説明。これには国 and/or 業界及び背景状況を考慮して、な

ぜ本提案プロジェクトがないときに、その吸収量が起こらないか含める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please briefly explain how net anthropogenic GHG removals by sinks are to be 
achieved (detail to be provided in section B) and provide the estimate of the 
anticipated total net anthropogenic GHG removals by sinks in tones of CO2 
equivalent as determined in section C. 
This section should provide a summary of section B.3 and have a max length of one 
page.  
（詳細はセクション B にゆずり）どのように純人為的 GHG 吸収量が達成されるか、ま

た、セクション C で決められる CO2 相当量（トン）で予想される総純人為的 GHG 吸

収量の推定の概要を述べる。ここではセクション B の要点を、最大１頁以内で記述する。

A.4.11.1. Estimate amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen 
crediting period: 

選択したクレジット発生期間を通じた純人為的 GHG 吸収量の予想量：  
 
 
 
 
 
 
 
 

Please provide the total estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks as 
well as annual estimate for the chosen crediting period. Information on the net 
anthropogenic GHG removals by sinks shall be indicated using the following tabular 
format. 
純人為的 GHG 吸収量の選択クレジット期間中の年間予想量と総予想量を記述。純人為

的 GHG 吸収量についての情報は次の表様式を用いて示す。 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
［訳注：CO2e=CO2 equivalent；CH4 や N2O を温暖化係数から CO2 に換算した相当量］ 
 
A.4.12.  Public funding of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動に対する公的資金： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Years                              Annual estimation of net anthropogenic 
                                        GHG removals by sinks in tones of CO2e
Year A 
Year B 
Year C 
Year … 
Total estimated net anthropogenic  
Removals by sinks (tones of CO2e) 
Total number of crediting years 
Annual average over the crediting  
period of estimated net anthropogenic  
GHG removals by sinks (tones of CO2e) 

In case public funding from Parties including in Annex I is involved, please provide 
in Annex 2 information on sources of public funding for the project activity from 
Parties included in Annex I which shall provide an affirmation that such funding 
does not result in a diversion of official development assistance and is separate from 
and is not counted towards the financial obligations of those Parties. 
Annex I の締約国からの公的資金がある場合、プロジェクト活動に対する公的資金源に

ついての情報、その資金が ODA の流用でなく、別物であり、なおかつ、出資国の出資

義務でないという情報を Annex 2 に記述する。 

 
A.4.12.1.  Confirmation that the small-scale A/R CDM project activity is not a 
debundled component of a large project activity: 
本小規模プロジェクト活動が大規模プロジェクト活動の分割した部分でないことの確認： 
 
 
 
 
 
 

The project activity shall not be a debundled component of a large project activity, as 
determined through Appendix C of simplified modalities and procedures for 
small-scale A/R project activity under CDM. 
このプロジェクト活動は、小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの

Appendix C によって、大規模プロジェクト活動の分割部分でない。 



 
SECTION B.  Application of baseline and monitoring methodology: 
        ベースライン及びモニタリング方法論の適用：     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A “simplified baseline and monitoring methodologies for selected afforestation and 
reforestation CDM project activities categories” in the Appendix B of simplified 
modalities and procedures for small-scale A/R project activity under CDM. Project 
participants may use the methodology for project categories, which fall under the 
applicability conditions of the methodology. 
小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B にある選択さ

れた A/R1 CDM プロジェクト活動タイプの簡素化ベースライン及びモニタリング方法

論。プロジェクト参加者は方法論の適用条件に合ったプロジェクトタイプに対する方法

論を用いる。 

B.1. Title and reference of the approved baseline and monitoring methodology applied to 
the proposed small-scale A/R CDM project activity: 

提案小規模プロジェクト活動に適用されるベースライン及びモニタリング方法論の名

称と参照： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please refer to the UNFCCC CDM web site (Appendix B of simplified modalities and 
procedures for small-scale A/R project activities under CDM) for the title and 
reference list as well as the details of approved baseline and monitoring 
methodologies. 
名称と参照リストについての UNFCCC CDM web site（小規模 A/R CDM プロジェクト

活動の方法と手続きの Appendix B）及び承認済みベースライン及びモニタリング方法

論を参照してください。 

B.2. Justification of the applicability of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity to the baseline and monitoring methodology: 

提案小規模プロジェクト活動に対する本ベースライン及びモニタリング方法論の適用

の根拠： 
 
 
 
 
 
 

Please justify the choice of methodology by showing that the proposed small-scale 
A/R CDM project activity meets the applicability conditions under which the 
methodology is applicable. 
この方法論が提案小規模プロジェクト活動に対して適用性があることを示して、この方

法論の選択の正当性を述べる。 

 



B.3.  Application of baseline methodology to the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 

提案小規模プロジェクト活動に対するベースライン方法論の適用： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apply the methodology in the context of the project activity: Please explain the basic 
assumptions of the baseline methodology in the context of the project activity. 
Provide the key information and data used to determine the baseline scenario 
(variable, parameters, data source etc.) in tab form. 
本プロジェクト活動に関する方法論の適用：本プロジェクト活動に関するベースライン

方法論基本的仮説を説明する：ベースラインシナリオを決定するに用いた基本情報と

data（変数、係数、data 源など）を表形式で示す。 

B.3.1. Description of how the actual net GHG removals by sinks are increased above 
those that would have occurred in the absence of the registered small-scale A/R CDM 
project activity: 

現実純 GHG 吸収量が、どのようにして登録された小規模プロジェクト活動の不在下

で起こるであろう吸収量以上になるかを記述する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Explanation of how and why this project is additional and therefore not the baseline 
scenario in accordance with the selected baseline methodology. Include 1) a 
description of the baseline scenario determined by applying the methodology, 2) a 
description of the project scenario, and 3) an analysis showing why the baseline net 
GHG removals by sinks scenario would likely lie below actual net GHG removals by 
sinks in the project scenario. Removals in the actual net have to be human induced, 
thus anthropogenic. 
このプロジェクトがどのように、そしてなぜ追加性があり、選択したベースライン方法

論にもとづいて、ベースラインシナリオでないかを説明する。１）方法論の適用によっ

て決定されたベースラインシナリオの記述、２）プロジェクトシナリオの記述、３）な

ぜベースライン純 GHG 吸収量シナリオがプロジェクトシナリオの現実純 GHG 吸収量

を下回るかの解析を含める。現実純吸収量は人為でもたらされたものある、だから人為

的である。 

B.3.2. Detailed baseline information, including the date of completion of the baseline 
study and the name of person(s)/entity(ies) determining the baseline.   

ベースラインの検討を完了した日付、ベースラインを決定した人／組織を含んだ、ベ

ースライン情報の詳細： 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe how the methodology is applied in the context of the project activity: Please 
explain the basic assumptions of the baseline methodology in the context of the 
project activity. Provide the key information and data used to determine the baseline 
scenario (variables, parameters, data sources etc.) in table form. 
Please provide date of completion in DD/MM/YYYY 
Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project 
participant listed in Annex 1. 
この方法論がどのように本プロジェクト活動に適用されるかの記述：本プロジェクト活

動に関したベースライン方法論の基本仮説を説明する。ベースラインシナリオを決定す

るに用いた基本情報と data（変数、係数、data 源など）を表形式で示す。 
完成した日付を００日／００月／００００年で記す。 
連絡先情報ともしその人／組織がAnnex 1のプロジェクト参加者のリストにある時はそ

れを記す。 

 
B.4. Application of monitoring methodology and plan to the small-scale A/R CDM 
project activity: 

小規模プロジェクト活動へのモニタリング方法論と計画の適用： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This section shall provide a detailed description of the monitoring plan, including an 
identification of the data and its quality with regard to accuracy, comparability, 
completeness and validity, taking into consideration any guidance contained in the 
methodology. 
このセクションは，モニタリング方法論のいくつかの手引きを考慮して，関連データの

同定と正確性，比較性，完全性及び検証性に関したデータの品質を含めたモニタリング

計画を詳細に記述する。 
The monitoring plan needs to provide detailed information related to the collection 
and archiving of all relevant data needed to  
  - estimate of measure verifiable changes in carbon stocks in the carbon pools and 
the emission of GHG occurring within the project boundary. 
  -identify increased emissions outside the project boundary. 
モニタリング計画は，以下の事柄に必要なデータの収集と記録に関連した詳細な情報を

提供する必要がある。 
－炭素プールの炭素蓄積量の検証可能な変化とプロジェクト境界内に生じる GHG 排出

量の推定， 
－プロジェクト境界外の排出量の増加の確認。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The monitoring plan should reflect good monitoring practice appropriate to the type 
of small-scale A/R CDM project activity. The plan should follow the instructions and 
step defined in the approved monitoring methodology. Project participants shall 
implement the registered monitoring plan and provide data, in accordance with the 
plan, through their monitoring report. 
モニタリング計画は小規模プロジェクト活動のタイプに適した適切なモニタリング方法

を反映していること。その計画は承認されたモニタリング方法論の指示とステップに従

う。プロジェクト参加者は，そのモニタリング期間を通して，登録されたモニタリング

計画を実施し，データを提供する。 
Please note that data monitored and required for verification and issuance are to be 
kept for two years after the end of the (last) crediting period. 
Please fill the section below in accordance with the approved monitoring 
methodology selected. 
検証と発行のためにモニターされ,提出されたデータは最後のクレジット期間が終了後

２年間は保存する。承認されたモニタリング方法論（選択プロジェクトタイプに対して）

に基づいて以下のセクションを記述する。 

Ｂ.4.1. Data to be monitored: Monitoring of the actual net GHG removals by sinks and 
leakage: 

モニターするデータ：現実純 GHG 吸収量とリーケージ： 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The table in the CDM-SSC-AR-PDD form specifies the minimum information to be 
provided for monitored data. Please complete the table for the monitoring 
methodology chosen for the proposed project activity from the simplified monitoring 
methodologies for the applicable small-scale A/R CDM project activity category 
contained in Appendix B of the simplified modalities and procedures for small-scale 
A/R CDM project activities. 
CDM-SSC-AR-PDD 様式の表は，モニターしたデータの最少限の情報に限っている。[訳
注：この表はｘｘページに掲載した] 小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法

と手続きの Appendix B の小規模プロジェクト活動タイプに適用できる簡素化モニタリ

ング方法論から提案プロジェクト活動に対して選んだモニタリング方法論について表を

完成させる。 

B.4.1.1.  Actual net GHG removals by sinks data: 
   現実純 GHG 吸収量データ： 
 



B.4.1.1.1.  Data to be collected or used in order to monitoring the verifiable changes in 
carbon stock in the carbon pools within the project boundary resulting from the 
proposed small-scale A/R/ CDM project activity, and how this data will be archived: 
  提案小規模プロジェクト活動の結果生じるプロジェクト境界内の炭素プールの炭素蓄

積量の検証可能な変化をモニターするために，集めそして利用するデータ，及びこの

データの記録保存： 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitored data shall be archive for 2 years following the end of the (last) crediting 
period.  
Header of tables and titles of columns shall not be modified and columns shall not be 
deleted. Please add rows to the table below, as needed. 
モニターしたデータは最後のクレジット期間が終了後２年間保存する。表の表題及び欄

の題名は修正せず，また欄は削除しない。必要であれば表の行は追加する。 

B.4.1.2.  Data for treatment of leakage (if applicable): 
  （もしあれば，）リーケージの処理データ： 
 
 
 
 
 
 
 

Please indicate if leakage will be directly or indirectly monitored. If leakage is not 
monitored during the implementation of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity, please explain rationale behind it. Please state if not applicable. 
もし，リーケージが直接，間接にモニターされていれば示す。もし，提案プロジェクト

の実施中にリーケージがモニターされていないときは，その合理的理由を説明する。 
リーケージがない場合にも理由を述べる。 

B.4.1.2.1. If applicable, please describes the data and information that will be collected 
in order to monitor leakage of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  もしあれば，提案小規模プロジェクト活動のリーケージをモニターするために集める

データ及び情報について記述する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitored data shall be archive for 2 years following the end of the (last) crediting 
period.  
Header of tables and titles of columns shall not be modified and columns shall not be 
deleted. Please add rows to the table below, as needed. 
モニターしたデータは最後のクレジット期間が終了後２年間保存する。表の表題及び欄

の題名は修正せず，また欄は削除しない。必要であれば表の行は追加する。[訳注：表は

xx ページに掲載] 



B.4.2.  Qualitative explanation of how quality control (QC) and quality assurance (QA) 
procedures and undertaken: 
  品質管理と品質保証をどのようにおこなうかの手順と実施の質的な説明： 
 
 
 
 
 

Please refer to the monitoring methodology and refer to data items in table contained 
in sections B.4.1.1.1. and B.4.1.2.1.of CDM-SSC-AR-PDD, as applicable. 
適用できるならば，モニタリング方法論と CDM-SSC-AR-PDDの B.4.1.1.1及び B.4.1.2.1.
のセクションの表にあるデータ項目を参照する。 

B.4.3.  Please describe briefly the operational and management structure(s) that the 
project operator will implement in order to monitor actual GHG removals by sinks and 
any leakage generated by the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
提案小規模プロジェクト活動によって引き起こされる現実純 GHG 吸収とリーケージを

モニターするために，プロジェクト実施者が行う実行及び管理組織を簡潔に記述する： 
 
B.4.4. Name of person/entity determining the monitoring methodology: 
  モニタリング法王論を決定した人/組織の名前 
 
 
 
 
 

Please provide contact information and indicate if the person/entity is also a project 
participant listed in Annex 1 of this document. 
人/組織の連絡先ともしそれがこの文書の Annex１のプロジェクト参加者リストにあれ

ば，そのことを示す。 

SECTION C. Estimation of net anthropogenic GHG removals by sinks: 
      純人為的 GHG 吸収量の推定： 
 
 
 

Please fill section C following the selected baseline and monitoring methodologies. 
選択したベースライン及びモニタリング方法論にしたがってこのセクションを書く。 

C.1. Formula used:  用いた公式： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please provide the formula used to calculate the GHG removals by sinks in 
accordance with the applicable project category of small-scale A/R CDM project 
activities contained in Appendix B of the simplified modalities and procedures for 
small-scale A/R CDM project activities. Describe the calculation of GHG removal by 
sinks in accordance with the formula specified for the applicable project category of 
small-scale A/R CDM project activities contained in Appendix B of the simplified 
modalities and procedures for small-scale CDM project activities. 



 
 
 
 
 

小規模 A/R CDM プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B の小規模プロ

ジェクト活動に適用可能なタイプにもとづいた GHG 吸収量を計算するために用いた公

式を提示する。そのプロジェクト活動タイプに特定された公式に基づいて GHG 吸収量

の計算を記述する。 

C.1.1. Description of formulae used for estimation of the actual net GHG removals by 
sinks due to the project activity within the project boundary. 
  プロジェクト境界内のプロジェクト活動による現実純 GHG 吸収量の推定に用いた公

式の記述： 
 
 
 
 
C.1.2.  Description of formulae used to estimate leakage due to the project activity, 
where required, for the applicable project category in appendix B of the simplified 
modalities and procedures for small-scale A/R CDM project activities under CDM: 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン方法論で概説した公式 and/or モデルと同じである。

小規模プロジェクト活動の簡素化方法と手続きの Appendix B にある適用可能なプロ

ジェクトタイプに対して,要求される場所では，プロジェクト活動によるリーケージを

推定するために用いる公式の記述： 
 
 
 
 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン方法論で概説した公式 and/or モデルと同じである。

 
C.1.3.  Description of formulae used to estimate net anthropogenic GHG removals by 
sinks, for the applicable project category in appendix B of the simplified modalities and 
procedures for small-scale A/R CDM project activities under CDM. 

小規模A/R CDMプロジェクト活動の簡素化方法と手続きのAppendix Bにある適用可

能なプロジェクトタイプに対して，純人為的 GHG 吸収量の推定に用いた公式の記述： 
 
 
 
 
 

Formulae and/or models should be consistent with the formulae and/or models 
outlined in the description of the baseline and monitoring methodology. 
公式 and/or モデルはベースライン及びモニタリング方法論で概説した公式 and/or モデ

ルと同じである。 

C.2. Estimate of the actual net GHG removals by sinks: 
    現実純 GHG 吸収量の推定 



 
 
 
 
 
 

Please provide estimated sum of verifiable changes in carbon stocks attributable to 
the implementation of the proposed small-scale A/R CDM project activity within the 
project boundary. 
プロジェクト境界内の提案小規模プロジェクト活動の実施に帰せられる炭素蓄積量の検

証可能な変化の推定合計を提示する 

C.3. Estimated baseline net GHG removals by sinks: 
  推定したベースライン純 GHG 吸収量： 
 
 
 

Estimates should give for each carbon pool, source, in units of CO2 equivalent. 
各炭素プール及び排出源について，CO2 相当量で推定する。 

 
C.4. Estimated leakage:  推定したリーケージ： 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

If applicable, please provide estimate of any leakage, defined as: the increase of 
anthropogenic emissions by sources of GHG which occurs outside the project 
boundary and that is measurable and attributable to the proposed small-scale A/R 
CDM project activity. Estimates should be given for each gas, source, in units of CO2 
equivalent. Please state if not applicable as per the modalities and procedures for 
small-scale A/R project activities under CDM. 
もし当てはまるなら，提案小規模プロジェクト活動に帰せられ，測定可能な排出で，プ

ロジェクト境界外で起こる GHG の排出源からの人為的な排出量の増加で定義されるリ

ーケージの推定を提示する。推定は CO2 相当量で，ガスの源と種類ごとに示す。もしリ

ーケージがなければ，小規模 A/R CDM プロジェクト活動の方法と手続きによって述べ

る。 

 
C.5. The sum of C.2. minus C.3. minus C.4. representing the net anthropogenic GHG 
removals by sinks of the proposed small-scale A/R CDM project activity: 
  セクション C.２の合計マイナス C.3 マイナス C.4 は提案小規模プロジェクト活動の純

人為的 GHG 吸収量を表す： 
 
C.6. Table providing values obtained when applying formulae above: 
  上記公式を適用した時に得られた値の表： 
  
 
 

The result of the application of the formulae above shall be indicated using the 
following tabular format.  
上記公式によって得られた結果を下表に記載する。 



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Year      Estimation of     Estimation of     Estimation       Estimation of net 
          Baseline net     actual net         leakage          anthropogenic 
          GHG removals   GHG removals                     GHG removals 
          by sinks         by sinks           (tones of CO2e)  by sinks 
          (tones of CO2e)   (tones of CO2e)                     (tones of CO2e) 
Year A 
Year B 
Year C 
Year … 
Total 
(tonnes 
of CO2e 

 
SECTION D. Environmental impacts of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 
    提案小規模プロジェクト活動の環境影響： 
 
D.1. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 
host Parties, a statement that project participants have undertaken an environmental 
impact assessment, in accordance with the procedures required by the host Party, 
including conclusions and all references to support documentation: 
  もしプロジェクト参加者又はホスト国によって負の環境影響が顕著であると考えられ

たら、プロジェクト参加者は環境影響調査を、ホスト国の基準に従って行い、その結

論とそれを裏付ける全参照文書をつける： 
If applicable, please provide a short summary and attached documentation to the 
CDM-SSC-AR-PDD. 
もし適用できるなら、短い要旨を付け、そして付属文書を CDM-SSC-AR-PDD に添付

する。 
 
SECTION E. Socio-economic impacts of the proposed small-scale A/R CDM project 
activity: 
  提案プロジェクト活動の社会経済影響： 
 
 



E.1. If any negative impact is considered significant by the project participants or the 
host Parties, a statement that project participants have undertaken a socioeconomic 
impact assessment, in accordance with the procedures required by the host Party, 
including conclusions and all references to support documentation: 
 もしプロジェクト参加者又はホスト国によって負の社会経済影響が顕著であると考え

られたら、プロジェクト参加者は社会経済調査を、ホスト国の基準に従って行い、そ

の結論とそれを裏付ける全参照文書をつける： 

If applicable, please provide a short summary and attached documentation to the 
CDM-SSC-AR-PDD. 
もし適用できるなら、短い要旨を付け、そして付属文書を CDM-SSC-AR-PDD に添付す

る。 
 
SECTION F. Stakeholders’ comments:  利害関係者のコメント： 
 
F.1. Brief description of how comments by local stakeholders have been invited and 
compiled: 

どのように地域の利害関係者のコメントを収集し、編集したかの概要を記述する： 
Please describe the process by which comments by local stakeholders have been 
invited and compiled. An invitation for comments by local stakeholders shall made in 
an open and transparent manner, in a way that facilities comments to be received 
from local stakeholders and allows for a reasonable time for comments to be 
submitted. In this regard, project participants shall describe a small-scale A/R CDM 
project activity in a manner which allows the local stakeholders to understand the 
proposed small-scale A/R CDM project activity, taking into account confidentiality 
provisions of the CDM modalities and procedures. 
地域の利害関係者からコメントを集め、編集した過程を記述する。地域利害関係者のコ

メントの収集は公開で、透明な方法、さらに利害関係者がコメントを出しやすい方法で、

コメント提出に十分な時間をあたえるようにする。この点に関して、プロジェクト参加

者は、CDM 方法と手続きの機密性の規定を考慮しつつ、提案小規模プロジェクト活動を

利害関係者に理解して貰える方法でそのプロジェクト活動を記述する。 
 
F.2. Summary of the comments received: 受けたコメントの要旨： 
Please identify stakeholders that made comments and provide a summary of these 
comments. 
コメント提出者の身元とそれらコメントの要旨を提示する。 



F.3. Report on how due account was taken of any comments received: 
受けたコメントに対してどのように対処したかの報告： 
Please explain how due account have been taken of comments received from 
stakeholders. 
利害関係者から受けたコメントにどのように対処したかを説明する。 

 
Annex 1 
CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS THE PROPOSED SMALL-SCALE A 
CDM PROJECT ACTIVITY 
添付資料１ 提案小規模 A/R CDM プロジェクト活動の参加者の連絡先情報 
Please copy and paste table as needed. Please fill for each organization listed in 
section A.3 the following mandatory fields: Organization, Name of contract person, 
Street, City, Postfix/ZIP, Country, Telephone and Fax or e-mail. 
様式は必要に応じてコピーする。以下の事項について A.3.のセクションのリストの各組

織について記入する。組織名、連絡者氏名、通り、市、郵便番号、国、電話及び Fax 番

号あるいは e-mail。 

[訳注：表は次ページにあり] 
 
Annex 2 
INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 
添付資料 2 公的資金の情報 
Please provide information from Parties included in Annex I on sources of public 
funding for the proposed small-scale A/R CDM project activity which shall provide an 
affirmation the such funding does not result in a diversion of official development 
assistance and is separate from and is not counted towards the financial obligations 
of those Parties. 
Annex I の締約国からの公的資金が関係する場合、提案小規模プロジェクト活動に対す

る公的資金の資金源について、その資金が ODA の流用でなく、また、それら出資国の 
出資義務によるものでないことを確認する情報を記述する。 

 
［訳注：通常規模のプロジェクト活動では、この外に、ベースライン情報（Annex 3）とモ

ニタリング計画（Annex 4）の添付が必要であるが、小規模 A/R CDM プロジェクト活動で

は不要である。］ 
 
 
 



Annex 1 表 （SSC-AR-CDM-PDD 用） 
Organization:  
Street/P.O.Box:  
Building:  
City:  
State/Region:  
Postfix/ZIP:  
Country:  
Telephone:  
FAX:  
E-Mail:  
URL:  

Represented by:  

Title:  

Salutation:  

Last Name:  

Middle Name:  

First Name:  

Department:  

Mobile:  

Direct Fax:  

Direct Tel:  

Personal E-Mail:  

 



PART III 
 

A. General Information on the form to submit proposals of changes to the simplified 
baseline and monitoring methodologies specified in Appendix B or proposed additional 

project categories for consideration by the Executive Board 
Appendix B の簡素化ベースライン及びモニタリング方法論の変更又はプロジェクトタイ

プの追加の申請を理事会に行うための様式についての一般的情報 
 
In accordance with paragraph 8 of the simplified modalities and procedures project 
participants involved in small-scale CDM project activities may propose changes to the 
simplified baseline and monitoring methodology specified in Appendix B to the 
simplified modalities and procedures or propose additional small-scale project 
categories for consideration by the Executive Board. 
簡素化方法と手続きのパラグラフ８に従って、CDM プロジェクト活動のプロジェクト参加

者は、Appendix B に定めた簡素化方法と手続きの変更または小規模プロジェクト活動タイ

プの追加を理事会の検討のために提案できる。 
 
A downloadable form (F-CDM-SSC-AR-Subm) shall used for submitting queries or 
proposals to be considered by the Executive Board through the working group to assist 
the Executive Board in reviewing proposed methodologies and project categories for 
small-scale A/R CDM project activities (SSC WG). The followings apply: 
ダウンロード可能な様式（F-CDM-SSC-AR-Subm）は、小規模 A/R CDM プロジェクト活

動のための提案された方法論及びプロジェクトタイプについて、理事会による検討を受け

るための質問又は申請の提出のために用いる。これら申請書類のレビューは理事会を支援

するワーキンググループを通しておこなわれる。このとき以下を適用する： 
 
1) Use one form for each submission; 提出書類ごとに一通の様式を用いる。 
2) If a new Project Category is proposed, it shall be presented using the same format as 

the approved ones; もし新しいプロジェクトタイプを提案する時は、以前に承認され

ているものと同じ様式を用いて提出する。 
3) The submissions will be considered by the SSC-WG in its next meeting, if presented 

at least four weeks in advance. もし提案が少なくとも４週間前に行われていれば、小

規模 A/R CDM ワーキンググループの直近の会合で取り上げられる。 
 
Given that the four types of eligible small-scale A/R project activities are mutually 
exclusive, project participants submitting a new category of projects shall first consider 



whether it belongs to type I (grassland to forestland) or type II (Cropland to forestland) 
and if not eligible under the two previous types, type III (Wetland to forestland) and 
type IV (Settlement to forestland). For information regarding deliberations of the SSC 
WG please refer to the section on panels/working groups of the UNFCCC CDM web site 
(http://unfccc.int/cdm).  
適格小規模A/Rプロジェクト活動の既出の４つのタイプはお互いに排他的であり、新しいプ

ロジェクトタイプを提案するプロジェクト参加者は、最初にそれがタイプI（草地から森林

地へ）あるいはタイプII（農地から森林地へ）のいずれかに属さないかどうかを考察する。

そしてそれがもしこれら２つのタイプに適格でないとすれば、タイプIII（湿地から森林地

へ）及びタイプIV（居住地から森林地へ）でないかどうか検討する。小規模ワーキンググ

ループの審議に関する情報については、UNFCCC CDMのweb site (http://unfccc.int/cdm)
のpanels/working groupsのセクションを参照ください。 
 

 

http://unfccc.int/cdm


 

Ⅲ－４ 簡素化ベースライン及びモニタリング方法論 （仮訳） 

 
Annex II 

Simplified baseline and monitoring methodologies for selected small-scale 
afforestation and reforestation project activities under the clean 

development mechanism 
 

選択された小規模 A/R CDM プロジェクト活動に対する 
簡素化ベースライン及びモニタリング方法論 

 
                      

I．Introduction  
序論 

 
1.   This annex contains simplified baseline and monitoring methodologies for 
selected small-scale afforestation and reforestation (A/R) clean development 
mechanism (CDM) project activity categories.  
Specifically it covers: 
本添付書類は選択された小規模新規植林あるいは再植林（A/R）CDM プロジェクト活動に

おける簡素化されたベースラインとモニタリング方法論について述べる。 
それは特に次の分野をカバーする： 

a)  A simplified baseline methodology and default factors for small-scale A/R project 
activities implemented on grassland or croplands. 

    草地および農地で行われる小規模A/Rプロジェクト活動のための簡素化されたベー

スライン方法論とその設定因子について。 
b)  A simplified monitoring methodology, based on appropriate statistical methods, 

to  estimate, measure and monitor the actual net greenhouse gas (GHG) 
removals by sinks and leakage. 
吸収源による現実の純 GHG 吸収量とリーケージを推定，測定あるいはモニタリン

グするための、適切な統計的手法に基づいた、簡素化されたモニタリング方法論に

ついて。 
 
2. The most likely baseline scenario of the small-scale A/R CDM project activity is 
considered to be the land-use prior to the implementation of the project activity, either 
grasslands or croplands. Project activities implemented on settlements or wetlands are 
not included in this methodology1. 
小規模A/R CDMプロジェクト活動のもっともありそうなベースラインシナリオは、プロジ

ェクト活動実施前の土地利用が、農地か草地かのどちらかであると考えられる。住居地ま

たは湿地で実施されるプロジェクト活動はこの方法論に含まれない1。 
  
3. These simplified baseline and monitoring methodologies are not applicable to 

 



 

grasslands or croplands that have been ploughed before the plantation is established. 
Also, they do not apply to project activities where the displacement of households or 
activities, due to the implementation of the A/R CDM project activity, is estimated to be 
larger than 50 per cent. 
これら簡素化ベースラインおよびモニタリング方法論はプランテーション設立前に耕作さ

れていた農地または草地には適用できない。この方法論はまた、A/RCDM プロジェクト活

動の実施にともなう世帯または活動の移転が 50％以上あると推定されるプロジェクト活

動には適用しない。 
 
4. In accordance with decision 14/CP.10, project participants may propose new 
simplified methodologies or amendments to these simplified monitoring methodologies 
for project activities for which these would not be applicable. Such proposed new 
methodologies would be submitted to the CDM Executive Board for consideration and 
approval.  
14/CP.10 の決定によれば，プロジェクト参加者は，これら簡素化ベースライン及びモニタ

リング方法論の適用できる条件にないプロジェクト活動に対する新しい簡素化方法論、ま

たはこれら簡素化モニタリング方法論の修正案を提案できる。そのような提案された新方

法論は検討と承認のために CDM 理事会に提出できる。 
 
5. Before using simplified methodologies, project participants shall demonstrate 
whether: 
   (a) The land of the project activity is eligible using procedures for the 

demonstration of land eligibility contained in appendix A;  
   (b) The project activity is additional, using the procedures for the assessment of 

additionality contained appendix B. 
簡素化方法論を利用する前に，プロジェクト参加者は以下のことを明らかにする： 
  a) appendix A にある土地の適格性を証明する手法を用いて，プロジェクト活動の土

地が適格性を有するかどうか; 
b) appendix B にある追加性の評価法を用いて、プロジェクト活動に追加性があるか

どうか 
 
 

1 Wetlands and settlements are not covered by the present methodologies for two reasons: 
methodologies for wetland are still under development and given the state of knowledge, 
simplification is not yet possible; conversions from settlements and wetlands to forests are unlikely 
for several reasons, including the social and environmental impacts that such conversion can cause.  
注 1 二つの理由から湿地と住宅地はこの方法論によってカバーされない: 湿地についての方法論はまだ開

発中であり，現在の知識水準では，簡素化は不可能である; 湿地や住居地から森林への転換は，その転換

が引き起こすであろう社会的，環境的影響を含めて，いくつかの理由からありそうにもない。 
 
 

 



 

II.  General guidance 
一般的な手引き 

 
6. Carbon pools to be considered by these methodologies are above-ground biomass 
and below-ground biomass, hereinafter referred to collectively as “living biomass 
pool”. Values chosen for parameters to estimate changes in carbon stocks in the 
baseline and monitoring methodologies, as well as the choice of approach, shall be 
justified and documented (including sources and references) in the clean 
development mechanism small-scale afforestation and reforestation project 
document (CDM-SSC-AR-PDD). The choice of equations and values for parameters 
shall be conservative, i.e., the net anthropogenic GHG removals by sinks shall not be 
overestimated. 
これら方法論で考察される炭素プールは地上部バイオマス及び地下部バイオマスで、以

下集合的に“生物バイオマスプール”と称する。ベースライン及びモニタリング方法論

における炭素蓄積量（stock）の変化を推定する変数（パラメーター）のために選ばれた

値を，この推定法の選択とともに、（その根拠と文献含めて），CDM-SSC-AR-PDD に文

書化し，そして正当化する。パラメーターのための公式と値の選択は控えめ（コンサー

バティブ）にする、すなわち，純人為的 GHG 吸収量は過剰推定されない。 
 
7. Emissions of GHG from the actual net GHG removals by sinks do not need to be 
accounted for. 
吸収源（シンク）による現実純GHG吸収量からのGHGの排出量は計算する必要はない。

［訳注：シンクによるCO2、N2O、メタンなどの排出量は計算する必要がないというこ

とか、すなわちマメ科樹木によるN2O排出など］                          

 
Ⅲ. Simplified baseline methodologies for small-scale afforestation and 
reforestation project activities under the clean development mechanism 
 小規模 A/R CDM プロジェクト活動のための簡素化ベースライン方法論 

 
A. Baseline net greenhouse gas removals by sinks 

シンクによるベースライン純 GHG 吸収量 
 
8.  Simplified methodologies for estimating the baseline net GHG removals by sinks 
are based on the baseline approach specified by paragraph 22(a) of the modalities and 
procedures for afforestation and reforestation under the clean development 
mechanism: “Existing or historical, as applicable, changes in carbon stock in the 
carbon pools within the project boundary”.  
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量を推定するための簡素化方法論は、CDM の下

での A/R に対する様式と手続き（Modalities and Procedures）のパラグラフ 22(a)によっ

て特定されたベースライン方法：すなわち“適用できるのであれば、プロジェクト境界内

 



 

での炭素プールの現存または歴史的な炭素蓄積量の変化”に準拠する。 
 
9. According to decision 14/CP.10, annex, appendix B, paragraph 2 and 3: 

Dec.14/CP.10, annex, appendix B のパラグラフ 2 と 3 に従えば： 
 

“If project participants can provide relevant information that indicates that, in the 
absence of the small-scale afforestation or reforestation project activity under the 
CDM, no significant changes in the carbon stocks within the project boundary 
would have occurred, they shall assess the existing carbon stocks prior to the 
implementation of the project activity. The existing carbon stocks shall be 
considered as the baseline and shall be assumed to be constant throughout the 
crediting period.” 

“もしプロジェクト参加者が、CDM の下での小規模の新規植林又は再植林プロジェク

ト活動がない状態で、プロジェクト境界内で炭素蓄積量の顕著な変化が起こらないとい

うことを示す関連情報を提出できるならば、プロジェクト活動の実施前に存在する炭素

蓄積量を評価する。この既存の炭素蓄積量はベースラインと考えられ、クレディット期

間を通じて一定であると仮定される。” 
 

“If significant changes in the carbon stocks within the project boundary would be 
expected to occur in the absence of the small-scale afforestation or reforestation 
project activity, project participants shall” use this simplified baseline methodology 
contained in this document. 
“もし、小規模の新規植林又は再植林プロジェクト活動がない状態で、プロジェクト境界

内で炭素蓄積量に顕著な変化が起こることが予測されるならば”、プロジェクト参加者は

この文書の簡素化ベースライン方法論を用いる。 
 
10.  In order to assess if significant changes in the baseline carbon stocks within the 
project boundary have occurred in absence of the project activity, project participants 
shall assess whether changes in carbon stocks in the baseline land-use type (grassland 
or cropland), in particular the living biomass pool of woody perennials2 and the 
below-ground biomass of grasslands, are expected to be significant. They shall provide 
documentation to prove this, for example, by including expert judgment, and proceed 
as follows; 
 
2Woody perennials consist of the non-tree vegetation (e.g. coffee, tea, rubber pant or oil palm) and 
shrubs that are present in croplands and grasslands below the threshold (in terms of canopy cover, 
minimum area and tree height) used to define forests. 
注２ “木本性永年植物”は非林木植生（例えばコーヒー樹，茶、ゴムの木，油ヤシ）及び森林定義に用い

る限界値（樹冠被覆率，最小面積，樹高について）以下で農地及び草地に存在する低木類からなる。 

 
 

 



 

プロジェクト活動のないときにプロジェクト境界内でベースライン炭素蓄積量に顕著な変

化が起っているかも知れないことを評価するために，プロジェクト参加者はベースライン

土地利用タイプ（草地又は耕地）の炭素蓄積量の変化，特に木本性永年植物２の生物バイ

オマス及び草地の地下部バイオマスについて，その変化が顕著であることが予期されるか

どうかを評価する。参加者は、専門家の判断を含めて、以下の手順で、そのことを証明す

る証拠を提出する。 
 
a)  If significant changes in the carbon stocks, in particular the living biomass pool 

of woody perennials or in below-ground biomass of grasslands, are not expected 
to occur in the absence of the project activity, the changes in carbon stocks shall 
be assumed to be equal to zero.もし炭素蓄積量の顕著な変化，特に，特に木本性永

年植物の生物バイオマスまたは草地の地下部バイオマスの顕著な変化が，プロジェ

クト活動のないときには起こらないことが予期されるならば，炭素蓄積量の変化は

ゼロに等しいとみなせる。 
b)  I the carbon stock in the living biomass of woody perennials pool or the 

below-ground biomass of grasslands is expected to decrease in the absence of the 
project activity, the baseline net GHG removals by sinks shall be assumed to be 
equal to zero. In above case, the baseline carbon stock in the carbon pools is 
constant at the level of existing carbon stock measured at the start of the project 
activity.もし木本性永年植物の生物バイオマス又は草地の地下部バイオマスの炭素

蓄積量がプロジェクト活動のないときに減少することが予期されるならば，シンク

によるベースライン純 GHG 吸収量はゼロに等しいとみなせる。 
c)  Otherwise, baseline net GHG removals by sinks shall be equal to the changes in 

carbon stocks from the living biomass pool of woody perennials or from 
below-ground biomass in grasslands that are expected to occr in the absence of 
the project activity and shall be estimated using the methodology below.そのほか

の場合には，シンクによるベースライン純 GHG 吸収量は，プロジェクト活動がな

いときに生じることが予期される木本性永年植物の生物バイオマス又は草地の地下

部バイオマスの炭素蓄積量の変化と等しいとすべきであり，そして次のⅢ．B 章の

方法論によってそれを推定する。 
 

B. Estimating the baseline net GHG removals by sinks 
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量の推定 

 
11. Baseline net GHG removals by sinks will be determined by the equation:  

シンクによるベースライン純 GHG 吸収量は次式で決定する：  
 
BB(t)＝∑（BA(t)iB ＋BBB(t)i）＊Ai                                                              (1)  
 
where: ここで、 
BB(t)  ＝carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at time t 

 



 

in the absence of the project activity (t C)     
時間ｔでのプロジェクト境界内の生物バイオマスプールの炭素蓄積量（ton C/ha） 
BBA(t)i ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i in the absence of 

the project activity (t C/ha)   
プロジェクト活動がないときに生じる i 階層の時間ｔでの地上部バイオマス中の炭素蓄積

量（ton C/ha）   
BBB(t)i ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum I that would have 

occurred in the absence of the project activity (t C/ha)   
プロジェクト活動がないときに生じる i 階層の時間ｔでの地下部バイオマス中の炭素蓄積

量（ton C/ha）   
Ai   ＝project activity area of stratum i (ha)    
階層 i でのプロジェクト活動の面積（ha）  
 
12.  Stratification of the project activity for the purposes of estimating the baseline 
net GHG removals by sinks shall proceed in accordance with section 4.3.3.2 of the 
“Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry” of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (hereinafter referred as IPCC 
GPG for LULUCF). For each stratum, the following calculations shall be performed.   
シンクによるベースライン純 GHG 吸収量を推定する目的のためのプロジェクト活動の階

層化は気候変動に関する国連政府間パネルの“Good Practice Guidance for Land Use, 
Land-Use Change and Forestry”(2003)（以下 IPCC GPG for LULUCF と略記する）の

4.3.3.2 章に基づいて進める。階層ごとに、次の計算を行う。  
 
For above-ground biomass 
地上部バイオマスに対しては  
 
13.  BA(t) is calculated as follows:   
BBA(t)は次のように計算する。 
 
BBA(t) ＝M(t)＊0.5                                                         (2)  
 
where, ここで、  
M(t)  ＝above-ground biomass at time t that would have occurred in the absence of the 
project activity (t dm/ha)3  

プロジェクト活動の不在下で生じるであろう時間”t”での地上部バイオマス（ton 乾物／

ha）  
 
0.5  ＝Carbon fraction of dry matter (t C/t dm)  

バイオマス乾燥重量のトン当たりの炭素重量トン（ton C/ton 乾物） 
 

注 3 dm=dry matter 

 



 

14.  Values for M(t) shall be estimated using average biomass growth rates specific to 
the region and the age of the woody perennial using the following equation:   
M(t)を求める値は次の公式を用いて、木本生永年植物のその地域と樹齢に特定の平均バイ

オマス成長率との年齢とを用いて推定する。 
 
If a < m, then M(t)= g＊a; if a≧m, then M(t)=g＊m              (3) 
 
もし、a＜mのときは M(t) ＝ｇ＊a、もしa≧mのとき、 M(t) ＝g＊m         
 
where ここで、 
g = annual biomass growth rate of the woody perennials (t dry matter/ha/yr) 
m = time to maturity of the woody perennial (years) 
a = average age of the woody perennials (years) 
g =は木本性永年植物の年バイオマス成長率（ton 乾物／ha／年） 
m =は木本性永年植物の成熟までの時間（年） 
a =は木本性永年植物の平均年齢（年） 
 
15.  Documented local values for g should be used. In the absence of such values, 

national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3.3.2 of IPCC god practice guidance for 
LULUCF.  
g は公表されている地域値を用いる。そのような値のないときは、国の指定値を用いる。

もし国の指定値も利用できないときは、IPCC GPG for LULUCF の表 3.3.2 の値を利用

する。 
 
16. Values for m considered by the project activity shall be specified by project 

participants for each species considered to be part of the baseline. These values shall 
be identified in the CDM-SSC-AR-PDD. 
プロジェクト活動によって検討される m の値は、ベースラインの一部であると考えられ

る 各 植 物 種 に 対 し て 、 プ ロ ジ ェ ク ト 参 加 者 が 特 定 す る 。 こ れ ら の 値 は

CDM-SSC-AR-PDD で明らかにする。 
 
For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
17.  BB(t) is calculated as follows: 

BBB(t)は次式で計算される： 
 
BBB(t) ＝M(t)＊R＊0.5                                                        (4) 
 
where, ここで、 

 



 

M(t)  = above-ground biomass at time t that would occurred in the absence of the 
project activity (t dm/ha) 
プロジェクト活動がないときに生じるであろう時間ｔにおける地上部バイオマス 
（t 乾物/ha） 

R  ＝root to shoot ratio (t dry matter/t dry matter) 
根部／地上部比（ton 乾物／ton 乾物） 

0.5  ＝carbon fraction of dry matter （t C/t dm） 
バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ton 乾物） 
 

18.  Documented local values for R should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3.4.3 of IPCC GPG for LULUCF.  
R は公表されているその地域の値を用いる。そのような値のないときは、国の指定値を

用いる。もし国の指定値も利用できないときは、IPCC good practice guidance for 
LULUCF の表 3.4.3 の値を利用する。 

 
C. Actual net greenhouse gas removals by sinks 

シンクによる現実純 GHG 吸収量 
 
19. Actual net GHG removals by sinks consider only the changes in carbon pools for 
the project scenario (see paragraph 8 above). The stocks of carbon for the project 
scenario at the starting date of the project activity4 (t=0) shall be the same as for the 
projection of the baseline net GHG removals by sinks at t=0. For all other years, the 
carbon stocks within the project boundary at time t (N(t)) shall be calculated as follows: 
シンクによる現実純GHG吸収はプロジェクトシナリオに対する炭素プール内での変化を

考慮する（上記のパラグラフ 8 を参照）。プロジェクトの開始時4（t=0）のプロジェクトシ

ナリオの炭素蓄積量は, t=0 時点でのシンクによるベースラインGHG吸収量の算出と同じ

である。その他の全ての年に対しては、時間tでのプロジェクト境界内の炭素蓄積量（N(t)）

は、次のように計算される。 
 
注 4 The starting date of the project activity should be the time when the land is prepared for the 

initiation of the afforestation or reforestation project activity under the CDM. In accordance with 
paragraph 23 of the modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities 
under the CDM, the crediting period shall begin at the start of the afforestation or reforestation 
project activity under the CDM (see UNFCCC web site at ＜

http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21＞) 
注４ プロジェクトの開始日付は新規植林又は再植林プロジェクト活動の開始のために土地が準備された

時点とする。CDMの下での新規植林及び再植林プロジェクト活動のための様式と手法のパラグラフ 23 に

基づいて、クレディット期間はCDMの下での新規植林及び再植林プロジェクト活動の開始時点から始ま

る。（UNFCCC web site at http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21をみよ）。 
 

 

http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21
http://unfccc.int/resource/docs/cop9/06a02.pdf#page=21


 

N(t)＝∑（（NA(t)i＋NB(t)i）＊Ai）                                             (5) 
 
where, ここで、 
NA(t)i  ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i under the 
         project scenario (t C/ha) 

 プロジェクトシナリオの階層 i で時間”t”の時の地上部バイオマスの炭素蓄積量

（ton C／ha） 
 
NB(t)  ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum i under the project 

scenario (t C/ha) 
プロジェクトシナリオの階層 i で時間 t の時の地下部バイオマスの炭素蓄積量

（ton C／ha） 
Ai      ＝project activity area of stratum i (ha) 

階層 i のプロジェクト活動の面積(ha) 
 
20.  Stratification for the project scenario shall be undertaken in accordance with 
section 4.3.3.2 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. The following 
calculations shown below shall be performed for each stratum.  
プロジェクトシナリオの階層化は IPCC GPG for LULUCF の 4.3.3.2 章に基づいて行う。

以下の計算を各階層で行う。 
 
For above-ground biomass 
地上部バイオマスについて 
 
21.  NA(t) is calculated as follows :  NA(t)は次のように計算する： 
NA(t) ＝T(t)＊0.5                                                          (6) 
 
where、ここで、 
T(t) ＝above-ground biomass at time t under the project scenario (t dry matter/ha) 

プロジェクトシナリオの時間”t”における地上部バイオマス（ton 乾物／ha） 
0.5  ＝Carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ton 乾物） 
 
T(t) ＝SV(t)＊BEF＊WD                                                   (7) 
 
where, ここで、 
SV(t) ＝stem volume at time t for the project scenario (m3/ha) 

プロジェクトシナリオの時間 t における樹幹材積（m3／ha） 
WD ＝basic wood density (t dm/ m3) 

基準木材密度（ton 乾物／ｍ３） 
BEF ＝biomass expansion factor (over bark) from stem volume to total volume 

 



 

(dimensionless) 
樹幹材積から全木材積に転換するバイオマス拡張係数（樹皮を含む）（単位なし） 

 
22. Values for SV(t) shall be obtained from national sources (such as standard yield 
table). Documented local values for BEF should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3A.1.10 of IPCC good practice guidance for 
LULUCF. Documented local values for WD should be used. In the absence of such 
values, national default values shall be consulted. If national values are also not 
available, the values should be obtained from table 3A.1.9 of IPCC good practice 
guidance for LULUCF. 
SV(t)の値は国の情報（例えば標準収穫表）から得られるだろう。BEFは公表された地域値

を用いる。この値がない時は、国の指定値を用いる。もし、国の値も利用できないときに

は、IPCC GPG for LULUCF の表 3A.1.10 から値を得る。WDは公表された地域値を用い

る。それがないときは、国の指定値を用いる。もし、国の値も利用できないときは、IPCC 
GPG for LULUCF 表 3A.1.9 から値を得る。 
 
For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
23. NB(t) is calculated as follows:  NB(t)は次のように計算する：  
NB(t) ＝T(t)＊R＊0.5                                                       (8) 
 
where, ここで、 
R   ＝root to shoot ratio (dimensionless) 

根部／地上部比（単位なし） 
0.5  ＝carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数（ton C/ ton 乾物） 
 

24. Documented national values for R should be used. If national values are not 
available, appropriate values should be obtained from table 3A.1.8 of IPCC good 
practice guidance for LULUCF. 
R は公表されている国の値を用いる。国の値が利用できないときは、IPCC GPG for 
LULUCF の表 3A.1.8 から値を得る。 
 

D.  Leakage リーケージ 
 
25. According to decision 14/CP.10, annex, appendix B, paragraph 9; “If project 
participants demonstrate that the small-scale afforestation or reforestation project 
activity under the CDM does not result in the displacement of activities or people, or 
does not trigger activities outside the project boundary, that would be attributable to 

 



 

the small-scale afforestation or reforestation project activity under the CDM, such that 
an increase in greenhouse gas emission by sources occurs, a leakage estimation is not 
required. In all other cases leakage estimation is required.” 
Decision14/CP.10 の annex、appendix B のパラグラフ９によれば、“排出源による GHG
排出量の増加をもたらすような活動あるいは人の移動が、小規模の新規植林あるいは再植

林 CDM プロジェクト活動によってプロジェクト境界外で生じないこと、あるいはそれら

の引き金にならないことを、もしプロジェクト参加者が明らかにすることができれば、リ

ーケージの推定は必要ない。その他の全ての場合においては、リーケージの推定をする必

要がある”。 
 
26.  Project participants should assess the possibility of leakage from the 
displacement of activities or people considering the following indicators: 

プロジェクト参加者は次の指標を考慮して活動あるいは人の移動によるリーケージの可能

性を評価する: 
  

(a) Percentage of families/households of the community involved in or affected by 
the project activity displaced due to the project activity:  
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト活動に含まれるか、影響を

受ける共同体の世帯／戸数のパーセント: 
(b) Percentage of total production of the main produce (for example, meat or corn) 

within the project boundary displaced due to the project activity. 
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト境界内の主要産物（例えば肉、

トウモロコシ）の総生産量に対するパーセント 
 
27. If the value of these two indicators is lower than 10 per cent then 

もしこれら２つの指標の値が 10％以下であれば、 
L（t）＝0                                 (9) 
 
where, ここで 
L（t） ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at time 

t. 
時間 t におけるプロジェクト境界内でのプロジェクト活動によるリーケージ 

 
28. If the value of any of these two indicators is higher than 10 per cent and less than 
or equal to 50 per cent, then leakage shall be equal to 15 per cent of the actual net 
GHG removals by sinks, that is: 
もしこれら２つの指標の値が 10％以上で、50％に等しいか、以下であれば、リーケージは

シンクによる現実純 GHG 吸収量の 15%に等しいとする。すなわちそれは： 
 
L(t)＝N(t)＊0.15                            (10) 
 

 



 

where, ここで 
L(t） ＝leakage attributable to the project activity in the project boundary at time t.  

時間 t におけるプロジェクト境界内でのプロジェクト活動によるリーケージ 
N(t)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at 

time”t”under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの時間 t でのプロジェクト境界内の生物バイオマスプー

ル中の炭素蓄積量（tonC） 
 
29. As indicated in paragraph 3, if the value of any of these two indicators is larger 
than 50 per cent net anthropogenic removals by sinks cannot be estimated. 
パラグラフ 3 で示したように、これら２つの指標のいずれかの値がシンクによる純人為的

吸収量の 50％以上であれば、推定できない。［訳注：この簡素化法が適用できない］ 
 
30. If project participants consider that the use of fertilizers would be significant 
leakage of N2O (>10% of the net anthropogenic GHG removals by sinks) emissions 
should be estimated in accordance with the IPCC Good Practice Guidance and 
Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (hereinafter 
referred as IPCC good practice guidance). 
もしプロジェクト参加者が、肥料の施用がN2Oの顕著なリーケージ（シンクによる純人為

的GHG吸収量の 10％以上）あるだろうと考えるならば、その発生量はIPCC (2000)の
“Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas 
Inventories”（以下IPCC GPGと略記）によって推定する。 
  

E.  Ex ante estimation of net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量の事前推定 

 
31. Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks is the actual net GHG 
removals by sinks minus the baseline net greenhouse gas removals by sinks minus 
leakage. 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量は吸収源による現実純 GHG 吸収量マイナス吸収源に

よるベースライン純 GHG 吸収量マイナスリーケージである。 
 
32. The resulting temporary certified emission reduction (tCERs) at the year of 
verification tv are calculated as follows: 
検証 tv 年に得られる一時的証明排出削減（tCER）は次のように計算される： 
 
tCER(tv) = 44/12＊(N(tv)-B(tv)-L(tv))                                       (11) 
 
if changes in carbon stock are considered to be equal to zero, then B(tv) =B(t=0) and 
もし炭素蓄積量がゼロであるならば、BB(tv) = B(t=0)となり、それで 
 

 



 

L(tv) = 0.15＊N(tv) （if required; see paragraph 28 above）                 (11) 
(必要なら、上記パラグラフ 28 を見よ）  

Where: ここで： 
tCER(tv) ＝t-CERs estimated at time of verification tv （t CO2） 

検証tv年に発行されるtCERs（ton CO2） 
N(tv)    ＝Carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at 

time of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証 tv 年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 
BB(tv)    ＝Carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at 

time of verification tv that would have occurred in the absence of the 
project activity ’t C) 
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内

の生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
L(tv)    ＝Leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time of verification tv (t C)  
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量

（tonC） 
tv    ＝ Year of verification  検証の年 
k    ＝ Time span between two verification   ２つの検証年の間の年数 
44/12  ＝ Conversion factor from ton C to ton CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数 (ton CO2/ton C)                 
 
33.  The resulting long term certified emission reduction (lCERs) at the year of 
verification tv are calculated as follows: 
検証 tv 年に得られる長期証明排出削減（lCER）は次のように計算される： 
 
lCER(tv) = 44/12＊[(N(tv)-N(tv-k))-L(tv)]                     (12) 
 
L(tv) = 0.15＊(N(tv)-N(tv-k)) （if required; see paragraph 27 above）             

(必要なら、上記パラグラフ 27 を見よ）             
N(tv-k) ＝N(t=0) for the first verification                             

                      最初の検証年にたいして 
 

where, ここで： 
lCER(tv) ＝lCERs estimated at time of verification tv（t CO2） 

検証tv年に発行されるlCERs（ton CO2） 
N(tv)    ＝Carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at 

time of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証 tv 年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 

 



 

BB(tv)    ＝Carbon stock in the living biomass pools within the project boundary at 
time of verification tv that would have occurred in the absence of the 
project activity ’t C) 
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内

の生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
L(tv)    ＝Leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time of verification tv (t C)  
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量

（tonC） 
tv    ＝ Year of verification  検証の年 
k    ＝ Time span between two verification   ２つの検証年の間の年数 
44/12  ＝ Conversion factor from ton C to ton CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数 (ton CO2/ton C) 
 
34. Project participants should provide in the CDM-SSC-AR-PDD a projection of the 
net anthropogenic GHG removals as tCERs or lCERs for all crediting periods. 
プロジェクト参加者は全クレディット期間に対する tCERs 又は lCERs としての純人為的

GHG 吸収量の算出を CDM-SSC-AR-PDD に記載する。 
 
Ⅳ.  Simplified monitoring methodology for small-scale afforestation and 

reforestation project under the clean development mechanism 
小規模 A/R CDM プロジェクトのための簡素化したモニタリング方法論 

 
A.  Ex post estimation of the baseline net GHG removals by sinks 

吸収源によるベースライン純 GHG 吸収量の事後推定 
 

35. In accordance with paragraph 6 of to decision 14/CP.10, appendix B, paragraph 6, 
no monitoring of the baseline is requested. Baseline net GHG removals by sinks for the 
monitoring methodology will be the same as using the simplified baseline methodology 
in section Ⅲ. B above. 
Decision14/CP.10 の appendix B のパラグラフ 6 に合致すれば、ベースラインのモニタリ

ングはする必要がない。モニタリング方法論のためのシンクによるベースライン純 GHG
吸収量は上述Ⅲ章 B の簡素化したベースライン方法で用いた推定と同じである。 
 

B. Ex post estimation of the actual net GHG removals by sinks 
吸収源による現実純 GHG 吸収量の事後推定 

 
36. Before performing the sampling to determine any changes in carbon stocks, 
project participants need to measure and monitor the area that has been planted. This 
can be performed through, for example, on-site visits, analysis of cadastral information, 
aerial photographs or satellite imagery of adequate resolution. 

 



 

炭素蓄積量の変化を決定するためのサンプリングを実行する前に、プロジェクト参加者は

植林された土地の測量及びモニターをする必要がある。例えば、これは現地踏査、土地台

帳情報、空中写真、または適切な解像度の衛星画像などで実施できる。 
 
37. Once project participants have selected the method to monitor the area that has 
been planted, this method should be used to monitor the performance of the planted 
areas throughout the project activity. If significant underperformance is detected, 
changes in carbon stock from such areas shall be assessed as a separate stratum. 
一度プロジェクト参加者が植栽された土地をモニターするのに選んだ方法は、その後のプ

ロジェクト活動を通じて植林地の成績をモニターするときにも用いる。もし、顕著な不成

績が見いだされたら、そのような土地からの炭素蓄積量の変化量は別の階層に分けて検証

する。 
 
38. Carbon stocks shall be estimated through stratified random sampling procedures 
and the following equations: 

炭素蓄積量の変化は階層別の無差別サンプリング手法及び次の公式で推定する。 
 
P(t) ＝∑（PA(t)i＋PB(t)i）＊Ai                        (13) 
 
where, ここで、 
P(t)   ＝carbon stocks within the project boundary at time t achieved by the project 

activity (t C) 
プロジェクト活動によって獲得された時間 t でのプロジェクト境界内での炭素蓄

積量（ton C） 
PA(t)i   ＝carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum i achieved by the 

project activity during the monitoring interval (t C/ha) 
 モニタリング間隔間にプロジェクト活動によって獲得された階層 iの時間 tでの地

上部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C/ha） 
PB(t)i  ＝carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum i achieved by the 

project activity during the monitoring interval (t C/ha) 
モニタリング間隔間にプロジェクト活動によって獲得された階層 iの時間 tでの地

下部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C/ha） 
Ai      ＝Project activity area of stratum i (ha) 

階層 i のプロジェクト活動の面積（ha） 
 
39. Stratification for sampling shall be the same as the stratification for the ex ante 
estimation of the actual net GHG removals by sinks (section Ⅲ. C above). The 
following calculations will be performed for each stratum: 
サンプリングのための階層化は吸収源による現実純 GHG 吸収量の事前推定のための階層

化と同じにする (上述のⅢ章 C)。各階層に対して次の計算を行う: 
 

 



 

For above-ground biomass 
地上部バイオマスについて 
 
40.  PA(t) is calculated as follows: 
 
PA(t) ＝E(t)＊0.5                                (14) 
 
where, ここで、 
E(t)  ＝estimate of above-ground biomass (t dm/ha) at time t achieved by the project 

activity  
プロジェクト活動によって獲得された時間 t での地上部バイオマス(ton 乾物／ha） 

0.5 ＝carbon fraction of dry matter (t C/t dm) 
バイオマス乾物の炭素係数 (ton C/ton 乾物)  

 
41.  E(t) shall be estimated through the following steps: 

E(t)は次のステップで推定される: 
(a) Step１： Design a statistically sound sampling procedure. Such procedures 

should be designed according to the standard methods described in section 
4.3.3.4 of the IPCC good practice guidance for LULUCF. Additional strata 
should be considered subsequently for areas affected by fires and pests. This 
procedure includes the specification of the number, type and size of permanent 
plots and should be described in the CDM-SSC-AR-PDD. The allowed precision 
target for monitoring shall be not larger than ±10 per cent, at a 95 per cent 
confidence level for the mean; 
ステップ１：統計的に確かなサンプリング法の計画。その方法は IPCC GPG for 
LULUCF の 4.3.3.4 章に記載された標準法に従って計画する。将来に火事や病虫

害の影響を受ける地区に備え予備階層を準備する。この方法は永久プロットの数、

形及び大きさの詳細を含め、CDM-SSC-AR-PDD に記載する。モニタリングにお

ける許容目標精度は、平均に対する信頼区間レベルが 95％で、±10％以下とする； 
（b) Step２： Establish and mark permanent plots and document their location in 

the first monitoring report; 
ステップ２：永久プロットの設定とマーキングを行い，最初のモニタリング報告に

それらの位置を記載する； 
(c) Step３： Measure the diameter at breast height (DBH) or DBH and tree 

height, as appropriate; this measure which should be stated in the monitoring 
reports. 
ステップ３：適切であれば、DBH あるいは DBH と樹高を測定し，これらはモニタ

リング報告に記載する。 
(d) Step４： Estimate the above ground biomass (AGB) using allometric equations 

developed locally or nationally. If these allometric equations are not available: 
ステップ４：地域あるいは国レベルで開発されたアロメトリー式による地上部バイ

 



 

オマス（AGB）の推定。もし、これらのアロメトリー式が利用できないならば：    
 

(i) Option 1: Use of allometric equations included in appendix C to this 
report or in annex 4A.2 of IPCC good practice guidance for LULUCF; 
選択肢１：この報告書の appendix C あるいは IPCC GPG for LULUCF の 
annex 4A. 2 にあるアロメトリー式の利用 

 
   (ii)   Option 2: Use of biomass expansion factors and stem volume as follows: 

選択肢２：次のようなバイオマス拡張係数と幹材積の利用： 
 
E(t) ＝SV＊BEF＊WD                                           (15) 
 
where, ここで、 
SV  ＝stem volume (m3/ha)      幹材積（m3／ha） 
WD ＝basic wood density (t dm/m3)  

基本材容積重（ton乾物／m3） 
BEF ＝biomass expansion factor (over bark) from stem volume to total 

volume (dimensionless)  
 幹材積（樹皮付き）から総材積へのバイオマス拡張係数（単位なし） 

 
42. Project participants shall use the default BEF proposed by IPCC good practice 
guidance for LULUCF, specifically for tropical broad-leaved species, in order to obtain 
a conservative estimate of total biomass. 
プロジェクト参加者は、全バイオマスの控えめな推定のために、特に熱帯広葉樹種につい

ては、IPCC GPG for LULUCF によって提案されている指定 BEF を用いる。 
 
43. SV shall be estimated from on-site measurements using the appropriate 
parameter (such as DBH or DBH and height). Consistent application of BEF should be 
secured on the definition of stem volume (e.g. total stem volume or thick wood stem 
volume requires different BEFs). 
SV は，適切な変数（DBH あるいは DBH と樹高のような）を用いて，その場所の実測値

から推定する。BEF の適用と同じ幹材積の定義（例えば、全幹材積あるいは一定太さ以上

の幹材積は異なる BEF に対応する）を用いる。 
 
44. Documented local values for WD should be used. In the absence of such values, 
national default values should be used. If national values are also not available, the 
values should be obtained from table 3A.1.9 of IPCC good practice guidance for 
LULUCF. 
材容積重は公表された地域値を用いる。そのような値がないときは、その国の指定値を用

いる。国の値も利用できないときは、その値は IPCC GPG for LULUCF の 3A.1.9 表か

ら得る。 

 



 

 
For below-ground biomass 
地下部バイオマスについて 
 
45.  PB(t) shall be estimated as follows: 

  PB(t)は次のように推定できる： 
 
PB(t) ＝E(t)＊R＊0.5                            (16) 
 
where, ここで、 
R  ＝ Root to shoot ratio (dimensionless)   根部／地上部比（単位なし） 
0.5  ＝ Carbon fraction of dry matter(t C/t dm) 

バイオマス乾物の炭素係数 (ton C/ton 乾物) 
 
46.  Documented national values for R should be used. If national values are not 
available, the values should be obtained from table 3A.1.8 of IPCC good practice 
guidance for LULUCF. 
R は公表されたその国の値を用いる。もし国の値が利用できなければ、IPCC GPG for 
LULUCF の 3A.1.8 表の値を用いる。 
 
47. If root to shoot ratios for the species concerned are not available, project 
proponents shall be use the allometric equation developed by Cairns et al. (1997);5
対象となる樹種の根部／地上部比が利用できないときは、プロジェクト提案者はCairnsら
（1997）5によって開発されたアロメトリー式を利用する。 
 
PB(t)=exp(-7747+0.8836＊lnE(t))＊0.5                    (19) 
 
 

C.   Ex post estimation of leakage 
リーケージの事後推定 

 
48. In order to estimate leakage, project participants shall monitor, for each onitoring 
period, each of the following indicators: 
リーケージを推定するために、プロジェクト参加者は各モニタリング時に，次の各指標を

モニターする。 
 
 
 
―― 
5 Cairns, M. A., S. Brown, E.H. Helmer, G.A. Baumgardner (1997). Root biomass allocation in the 
world’s upland forests. Oecologia (1) 1-11. 

 



 

 (a) Percentage of families/households of the community involved in or affected by 
the project activity displaced due to the implementation of the project activity; 
プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト活動に含まれるか、影響を

受ける共同体の世帯／戸数のパーセント、 
(b) Percentage of total production of the main produce (for example meat or corn) 

within the project boundary displaced due to the project activity. 
A/R プロジェクト活動が原因で移動させられたプロジェクト境界内の主要産物（例

えば肉又はトウモロコシ）の総生産量に対するパーセント 
 
49. If the values of both of these two indicators for the specific monitoring period is 
lower than10 per cent, then  
あるモニタリング時に，これら２つの指標の両方の値が 10％以下であれば、 

 
LP(t)  ＝０                                (18) 
 
where 
L(t)  ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time t. 
時間 t でプロジェクト境界内でのプロジェクト活動に起因するリーケージ 

P(t)  ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 
t under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオの時間 t でプロジェクト境界内の生物バイオマスプール

中の炭素蓄積量（ton C） 
 

50. If the value of either of these two indicators is higher than 10 per cent and less 
than or equal to 50 per cent, then leakage shall be equal to 15 per cent of the of the 
actual net GHG removals by sinks, that is: 
もしこれら２つの指標値のどちらかが 10％より高く，そして 50％に等しいか，それ以下

であれば，リーケージはあシンクによる現実純 GHG 吸収量の 15％に等しいとする，すな

わち： 
 
L(t)＝P(t)＊0.15                                                           (19) 
 
where, ここで 
L(t)  ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time t. 
時間 t でプロジェクト境界内でのプロジェクト活動に起因するリーケージ 

P(t)  ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 
t under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオの時間 t でプロジェクト境界内の生物バイオマスプール

中の炭素蓄積量（ton C） 

 



 

 
51. As indicated in chapter I, paragraph 4, if the values of either of these two 
indicators is larger than 50 per cent net anthropogenic GHG removals by sinks cannot 
be estimated. 
I 章のパラグラフ 4 で示したように、これら２つの指標のどちらかの値がシンクによる純

人為的 GHG 吸収量の 50％以上であれば、推定できない[訳注：簡素化されたベースライ

ン及びモニタリング法が利用できない] 。 
 
52. If project participants consider that the use of fertilizers would be significant 
leakage of N2O emission (>10 per cent of the net anthropogenic removals by sinks) 
emission should be estimated in accordance with the IPCC good practice guidance.  
もしプロジェクト参加者が、肥料の施用が顕著なN2O排出のリーケージ（シンクによる純

人為的GHG吸収量の 10％以上）もたらすと考えられるならば、その発生量はIPCC GPG
によって推定する。 
 

D. Ex post estimation of the net anthropogenic GHG removals by sinks 
吸収源による純人為的 GHG の事後推定 

 
53.  Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks are the actual net 
greenhouse gas removals by sinks minus the baseline net greenhouse gas removals 
minus leakage. 
吸収源による純人為的 GHG 吸収量は吸収源による現実純 GHG 吸収量から吸収源による

ベースライン純 GHG 吸収量とリーケージ引いた量である。 
 
54. The resulting tCERs at the year of verification tv are calculated as follows: 

 検証“tv”年に得られる tCER は次のように計算される： 
 
tCER(tv) = 44/12 ＊ (P(tv)-B(tv)-L(tv))                                          (20) 
 
if the changes in carbon stock in the baseline are considered to be zero, then B(tv) = 
BB(t=0) and 
もしベースラインの炭素蓄積量の変化がゼロであるならば、BB(tv) = B(t=0)となり、そして 
 
L(tv) = 0.15＊P(tv) （if required, see paragraph 50 above）                    
             （必要なら、上記パラグラフ 50 を見よ）[訳注：Leakage を 15%としたと

き] 
 
51.  The resulting lCERs at the year of verification tv are calculated as follows: 

検証 tv 年に得られる lCER は次のように計算される： 
 
lCER(tv) = 44/12＊[(P(tv)-P(tv-k))-L(tv)]                     (21) 

 



 

where, ここで、  
L(tv) = 0.15＊(P(tv)-P(tv-k))   （if required, see paragraph 50 above）         
            （必要なら、上記パラグラフ 50 を見よ） 
 
P(tv-k) ＝P(t=0) ＝BB(t=0)  for the fist verification   最初の検証年では                             

 

where:  [ここで式(21)から(25)に対して] : 
tCER(tv) ＝tCERs emitted at time of verification tv（ton CO2） 

検証tv年に発行されるtCERs（ton CO2） 
lCER(tv) ＝lCERs emitted at time of verification tv（ton CO2） 

検証tv年に発行されるlCERs（ton CO2） 
P(tv)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 

of verification tv under project scenario (t C) 
プロジェクトシナリオでの検証“tv”年のプロジェクト境界内の生物バイオマス

プール中の炭素蓄積量（ton C） 
BB(tv)   ＝carbon stocks in the living biomass pools within the project boundary at time 

of verification tv that would have occurred in the absence of the project 
activity (t C)  
プロジェクト活動の不在下で生じるであろう検証 tv 年のプロジェクト境界内の

生物バイオマスプール中の炭素蓄積量（ton C） 
L(tv)   ＝leakage attributable to the project activity within the project boundary at 

time of verification tv (t C) 
検証 tv 年にプロジェクト境界内でプロジェクト活動によるリーケージ量（ton 
C） 

tv   ＝year of verification     検証の年 
k   ＝time span between two verifications     ２つの検証年間の年数 
44/12 ＝conversion factor fro t C to t CO2 equivalent (t CO2/t C) 

炭素トンからCO2相当トンに変換する係数（ton CO2／ton C） 
 

E. Monitoring frequency 
モニタリングの頻度 

 
56. A five-year monitoring frequency of the permanent sample plots established 
within the project boundary is needed for an appropriate monitoring of above-ground 
and below-ground biomass. 
プロジェクト境界内に設定された永久プロットの５年間隔のモニタリングが地上部及び地

下部バイオマスの適切なモニタリングとって必要である。 
 

F. Data collection 
データ収集 

 



 

 
57. Data collection shall be organized taking into account the carbon pools measured, 
the sample frame used and the number of permanent plots to be monitored in 
accordance with the section on quality assurance and quality control (QA/QC) below. 
Table 1 and 2 outline the data to be collected to monitor the actual net GHG removals 
by sinks and leakage. 
データ収集は下記に述べる品質保証と管理（QA／QC）にそってモニターするために、測

定されるべき炭素プール、用いられるサンプルフレーム及び永久プロット数を考慮して組

み立てる。表１と２はシンクによる現実純 GHG 吸収量とリーケージをモニターするため

に収集されるデータの概要である。 
 

G. Quality control and quality assurance 
品質管理及び品質保証 

 
58. As stated in the IPCC good practice guidance for LULUCF (page 4.111), 
monitoring requires provisions for quality assurance (QA) and quality control (QC) to 
be implemented via a QA/QC plan. The plan shall become part of project 
documentation and cover procedures as described below for: 
IPCC GPG for LULUCF（4.111 ページ）に述べられているように、モニタリングは QA
／QC 計画によって実施されるところの品質保証（QA）と品質管理（QC）のための規定

を要求する。その計画はプロジェクト文書の一部からなり、そして以下に記載したような

手法をカバーする。 
 
 (a) Collection reliable field measurements; 

信頼性ある野外測定値の収集； 
 (b) Verifying methods used to collect field data: 

野外データの収集に用いる検証可能な方法； 
 (c) Verifying data entry and analysis techniques;   

検証可能なデータ登録と分析手法；及び 
 (d) Data maintenance and archiving. This point is especially important, also for 

small-scale A/R CDM project activities, as timescales of project activities are 
much longer than those of technological improvements of electronic data 
archiving. Each point of importance for small-scale A/R CDM project activities 
is treated in the following sections. 

 データの保持と記録保管。プロジェクト活動の時間スケジュールが電子式のデータ

記録保管の技術的進歩に要する時間より長いので、小規模 A/R プロジェクト活動

にとっても、このことは特に重要である。小規模 A/R CDM プロジェクトにとって

重要な各ポイントは次の章で述べる。 
 

H. Procedures to ensure reliable field measurements 
信頼性のある野外測定を確保するための手順 

 



 

 
59. Collecting reliable field measurement data is an important step in the quality 
assurance plan. Those responsible for the measurement work should be trained in all 
aspects of the field data collection and analysis. It is good practice to develop standard 
operating procedures (SOPs) for each step of the field measurement, which should be 
adhered to at all times. These SOPs describe in detail all steps the field measurements 
and contain provisions for documentation for verification purposes so that future field 
personnel can check past results and repeat the measurements in a consistent fashion. 
To ensure the collection and maintenance of reliable field data, it is good practice to 
ensure that:  
信頼性のある野外測定データを集めることは、品質保証計画の重要なステップである。測

定業務にたいして責任ある人たちは，野外データの収集と解析の全ての面において訓練を

受ける。野外測定の各ステップにたいする標準操作法（SOPs）を開発することは良い実

施法であり、それは全ての場合に先行して行う。このような SOPs は野外調査の全てのス

テップを詳細に記載し、検証目的の記録のための条項を含める。それは将来野外調査者が

過去の記録をチェックでき、一定の方法で測定を繰り返せることである。信頼性のある野

外データの収集、保存を確保することは、以下のことを確かめることがよい実施法である： 
 (a) Field-team members are fully aware of all procedures and the importance of 

collecting data as accurately as possible; 
 野外測定チームのメンバーは全ての作業内容を知り、できるだけ正確にデータを

集めることの重要性を十分に認識する。 
 (b) Field teams install test plots if needed in the field and measure all pertinent 

components using the SOPs to estimate measurement errors; 
野外チームは必要であれば現地にテストプロットを作り、測定誤差を推定するた

めに、SOPs を用いて全ての関係要素を測定する。 
 (c) The document will list all names of the field team and the project leader will 

certify that the team is trained; 
記録は野外チームの全員の名前を記載し、プロジェクトリーダーはそのチームが

訓練されていることを保証する。 
 (d) New staff are adequately trained. 

新しいスタッフは適切に訓練を受けさせる。 
 

I.  Procedures to verify field data collection 
野外収集データの検証手順 

 
60. To verify that plots have been installed and the measurements taken correctly, it 
is good practice to remeasure independently every 10 plots and to compare the 
measurements. The following quality targets should be achieved for the 
remeasurements, compared to the original measurements:  
プロットが設置されそして測定が正確に実施されたことを検証するために，別に 10 プロ

ットごとに再測定し，測定値を比較することが推奨される。以下の品質目標が再測定値と

 



 

元測定値の比較によって達成されるべき。 
Missed or extra trees: no error within the plot 
測定もれまたは過剰測定: プロット内で誤りなし 

Tree species or groups: no error 
樹種またはグループ: 誤りなし 

DBH: <±0.1cm or 1 per cent whichever is greater 
胸高直径:  ±0.1 又は１％以下，どちらか大きい方 

Height: <±5 per cent 
樹高: ±5％以下 

Circular plot radius/sides of rectangular plots: <1 per cent of horizontal 
(angel-adjusted) 
円プロットの半径又は方形区の辺:（傾斜角を修正した）水平距離で±1％以下 

 
61. At the end of the field work 10-20 per cent of the plots shall be checked 
independently. Field data collected at this stage will be compared with the original 
data. Any errors found should be corrected and recorded. Any errors discovered should 
be expressed as a percentage of all plots that have been rechecked to provide an 
estimated of the measurement error. 
野外測定の終わりに，プロットの 10～20％を個々にチェックする。この段階で集めた野外

データと元データとを比較する。発見されたいかなるエラーも修正し，記録する。見つけ

られたいかなるエラーも全プロットに対する％で表示し，それは測定誤差の推定に用いる

ために再チェックする。 
 

J. Procedures to verify data entry and analysis 
データの記入と分析の検証手順 

 
62. In order to obtain reliable carbon estimates data must be entered into the data 
analysis spreadsheets correctly. Errors in this process can be minimized if the entry of 
field data and laboratory data are cross-checked and, where necessary, internal tests 
are incorporated into the spreadsheets to ensure that the data are realistic. All 
personnel involved in measuring and analyzing data should communicate to resolve 
any apparent anomalies before the final analysis of the monitoring data is completed. 
If there are any problems with the monitoring plot data that cannot be resolved, the 
plot should not be used in the analysis. 
信頼できる炭素推定をするために，データはデータ分析用の用紙に正確に記入する必要が

ある。この過程での可能性ある間違いは，野外データと室内記録データの相互チェック及

び，必要ならば，データの真実性を確かめるために，スプレッドシート（会計処理用のソ

フト）中に組み込まれた内部テストで，最少にできる。測定と分析にかかわったすべての

人が，モニタリングデータ最終分析を終わらせる前に，明らかな異常を解決するための話

し合いを行う。もしモニタリングデータに解決できない問題があった場合には，そのプロ

ットは分析に用いるべきでない。 

 



 

 
K. Data maintenance and storage 

データの保持と保存 
 
63. Due to the long-term nature of A/R project activities under CDM, data archiving 
(maintenance and storage) is an important component of the work. Data archiving 
should take several forms and copies of all data should be provided to each project 
participants. 
A/R CDM プロジェクト活動は長期であるゆえに，データの記録（保持と保存）は重要な

仕事である。データの記録はいくつかの形で行い，すべてのデータのコピーは各プロジェ

クト参加者に配布する。 
 
64. The followings shall be stored in a dedicate and safe places, preferably offsite; 

(a)  Copies (electronic and/or paper) of all field data, data analysis, and models, 
estimates of the changes in carbon stocks and corresponding calculations and 
models used;  

(b)  Any GIS products;  
(c)  Copies of the measuring and monitoring reports. 

 
以下のものは，専用で安全な場所，望むらくは離れた場所，に保管する。 

(a) すべての野外データ，データ分析，そして計算モデルのコピー（電子的 and/or
紙），すなわち炭素蓄積量の推定およびそれに対応して用いた計算式及びモデル, 

(b) GIS の結果 
(c) 測定及びモニタリング報告書のコピー。 

 
65. Given the time frame over which the project activity will take place and the pace 
of updating of software and new hardware for storing data, it is recommended that the 
electronic copies of the data and the report be updated periodically or converted to a 
format that could be accessed by any future software application. 
プロジェクト活動が行われる時間的長さとデータを貯蔵するソフト及びハードウエアーの

進歩のスピードを考えると，データ及び報告書の電子コピーは時々更新するか，将来のソ

フトウエアーでアクセスできるホーマットに変換することが推奨される。 

 



 

Table 1． Data to be collected or used in order to monitor the verifiable changes in 
carbon stock in the carbon pools within the project boundary form the proposed 
small-scale A/R CDM project activity, and how this data will be archived. 
提案した小規模 A/R CDM プロジェクト活動からプロジェクト境界内の炭素プールの炭素

蓄積量の検証可能な変化をモニターするために集められる、あるいは用いられるデータ、

及びどのようにこのデータを記録保存するか ［表中の英語は省略］ 
データ変数 
 
 

データ出

所 
デー

タ単

位 

測定, 
計算 or 
推定 

頻度 
 
(年) 

比率 
 
 

記録 
 
 

コメント 
 
 

プロジェク

ト実施場所  

 
 

野外測量, 
土地台帳, 
空中写真 or 
衛星映像 

経度-
緯度 
 
 

測定 
 
 
 

５ 
 
 
 

100 per 
cent 
 
 

電子、 
紙面、 
写真 
 

野外測量には

GPS の利用可 
 
 

プロジェク

トが実施さ

れる各階層

の階層面積 
（Ai） 

野外測量, 
土地台帳, 
空中写真, 
衛星映像, 
or GPS 

ha 測定 
 

５ 100 per 
cent 

電子、 
紙面、 
写真 
 
 

野外測量には

GPS の利用可 
 
 

永久サンプ

ルプロット

の位置 

プロジェク

ト地図及び 
ディザイン 

経度-
緯度 
 

明確に示

す 
５ 100 per 

cent 
電子、 
紙面 

プロットは

GPS で登録し&
地図上に印す 

胸高直径 
（1.3m 高） 

永久プロ

ット 
cm 測定 ５年 プロット

内の全木

電子、 
紙面 

サンプルプロッ

ト内の一定大き

さ以上の毎木の

DBH 測定 
樹高 永久プロ

ット 
m 測定 ５年 同上 電子、 

紙面 
同上の毎木の 
樹高の測定 

基礎材密度 永久プロ

ット or 文
献 

ton乾
物／

m3 

生材

積 

推定 １回 試料木 3
本で，各

木の上中

下から 3
試料 

電子、 
紙面 
 

 

全CO2 プロジェ

クト活動 
ton 計算 ５年 全プロ

ットの

データ 

電子 全プロット＆炭

素プールから集

めたデータより

 
 
Table ２． Data to be collected or used in order to monitor leakage and how data 

 



 

will be archived:  
リーケージをモニターするために集める、あるいは用いるデータとこのデータをどの

ように記録保存するか：            ［表中の英語は省略］      
データ変数 
 
 

データ 
出所 

データ 
単位 

測定， 
計算 or 
推定 

頻度 
 
(年) 

比率

 
 

記録 
 
 

コメント 
 
 

パラグラフ

8 の指標 a) 
聞取り

調査 
世帯数

or 戸数 
推定 ５ per 

cent 
電子  

パラグラフ

8 の指標 b) 
調査 量（容量

or 重量）

推定 ５ per 
cent 

電子  

 
 
Abbreviations and parameter (in order of appearance): 
略語及び変数一覧表（出現順）           
略語／変数 解 説 単 位 

BB(t) Carbon stocks within the project boundary at time t that 
would have occurred in the absence of the project activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう時間”t”におけ

るプロジェクト境界内の炭素蓄積量 

t C 
 

BBA(t)i Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i that would have occurred in the absence of the project 
activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう階層 i での時間

t における地上部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

BBB(t)i Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i that would have occurred in the absence of the project 
activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう階層 i での時間

t における地下部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

Ai Project area of stratum i   階層 i のプロジェクト面積 ha 

M(t) Above-ground biomass at time t that would have occurred in 
the absence of the project activity 
プロジェクト活動がない場合に起こるであろう時間 t における

ha あたり地上部バイオマス 

t dm/ha 

0.5 Factor to convert tones of biomass (dry matter) to tones 
carbon 
バイオマス（乾燥重量 ton）から炭素重量(ton)に変換する係数 

t C/t dm 

m Time to maturity of the woody perennial vegetation Time 

 



 

木本性永年植物の成熟までの時間（年，月） 
R Root to shoot ratio       根部／地上部の比率 t dm/tdm 
N(t)

 
Carbon stocks within the project boundary at time t under 
project scenario 
プロジェクトシナリオの時間 t におけるプロジェクト境界内の

炭素蓄積量 

t C 

NA(t)i

 
Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i from project scenario 
プロジェクトシナリオの階層 i での時間 t における地上部バイ

オマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

NB(t)i

 
Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i from project scenario 
プロジェクトシナリオで階層 i での時間 t における地下部バイ

オマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

T(t) Above-ground biomass at time t for the project scenario 
プロジェクトシナリオで時間 t における ha あたり地上部バイ

オマス（乾物） 

t dm/ha 

SV(t) Stem volume at time t for the project scenario 
プロジェクトシナリオで時間 t における ha あたり幹材積 

m3/ha 

WD Basic wood density      基本幹材密度 ｔdm/m3 (生
材積) 

BEF Biomass expansion factor (over bark) from stem volume to 
total volume 
幹材積から全材積（樹皮を含む）への拡大係数 

Dimension- 
less 
単位なし 

Lt Leakage for the project scenario at time t 
時間 t でのプロジェクトシナリオのリーケージ 

t C 

P(t)

 
Carbon stocks within the project boundary at time t of 
stratum i achieved by the project activity 
プロジェクトによって達成された時間”t”におけるプロジェク

ト境界内の炭素蓄積量 

t C 

PA(t)i

 
Carbon stocks in above-ground biomass at time t of stratum 
i achieved by the project activity 
プロジェクトによって達成された階層 i での時間 t における地

上部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

PB(t)i Carbon stocks in below-ground biomass at time t of stratum 
i achieved by the project activity 
プロジェクトによって達成された階層 i での時間 t における地

下部バイオマス中の ha あたり炭素蓄積量 

t C/ha 

E(t) Above-ground biomass at time t achieved by the project 
activity 

t dm/ha 

 



 

プロジェクトによって達成された時間 t における ha あたり地

上部バイオマス 

DBH Diameter at breast height (10cm or 1.30m) 
胸高直径（130cm あるいは 1.30m） 

cm or m 

LP(t) Leakage resulting from the project activity at time t 
時間”t”でのプロジェクト活動の結果生じたリーケージ 

ton C 

 
 

 



 

Appendix A 
Demonstration of land eligibility 

土地適格性の証明 
 
1. Land to be reforested shall be demonstrated to have been non-forest since 1 
January 1990, using the forest definition (numerical values for crown cover, tree 
height, minimum area, and minimum width as selected by the DNA)1. In order to 
demonstrate the eligibility of land for afforestation and reforestation, project 
proponents shall demonstrate that the land did not meet the definition of forest 
around 1990, and before the project activity starts. In doing so, care must be taken 
that bare land could be a forest, if the continuation of current land use would lead to a 
future status where the forest definition thresholds could be exceeded. 

 植林される土地は，森林定義（DNAによって選択された樹冠率，樹高，最低面積，及び

最少幅の値）を用いて，1990 年 1 月 1 日以来非森林であり続けていることを証明される

必要がある1。新規植林及び再植林のための土地の適格性を証明するために、プロジェク

ト提案者は，その土地が 1900 年頃およびプロジェクト活動が開始される前は森林の定義

を満たさないことを証明する。これを行うにあたっては，裸地は森林になりうるというこ

とに注意を払う，すなわち現在の土地利用を継続すれば，森林定義の限界値を超える将来

状態〔訳注：森林状態〕を導くかもしれないということに注意を払う。 
 
2. Project participants shall explain in the clean development mechanism small-scale 
afforestation and reforestation project design document (SSC-AR-PDD) why the land 
eligible and provide one of the following supporting evidence: 
プロジェクト参加者は、なぜ土地が適格であるかを以下の証拠の一つを用いて、

CDM-SSC-AR-PDD において説明する。 
 
 (a) Aerial photographs or satellite imagery complemented by ground reference 

data;   
地上調査データをもった空中写真あるいは衛星映像； 

 (b) Ground based surveys (land use permits, land use plans or information from 
local registers such as cadastre, owners register, land use or land management 
register); 
地上調査書（土地利用許可、土地利用計画あるいは地域の登記簿からの情報，たと

えば税務台帳、所有者台帳，土地利用あるいは管理台帳のようなもの）； 
 
3. If options in paragraph 2 are not available/applicable, project participants shall 
submit a written testimony which was produced by following a participatory rural 
appraisal methodology. 
パラグラフ２が利用／適用ができないならば、プロジェクト参加者は PRA 手法による調

査結果を証言書として提出する。〔訳注：PRA: 農村住民参加による農村調査法；現地に

おける各層、各利害関係者からの聞き取り調査〕 

 



 

1 According to decision 11/cp.7, annex, paragraph 1.c “for the first commitment period, 
reforestation activities will be limited to reforestation occurring on those lands that did not 
contain forest on 31 December 1989 and were not temporarily unstocked” 
注 4 Decision 11/CP.7, annex、パラグラフ 1.cよれば，“第一約束期間については，再植林活動

は 1989 年 12 月 31 日に森林でなくそして一時的な無蓄積 (temporarily unstocked) 状態でな

かった土地〔訳注：1990 以後プロジェクト開始まで森林でない土地〕で実施される再植林に限

られる” 
 
 

 



 

Appendix B
Assessment of additionality 

追加性の評価 
 
1. Project participants shall provide an explanation to show that the project activity 
would not have occurred anyway due to at least one of the following barriers: 
プロジェクト参加者は、プロジェクト活動が、以下のバリアーの少なくとも一つによって、

いかなる方法でも起こりえないであろうことを示す説明を提出する: 
 
2. Investment barriers, either than the economic/financial barriers, inter alia: 

経済的／財務的バリアー以外の投資バリアー、特に： 
 (a) Debt funding is not available for this type of project activity; 

このタイプのプロジェクト活動に対して資金の借用ができない； 
 (b) No access to international capital markets due to real or perceived risks 

associated with domestic or foreign direct investment in the country where the 
project activity is to be implemented; 
プロジェクト活動が実施される国において、国内及び外国からの直接投資に関連し

た実際の又は想定されるリスクの故に、国際資本市場にアクセスする手段がない； 
 (c) Lack of access to credit. 

クレディット（融資）へのアクセス手段がない。 
 
3.  Institutional barriers, inter alia: 

制度的なバリアー、特に： 
  (a) Risk related to changes in government policies or laws; 

政府の政策や法律の変化に関わるリスク； 
 (b) Lack of enforcement of forest or land use-related legislation. 

森林の強化や土地利用に関係した法制度の欠如。 
 

4.  Technological barriers, inter alia: 
技術的なバリアー、特に： 

 (a) Lack of access to planting materials; 
植林材料入手の欠如； 

 (b) Lack of infrastructure for implementation of the technology. 
その技術の実施に必要なインフラの欠如。 
 

5.  Barriers related to local tradition, inter alia: 
地域の伝統に関係したバリアー、特に： 

 (a)  Traditional knowledge or lack thereof, laws and customs, market conditions, 
practices; 
伝統的な知識、それらの法律や習慣、市場状況、業務の欠如； 

 (b) Traditional equipment and technology. 

 



 

伝統的な装置や技術。 
 

6.  Barriers due to prevailing practice, inter alia: 
一般的な業務に帰せられるバリアー、特に： 

 (a) The project activity is the “first of its kind”: No project activity of this type is 
currently operational in the host country or region. 
そのプロジェクト活動が、“この種では最初で、馴染みがない”：この種のプロジェ

クト活動は、そのホスト国あるいは地域では現在実施されていない。 
 
7.  Barriers due to local ecological conditions, inter alia: 

地域の生態的条件によるバリアー、特に： 
 (a) Degraded soil (e.g. water/wind erosion, salination, etc.); 

荒廃土壌（例えば、水／風浸食、塩類集積など）； 
 (b) Catastrophic natural and/or human-induced events (land slides, fire, etc.); 

自然災害的 and/or 人災的出来事（例えば、地滑り、火事など）； 
 (c) Unfavorable meteorological conditions (e.g. early/late frost, drought); 

不向きな気象的条件（早／晩霜害、干害）； 
 (d) Pervasive opportunistic species preventing regeneration of trees (e.g. grasses, 

weeds); 
樹木の再生を妨げる日和見的種（他種が弱ったときに繁茂する種）の繁茂（例えば、

イネ科草本、広葉草本）； 
 (e) Unfavorable course of ecological succession; 

生態的植生遷移上の望ましくない過程； 
 (f) Biotic pressure in terms of grazing, fodder collection, etc. 

放牧や飼料採集などによる生物的圧力。 
 

8.  Barriers due to social conditions, inter alia: 
社会的条件によるバリアー、特に： 

 (a) Demographic pressure on the land (e.g. increased demand on land due to 
population growth); 
土地にたいする人口圧（例えば、人口増加による土地需要の増大）； 

 (b) Social conflict among interest groups in the region where the project activity 
takes place; 
プロジェクトが行われる地域における利益関係者間の社会的紛争； 

 (c) Widespread illegal practices (e.g. illegal grazing, non-timber product extraction 
and tree felling); 
違法な行為の蔓延（違法な放牧、木材伐採及び非木材林産物の採集）； 

 (d) Lack of skilled and/or properly trained labour force; 
熟練 and/or 適切に訓練された労働力の欠如； 

 (e) Lack of organization of local communities. 
地域社会の組織の欠如。

 



 

Appendix C 
Default allometric equations for estimating aboveground biomass 

地上部バイオマスを推定する指定アロメトリー式 
                                                        [表中の英語は省略] 
年降雨量 
 

DBH 
範囲 

式 R2 著

者 
広葉樹、熱帯乾燥地域  
＜900 mm 3-30 cm AGB＝10＾{-0.535+log10(π＊DBH2/4)} 0.94 ① 

900-1500 mm 5-40 cm AGB＝exp{-1.996+2.32＊ln(DBH)} 0.89 ② 

広葉樹、熱帯湿潤地域 (tropical humid region) 
＜1500 mm 5-40 cm AGB=34.4703-8.0671＊DBH+0.6589＊（DBH2） 0.67 ③ 
1500-4000 mm ＜60 cm AGB＝exp{-2.134+2.530＊ln(DBH) 0.97 ② 
1500-4000 mm 60-148 cm AGB=42.69-12.800＊(DBH)+1.242＊(DBH2) 0.84 ③ 
1500-4000 mm 5-130 cm AGB=exp{-3.1141+0.9719＊ln(DBH2＊H)} 0.97 ③ 
1500-4000 mm 5-130cm AGB=exp{-2.4090+0.9522＊ln(DBH2＊H＊WD)} 0.99 ③ 
広葉樹、熱帯多湿地域  (tropical wet region) 

＞4000 mm 4-112 cm AGB=21.297-6.953＊(DBH)+0.740＊(DBH2) 0.92 ② 

＞4000 mm 4-112 cm AGB＝exp{-3.3012+0.9439＊ln(DBH2＊H)} 0.90 ③ 
針葉樹 

n.d. 2-52 cm AGB=exp{-1.170+2.119＊ln(DBH)} 0.98 ② 
ヤシ類 
 n.d. ＞7.5 cm AGB=10.0+6.4＊H 0.98 ② 
  n.d. ＞7.5 cm AGB＝4.5+7.7＊WD＊H 0.90 ② 

注： AGB＝地上部バイオマス； DBH＝胸高直径； H=樹高； WD=材容積重 
文献 
① Martinez-Yrizar et al. (1992) Above-ground phytomass of tropical deciduous forest 
on the coast of Jalisco, Mexico. Journal of Tropical Ecology 8:87-96 
②Brown (1997）Estimating biomass and biomass change of tropical forests. A primer. 
FAO Forestry Paper 134. 
③Brown et al. (1989) Biomass estimation methods for tropical forests with applications 
to forest inventory data. Forest Science 35:881-902 
 

 



ＩＶ ＣＤＭ理事会及び A/R ワーキンググループ関連情報 

ＩＶ－１ CDM 理事会と A/R ワーキンググループにおける審議内容（A/R CDM 関連事項） 
山田麻木乃（（社）海外産業植林センター） 

 

A/R ワーキンググループ第４－８回会合、ＣＤＭ理事会第１９－２４回会合での審議内容をまと

めた。 
 
EB/ARWG 時期 審議内容 
EB 24 2006 年 5 月 10-12 日 ○A/R 新メンバーが決定。 

○non-A/R CDM プロジェクト活動の承認方法論の説明手順

を考慮し、  A/R CDM プロジェクト活動の承認方法論

に”mutatis mutandis（必要な変更を加えていく）”を適用する

ことに合意した。 
○説明明確化とガイダンスは次の通り。 

(a)いくつかの新方法論提案にあった、もっともらしいベー

スラインシナリオとしての新規再植林の存在（プロジェクト

シナリオよりも低いレートではあるが）をどのように記述す

るかについて Annex 19 で解説した（仮訳あり）。 
(b)AR-AM0001 の編集上のマイナーチェンジを行った

(Annex 20)。この修正は 2006/5/19 より有効。 
(c)プロジェクトバウンダリー内での林道開設による炭素

プールの炭素減少は、クレジット期間中の純人為的吸収

量と比較して無視できる（わずかな）量である。 
○方法論Ａケース：ARNM007-rev と ARNM0018 がそれぞれ

ARAM0002 （ 新 規 ・ 再 植 林 に よ る 荒 廃 地 の 回 復 ） , 
ARAM0003（天然更新と放牧のコントロールをともなう樹木植

栽による荒廃地の新規・再植林）と承認された(Annex 21, 
22)。 
○方法論 B ケース：ARNM0012, ARNM0017。 
 

ARWG 8 2006 年 3 月 28-19 日 ○副議長として藤冨氏出席（日本）。 
○ARNM0007-rev、 ARNM0018 を「承認（Ａ判定）」として次

回理事会に提案する(Annex 1, Annex 2)。 
○ ARNM0012、 ARNM0017 を「修正（Ｂ判定）」として次回

理事会に提案する。 
○ARNM0015 については、問題をさらに検討する 
○AR-AM0001 のマイナーな修正(Annex 3)。方法論で使用

されているパラメータ・式・単位などを中心に訂正されている

部分がある。 
○リーケッジの管理について明確にするための理事会への

提案を準備する。 
○AR ベースラインについて EB に提案する。ベースラインシ

ナリオにプロジェクトシナリオよりも低いレートでの AR が含ま

れていることに関して(Annex 4 仮訳あり)。 
○プロジェクトバウンダリーの定義に関する問題。プロジェク

ト登録の時点で AR 活動を行うエリアが定義されない場合に

ついて続けて議論する。 
○不確実性の取り扱いについての提案。データ測定・純人

為的吸収量推定のためのパラメータの不確実性の考慮の仕

方を今後議論すし、不確実性の種類や不確実性の記述方



法を明らかにする。 
○プロジェクトバウンダリー内の道路建設による炭素プール

の減少に関する論文を検討し、この排出量は、クレジット期

間中の純人為的吸収量と比較すれば無視できるとＥＢに提

案する。 
○AR CDM プロジェクトの承認された方法論にも、非 AR の

理事会決定と同様に、”mutais mutandis (必要な変更を加え

る)”を適用することを提案する。 
 

EB 23 2006 年 2 月 22-24 日 ○ARWG のメンバー構成変更。新議長 Gwage 氏、新副議長

藤冨氏。 
○CDM-AR-NM, CDM-AR-PDD, そのガイドラインの改訂

が承認(Annex 15(a), Annex15(b))。 
○小規模プロジェクトの PDD フォーム(CDM-AR-SSC-PDD)
とそのガイドラインが承認(Annex 16(a), Annex16(b))。 
○ARWG は「AR 用ベースラインシナリオ選択ツール開発」を

MP でのツール開発の結果を待ってから行う。 
○再生可能なバイオマスの定義が決定(Annex 18 仮訳あ

り)。これに該当しないバイオマスの使用は可能だが、その場

合、このバイオマス使用によるカーボンストックへの負の影響

はベースライン・モニタリング方法論でリーケッジとカウントす

ること。 
○国・地域の政策と情況に関するガイドラインに合意(Annex 
19 仮訳あり)。 
○プロジェクト参加者は承認された方法論で使用されている

パラメータや変数の名称を使うこと。 
○ARNM0013 はＢ判定。ARNM0014、 ARNM0016 は C 判

定。 
EB24 で ARNM0007-rev、 ARNM0012 を審議する。 
 

ARWG 7 2006 年 2 月 5-7 日 ○ARNM0013 の B 判定、ARNM0014, ARNM0016 のＣ判定

を 終リコメンとして EB 23 に提案する。 
○ARNM0015, ARNM0017, ARNM0018 には予備的なリコメ

ンに合意。 
○ARNM0007-rev は ARWG8 で承認可能性ありとしてリコメ

ンを ARWG8 に向けて準備する。 
○ARNM0012 は ARWG8 で審議する。 
○小規模 AR CDM プロジェクトの PDD フォームドラフト

(CDM-AR-SSC-PDD)を EB に提案する(Annex1, 2)。 
○CDM-AR-NM が EB22 で承認されたことをふまえ、

CDM-AR-PDD の修正を EB に提案する(Annex 3, 4)。 
○EB22 の提案の通り、ARWG はバイオマスの扱いについて

さらに議論し再生可能なバイオマス(renewable biomass)の定

義を修正し EB に提案する(Annex 6 仮訳あり)。 
○ARWG は小規模 CDM のバイオマスからのリーケッジにつ

いての提案を SSCWG に提出する。 
○不確実性の取り扱いについてはさらなる議論が必要で

ARWG8 までのリコメンを準備する。 
○AR プロジェクト活動に関する国／セクターの政策と情況

のガイドラインドラフト EB に提案する(Annex 7 仮訳あり) 
○AR プロジェクト活動のタイプ分けについて議論したが、要



請がない限りこれ以上議論しないこととする。 
○Meth Panel の 近の会合で提案された「ベースライン選択

ツール」について、ARWG でも「AR プロジェクト活動のため

のベースライン選択ツール」を開発することを EB に提案す

る。 
○承認された方法論の一貫性と AR プロジェクト活動の方法

論手続き軽減のため、提案者は新方法論提出時に、すでに

承認された AR 方法論で使用された名称をパラメータや変数

に使用することを推奨する。 
○ARNM0012,  ARNM0014,  ARNM0015 では新規・再植

林がベースラインシナリオの選択肢として、プロジェクトシナリ

オよりも低いレートではあるが、使用されている。この問題に

ついて ARWG8 で審議する。 
○複数分割された AR CDM プロジェクト活動の描写？
(clarification of project delineation in multi-parcel ARCDM 
project activity)の明確化について ARWG8 で審議する。 
 

EB 22 2005 年 11 月 23- 25 日 ○ARNM0010 の修正版が承認（Ａ判定）された(Annex 17)。
○ARNM0007 がＢ判定となった。 
○The guideline and a form CDM-AR-NM が承認され、

CDM-AR-NMB と CDM-AR-NMM を代替する(Annex 14 仮

訳あり)。 
○簡素化された小規模 A/R CDM プロジェクト活動の方法論

が承認された。 
○「プロジェクト前ＧＨＧ排出」、「プロジェクトバウンダリー外

の炭素プールの減少の計算」、「純人為的吸収量の計算式」

に関する明確化を承認した(Annex 15 仮訳あり) 
○A/R プロジェクト活動の土地の適格性の証明方法が承認

された。これは CDM-AR-PDD の一部となり、義務となる

(Annex 16 仮訳あり)。新方法論の提案と承認には土地の適

格性に関する情報は不要となる。「A/R CDM の追加性証明

ツール」のステップ０は削除される。 
○再生可能バイオマスに関する議論は SSC-WG と共同で引

き続き行われる。 
○小規模 A/R プロジェクトの PDD のドラフトが次回 EB まで

に作られる。 
 

ARWG 6 2005 年 10 月 31-11 月

2 日 
○ARNM0010 の承認（A 判定）の EB 提案を決定。 
○ARNM0007 の修正(B 判定)の EB 提案を決定。 
○小規模 A/R CDM 簡素化方法論を引き続き開発(Annex 
2)。 
○CDM-AR-NMB, CDM-AR-NMM の改訂(Annex 5)。 
○nonCO2 プロジェクト前排出に関して、プロジェクト実施の

結果によるプロジェクト前排出量の増加のみが純人為的吸

収量の計算に考慮されることを（Decision19/CP.9 基づく）EB
が明確にするよう提案することを決定。A/R プロジェクトにより

バウンダリー外に移ったプロジェクト前排出量は、増加してい

なければリーケッジに含まれるべきではない。 
○バウンダリー外のカーボンプールの減少について、リー

ケッジとカウントされることを EB が明確にするよう提案するこ

とを決定。特に(a)活動の移動によるバウンダリー外の森林減



少、(b)バウンダリー外の薪収集で、森林が劣化しなければ、

収集された量のみが排出とカウントされる。薪収集の数式は

IPCC GPG と PRA の組み合わせで適用できる。森林が劣化

した場合アカウンティングルール１が適用される。劣化がない

というのは収集量が純現実吸収量の 2-5%のことで、2%以下

であればリーケッジは否定される。 
○A/R CDM の土地の適格性について EB に提案することを

決 定 (Annex 6 、 仮 訳 あ り ) 。 EB で 承 認 さ れ れ ば

CDM-AR-PDDの一部となり、ベースライン・モニタリング方法

論には不要になる。追加性証明ツールのステップ０も削除さ

れる。 
○SSC 方法論の再生可能なバイオマスの定義を EB に提案

することを決定(annex 7、仮訳あり)。 
○lCERs または tCERs を選択した場合の純人為的削減量の

計算式を EB に提案する(annex 8、仮訳あり)。 
○不確実性の議論を続けることを決定。 
○A/R プロジェクト活動タイプの開発は次回持ち越し。 
 

EB 21 2005 年 9 月 28-30 日 ○ARNM0006, ARNM0008, ARNM0009, ARNM0011 のＣ

判定が決定。 
○小規模 A/R CDM 方法論を修正後 COP/MOP に提出する

ことが承認された。修正案は 11 月中旬に web 公開。 
○A/R CDM の追加性証明ツールが一部修正後承認された

(Annex 16、仮訳あり) 。 
○「A/R CDM プロジェクト方法論の審議に関わる手続き」修

正案が承認された(Annex 18 仮訳あり) 。 
○CDM-AR-PDD, NMB, NMM 作成のためのガイドラインが

修正された(Annex 19 仮訳あり) 。 
○プロジェクト前の現実吸収量推定のガイダンスが承認され

た(Annex 20 仮訳あり)。 
○小規模 CDM の non-renewable バイオマスの代替による炭

素プールの増加は EB のガイダンスに従い削除された。しか

しこのプロジェクトの社会貢献は大きいため対策の必要性を

指摘。 
 

ARWG 5 2005 年 8 月 31-9 月 2

日 

○ARNM0006, ARNM0008, ARNM0009, ARNM0011 のＣ

判定の EB 提出を決定。 
○小規模 A/R CDM の簡素化方法論のＥＢ提出決定。その

際プロジェクト実施による、上流・下流での排出（例えば肥料

生産過程での排出）を提示する必要があり、MP と協議する。

○A/R CDM の追加性証明ツールの EB 提出決定。 
○MP、SSCWG による再生可能なバイオマス (renewable 
biomass)の定義を検討。 
○小規模 CDM 方法論で再生不能なバイオマスの再生可能

なエネルギーへの転換による排出削減（カーボンプールの

増加）が認められたことに対し、EB のガイダンスに一致して

いないと主張。またエネルギー目的の再生可能なバイオマス

利用にはリーケッジが伴うことがあり考慮する必要性を主張。

○純人為的吸収量の推定の不確実性について提示する必

要性があり、MP とともに EB に提案する準備をする。 
○提出された新方法論には事前の現実純吸収量の計算が



ベースライン方法論に含まれていないことが多いので（モニ

タリング方法のみが記述されている）AR-NMB に記述するよ

うガイダンスを出した。 
○提出された新方法論ではベースラインシナリオの決定を追

加性証明の一部としていることが多いが、これらは別個に行

われるべきであるとガイダンスを出した。 
○A/R プロジェクト活動タイプの開発に関する審議は次回持

ち越し。 

 

 
EB 20 2005 年 7 月 6-8 日 ○ARNM0003, ARNM0004, ARNM0005 のＣ判定が決定。 

○A/R CDM の追加性証明ツール、小規模 A/R CDM 方法

論ドラフトのドラフト公開・EB21 で提出する。 
○non-CO2 排出の算定について、不確実性のアセスメントに

ついて議論をするよう ARWG に要請 
○バイオマスの定義について(Annex 8、仮訳あり) 
 

ARWG 4 2005 年 6 月 13-14 日 ○ARNM0003, ARNM0004, ARNM0005 のＣ判定の EB 提

出を決定。 
○小規模 A/R CDM の簡素化方法論の開発を開始。 
○A/R CDM の追加性証明ツール案の EB 提出決定。土地

の適格性証明ツール作成も検討。 
○ 小 規 模 CDM （ エ ネ ル ギ ー ） に お け る 再 生 不 能

(non-renewable)バイオマスについてメスパネルと会合を持っ

た。 
○プロジェクト開始前の non-CO2 排出に関して議論。 
 

EB 19 2005 年 5 月 11-13 日 ○ARNM0001, ARNM0002 のＣ判定が決定（前回判定理由

が不明確として ARWG に戻された）。 
 

 



ＩV－２ CDM 理事会での決定事項（A/R CDM 関連事項） 
山田麻木乃（（社）海外産業植林センター） 

 
ＣＤＭ理事会での決定事項の日本語仮訳をまとめた。 

 

EB 20 Annex 8 

バイオマスの定義と CDM プロジェクト活動による炭素プールの変化の考え方 

Clarifications on definition of biomass and consideration of changes in carbon pools due to a 

CDM project activity 

 

EB 21 Annex 16 

A/R CDM プロジェクト活動における追加性の証明と評価のツール 

Tool for the demonstration and assessment of additionality in A/R CDM project activities 

 
EB 21 Annex 20 

現実純吸収量の事前推定と 

もっともらしいベースラインシナリオの証明と正当化に関する説明  

Clarifications regarding ex-ante estimations of actual net GHG removals by sinks and 

identification and justification of most likely baseline scenario 

 
EB 22 Annex 15 

A/R CDM プロジェクト活動の方法論に関する明確化 

Clarifications regarding methodologies for afforestation and reforestation CDM project 

activities 

 
EB 22 Annex 16 

A/R プロジェクト活動における土地の適格性の定義方法 

Procedures to define the eligibility of lands for afforestation and reforestation project 

activities 

 
EB 23 Annex 18 

再生可能バイオマスの定義 

Definition for renewable biomass 

 

EB 24 Annex 19 

ベースラインシナリオにおける新規・再植林 

Afforestation and Reforestation in the Baseline Scenario 

 



EB 20 Annex 8 

バイオマスの定義と CDM プロジェクト活動による炭素プールの変化の考え方 

Clarifications on definition of biomass and consideration of  

changes in carbon pools due to a CDM project activity（仮訳） 

 

 

１．EB は第２０回会合で a)バイオマスの定義と b)CDM プロジェクト活動による炭素プールの変化

をどのように考えるかについて合意した。 
 

Ａ．バイオマスの定義 
２．ベースライン・モニタリング方法論に関連するバイオマスとは： 
 
(a)バイオマスとは植物・動物・微生物由来の化石化していない生物分解性の有機物である。また、

これには農林業やそれに関連する産業からの生産物、副生産物、残渣、廃棄物や、産業・自治

体からの廃棄物で化石化していない生物分解性の有機物断片も含まれる。バイオマスには化石

化していない生物分解性の有機物の分解から回収される気体、液体も含まれる。 
 
(b)バイオマス残渣(biomass residues)とは、農林業やそれに関連する産業からのバイオマス副産

物、残渣、廃棄物の流れである。 
 

Ｂ．CDMプロジェクト活動による炭素プールの変化の考え方 
３．EBはCDMプロジェクト活動による炭素プール1の変化に対するアプローチを次のように合意し

た。 
 
(a)新規植林または再植林プロジェクト活動から tCERs または lCERs を得ようとしないプロジェクト

活動が、プロジェクト活動がなかった際に起こることに比べて、炭素プールの純減少を直接または

間接的に生じる場合、このような変化は、相当量の排出削減を控除（マイナス）することによって排

出削減量の計算の考慮に入れなければならない。 
 
(b)新規植林または再植林プロジェクト活動から tCERs または lCERs を得ようとしないプロジェクト

活動が、プロジェクト活動がなかった際に起こることに比べて、炭素プールの純増加を直接または

間接的に生じる場合、この増加は排出削減量の計算で考慮にいれてはいけない。 
 
(c) 新規植林または再植林プロジェクト活動から tCERs または lCERs を得ようとするプロジェクトの 
場合、この活動は分離したプロジェクト活動と考え、「A/R CDM 活動の手続きと方法」(The 
modalities and procedures for afforestation and reforestation activities under the CDM)を満たさな

ければならない。 
 
４．提案する新方法論が炭素プールに関わる場合、MP による評価に加え、その正当性について

A/R WG による検査を受けなければならない。 
 

                                                      
1 炭素プールはdecision 19/CP.9.のAnnexに含まれる、「A/R CDM活動の手続きと方法」The modalities and procedures 
for afforestation and reforestation project activities under the CDMで定義されている。 



EB 21 Annex 16 

A/R CDM プロジェクト活動における追加性の証明と評価のツール(仮訳) 

Tool for the demonstration and assessment of additionality in A/R CDM project activities 

 

 

１．京都議定書(Decision 19/CP.9)第一約束期間中の CDM 新規・再植林プロジェクト活動のため

の Modalities & procedures のパラグラフ１８－２２では、登録された CDM 新規植林・再植林プ

ロジェクト活動が行われなかった場合に起こるであろうカーボンプール内のカーボンストックの

変化の合計以上に、純人為的吸収量(actual net GHG removals by sinks)が増加した場合、そ

の CDM による新規植林・再植林プロジェクト活動は追加的であるとされている。 

 

２．この文書は、A/R CDM プロジェクトの追加性を証明する段階的アプローチを示すものである。

これらのステップは以下のとおり： 

・A/R プロジェクト活動に対する代案（alternatives）の特定（可能性のあるベースライン）； 

・提案されるプロジェクト活動が、経済的または財務的な観点からは、 も魅力的なものでは

ないということを決定するための投資分析； 

・バリア分析； 

・提案された新規植林・再植林プロジェクト活動が A/R CDM プロジェクト活動として登録され

た場合の影響 

 

３．これらのステップは本文書の 終ページのフローチャートに要約されている。 

 

４．この文書は追加性を証明する際の一般的な構成（考え方）を示すものであり、広い範囲のプロ

ジェクトタイプに適用可能なものである。ある特殊なプロジェクトタイプについては、この構成

（考え方）を調整する必要があるかも知れない。 

 

５．追加性の評価と定義するためにこのツールの使用することが、ベースライン方法論における、

もっともらしいベースラインシナリオの選択と定義を正当化するための段階的なアプローチの

記述を代替するわけではない。新しいベースライン方法論を提案するプロジェクト参加者は、

プロジェクト活動の追加性の定義とベースラインシナリオの定義の整合性を保証しなければな

らない。 

 

６．新ベースライン方法論を提案するプロジェクト参加者は、その提案書にこの整理統合された

ツールを組み入れても良い。また、プロジェクト参加者は、理事会に対し、追加性の証明に関

する他のツールの検討を依頼・提案できる。 

 

７．このツールの使用は小規模 A/R プロジェクトには適用できない。 

 

 

ステップ０．A/R プロジェクト活動開始日に基づく予備的な審査（スクリーニング） 
※訳者注：ツール EB 22 ミーティングレポートに従い、ステップ０は削除されることになった。 

土地の適格性関連事項は PDD に記述する。 

 

１．プロジェクト参加者は以下を提出しなければならない。 

・ A/R CDM プロジェクト活動の開始日が１９９９年１２月３１日より後である証拠 

・ プロジェクト活動実施を決定するにあたり、計画されている GHG 排出割り当て販売からの

インセンティブをよく考慮していることをしめす証拠。この証拠はプロジェクト開始時または

それ以前に第三者が入手可能であった文書（公的・法的、その他法人による文書が好ま

しい）に基づくべきである。 

 



 

 

ステップ０a．A/R プロジェクト活動の固有の性質に基づく予備的な審査（スクリーニング） 

２．プロジェクト参加者は、計画されたプロジェクト境界内の土地が A/R CDM プロジェクト活動とし

て適格性があるという証拠を提示しなければならない。 

・非森林地土地の適格性は、各国 DNA によって伝達された Decision11/CP.7 によるホスト国

の森林の定義の閾値を適用して証明しなければならない。 

・A/RCDMプロジェクト活動における土地の適格性は 1990 年以前の状況に関する検証可能

な情報によって証明できる。(a)地上のリファレンスデータにより補完された航空写真や衛星

画像；(b)地上ベースの調査（土地使用許可。土地利用図、地籍図、所有者登録、土地使

用・土地管理登録などの地域の登録からの情報）；(c)オプションとして(a)と(b)が入手できな

い、適用できない場合、プロジェクト参加者はParticipatory rural appraisal methodology（参

加型農村調査法）1によって作成された記述された証言を提出する。 

・1990 年より前の土地被覆だけでは森林と非森林の区別が十分にできない場合、この証拠

はその後の土地利用調査によって補足されなければならない（例えば、森林の更新が進

行中である場合、裸地は森林であった可能性がある）。 

 

３．プロジェクト参加者は、プロジェクト活動が直接的に人為的であり（例えば植栽、播種、天然の

シードバンク、ルートストックの人為的な促進など）、単なる以前のプロジェクトの自然発生的な

プロセスの連続ではないという証拠を提示しなければならない。 

・証拠は、森林に転換されることがない非森林地における森林の造成のために計画された活

動の具体的な帰因(concrete attribution)に基づかなくてはならない。 

・活動が攪乱防止（例えば侵入や火災）にある場合、プロジェクト参加者はプロジェクト期間

中の攪乱リスクの連続性を証明し、モニターする必要がある。 

・プロジェクト参加者はさらに、そのプロジェクト活動が各 DNA によって伝達された

Decision11/CP.7 によるホスト国の森林の定義の閾値に基づいた森林の成立に導くことを

証明しなければならない。 

 

 

ステップ１．現在施行中の法律及び規則に矛盾しない A/R プロジェクト活動の代案の特定 

 

（注意 ： 理事会のガイダンスに従い、「ベースラインシナリオ」と「シンクによるベースライン吸収

量」2との間に矛盾がないことを確認すること。追加性の評価と定義するためにこのツールの使

用することが、ベースライン方法論における、もっともらしいベースラインシナリオの選択と定義

を正当化するための段階的なアプローチの記述を代替するわけではない。新しいベースライ

ン方法論を提案するプロジェクト参加者は、プロジェクト活動の追加性の定義とベースラインシ

ナリオの定義の整合性を保証しなければならない。） 

 

１．次のサブステップを踏むことによって、ベースラインシナリオ（の一部）となり得るプロジェクト活

動の代案3を定義する。但し、そのプロジェクト活動の代案は、現実的かつ説得力のあるもので

なければならない。 

 

サブステップ１a．プロジェクト活動の代案を定義する： 

                                                      
1 参加型農村調査法(Participatory rural appraisal; PRA)は地域の問題を分析し、地域の利害関係者と仮の問題解決を考案するアプ

ローチである。社会的、環境的問題の空間的、時間的状況を扱うグループベースの分析のための視覚的方法で、広い範囲で使われ

ている。 
2「Guidelines for completing CDM-AR-PDD, CDM-AR-NMB and CDM-AR-NMM」(http://cdm.unfccc.int/Reference/Documents)の
A/R CDM用語集参照 
3 この文書においては、「代案シナリオ」を「代案」と表示する。Decision 19/CP.9.のガイダンスを参照。 

 



２．プロジェクト参加者または同様プロジェクトの開発者にとって可能な、現実的で信用できる土地

利用代案を特定する4。これらの代案は以下のものを含む： 

・A/R CDM プロジェクト活動としては実施されない提案されるプロジェクト活動； 

・位置、サイズ、資金、専門技術の必要性などについて適切と判断されるプロジェクト活動に

対する、もっともらしく、信用できる他の土地利用代案。これは投資のバリアを考慮に入れ

た経済的に魅力的な活動やプロジェクト開始時におけるもっともらしい土地利用、提案され

たプロジェクトがある地域の慣習的な土地利用などの代案も含む。 

・適用可能であれば、現在の状況の継続（プロジェクト活動がない場合、または他の代案が

行われた場合）や過去の状況に戻ること 

 

サブステップ１b．適用されるべき法律と規則の実施 
 

３．代案は、適用される法や規則を、それらが土地利用以外の目的であったとしても、遵守するも

のでなければならない。例えば生物多様性保全、土壌・水資源保護・保全、税、投資に関する

規則、大気汚染の緩和など。5（このサブステップにおいては、CDM M&Pの採択以降に履行さ

れた国や地方の政策は考慮しない6。） 
 

４．ある代案が適用されるべき法律や規則を遵守していない場合、その国や地域における現在の

実態を調査し、それらの適用されるべき法的（及び規則的）要求がシステム的に実施されてい

ないこと、またその国においてはそれらの要求の非遵守が一般的であることを示す。プロジェ

クトエリアを包含するホスト国の 小の行政単位を特定し、法律や規則の非遵守が広まってい

るかどうかをチェックする（法規制がカバーする土地の、 低でも５０％に広まっている）。もしこ

れを示すことが出来なければ、その代案は以後の検討対象から除外する。 

 

５．もし、プロジェクト参加者が考え得るものの中で、提案されるプロジェクト活動が、常識的に見て、

全ての規則に適合する唯一のものである場合、提案されるA/R CDMプロジェクト活動は追加

的でない。7

 

サブステップ１c．ベースラインシナリオの選択 
 

６．このツールを使用するベースライン方法論は、もっともらしいベースラインシナリオ代案の選択

と決定を正当化するための段階的アプローチを示さなければならない。 

 

→ステップ２（投資分析）またはステップ３（バリア分析）に進む。少なくとも１つを行う必要がある。 
 

 

ステップ２．投資分析 

 

１．テンポラリーCERs (tCERs)またはロングターム CERs (lCERS)の販売収入なしで他の代案と比

較して、提案されるプロジェクト活動が経済的または財務的に劣るかどうかを決定する。投資

分析は独立した追加性分析として、またはバリア分析と結合することで機能する（ステップ３）。

投資分析を行うためには次のサブステップに従う。 

                                                      
4例えばプロジェクト前の土地利用の継続やプロジェクトが計画されている地域の典型的な土地利用への変化、農業的プランテーショ

ン・観光客向けリゾート・狩猟エリア・農場の造成、その地域で典型的な投資ファンドの利用、またはその他の経済的魅力のある活動 
5例えば代案が除草剤や肥料を大量に使用する集約的な農業で、その地域の法を遵守していない場合、このシナリオは水資源保護

規則違反となる。 
6国・地域の政策や規則がCOPのCDM M&P (decision 17/CP.7, 11 November 2001)採択以降履行された場合、ベースライン決定にそ

の政策は考慮しなくてよい。これは第１６回ＥＢ会合Aneex 3 に基づいている(http://cdm.unfccc.int/EB/Meetings/016/eb16repan3.pdf 
参照)。 
7理事会の「クレジット発生期間の更新」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 

 



 

サブステップ２a．適切な分析方法の決定 
 

２．単純コスト分析、投資比較分析または基準値分析（サブステップ２b）のうちどれを適用するの

か決定する。もしそのA/R CDMプロジェクト活動がCDM関連収入以外に財務的または経済的

な利益を生まない場合、単純コスト分析（オプションⅠ）を適用する。それ以外の場合は、投資

比較分析（オプションⅡ）または基準値分析（オプションⅢ）を使う8。 

 

サブステップ２b．―オプションⅠ．単純コスト分析の適用 
 

３．A/R CDM プロジェクト活動に関連するコストを書き出し、その活動が CDM 関連収入以外の財

務上の利益を生まないことを説明（証明）する。 

 

→提案される A/R CDM プロジェクト活動が CDM 関連収入以外には財務上の利益を生まな
いという結論になった場合、ステップ４（CDM 登録の影響）に進む。 

 

サブステップ２b．―オプションⅡ．投資比較分析の適用 
 

４．IRR9、NPV、費用便益比などがそのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、 も

適切であることを特定する。 

  

サブステップ２b．―オプションⅢ．基準値分析の適用 
 

５．IRR10、NPV、費用便益比、またはその他（例えば農業、林業の投資に関連するRRR (required 

rate of return、リターン要求率）、プロジェクト固有のリスクによって修正された銀行預金利率

(Bank deposit interest rate)、または土地投機から期待される収益などの土地の機会原価

(opportunity costs of land))がそのプロジェクトタイプにとって、また意思決定に際して、 も適

切な財務的指標であることを特定する。次に投資に対するRRRのような関連基準値を特定す

る。基準値は、そのプロジェクトタイプにおける特殊なリスクを考慮した上での、市場における

現状の標準リターンとするが、そのプロジェクト開発者独自の想像期待利益やリスクの考え方

を考慮に入れてはならない。基準値は以下のものから導くことが出来る。 

・独立した財務エキスパートによって評価され、企業投資やプロジェクトタイプを反映させるた

めに適切なリスクの割り増しを考慮した、国債の利率。 

・比較可能な（同様の）プロジェクトを想定した場合、銀行家や個人投資家・ファンドが要求

するリターンに基づいた、資金コストや要求資本利益率（例えば、関係するプロジェクト活

動の国およびタイプに対して求められる商業貸し出し利率及び保証）の評価。 

・もし、可能性のあるプロジェクト開発者が一人しかいない場合（例えば、そのプロジェクト活

動が現状設備の改良である場合）は、その会社の社内基準値（会社の平均資本コスト）。プ

ロジェクト開発者はその基準値が過去においても首尾一貫して使われてきたことを証明し

なければならない、即ち、同じ会社が同様の条件で開発するプロジェクト活動については

同じ基準値を使う。 

 

サブステップ２c．財務的指標の計算と比較（オプションⅡ及びⅢにのみ適用可能）： 

                                                      
8 オプションI、II、IIIは相互に排他的である。１つだけがプロジェクト提案者によって適用される。 
9投資比較分析では、プロジェクトIRRやエクイティIRRとしてIRRが計算される。プロジェクトIRRは、資金ソースに関係なく、プロジェクト

に関連する資金の支出と収入のみに基づいて、リターンを計算する。エクイティIRRは、投資家へのリターンを計算するため、債務の

額とコストをも考慮する。投資へ進むかどうかの決定は、投資家へのリターンに基づくため、多くの場合、エクイティIRRの方がより適切

であろう。しかしプロジェクトIRRが適切な場合もある。 
10基準値分析では、IRRはプロジェクトIRRで計算されなければならない。もし可能性のあるプロジェクト活動開発者が一人しかいない

場合（例えば、それが現状設備の改良の場合）、IRRはエクイティIRRで計算されなければならない。 

 



 

６．提案されるCDMプロジェクト活動に適した財務的指標を計算し、またオプションⅡの場合は、

他の代案に適した財務的指標を計算する。それには、全ての関連する費用（例えば、投資コ

スト、操業コスト及びメンテナンスコストを含む）、また収入（CER販売収入は除外するが、補助

金や財政的インセンティブが存在するのであれば含める11）、更には、公共事業体の場合ふさ

わしければ市場には関係のない費用や利益、が含まれる。 

 

７．透明性のある方法で行った投資分析を提示し、また CDM-PDD の中で使用した全ての関連

する仮定値（仮説）を提示する。即ち他の人物が再計算しても同じ結果が得られるようにする。

重要な技術的経済パラメーター及び仮定値（資本コスト、燃料単価、寿命、及び資本の割引

率またはコスト）を明確に提示する。DOE が確認できる方法で、仮定値の正当性を示す、また

は例証する。財務的指標の計算の際には、プロジェクト特有の予想値と仮定値であることを条

件として、プロジェクトのリスクをキャッシュフローの中に織り込むことが出来る（例えば、保険料

は特有なリスクと同等物を反映するものとして使うことが出来る）。 

 

８．投資分析に用いる仮定値と入力データは、プロジェクト活動とその代案に差異があってはなら

ないが、その差異の正当性が十分実証されるならばこの限りではない。 

 

９．有効化審査のために提出される A/R CDM-PDD の中で、提案される CDM プロジェクト活動の

財務的指標と下記のものとの明確な比較を、提示する。 

オプションＩＩ（投資比較分析）：他の代案の中の一つがより良い指標（例えば、より高い IRR）

を持つならば、その A/R CDM プロジェクト活動は も財務的に魅力があるものとはみなさ

れない。 

オプション III（基準値分析）：その A/R CDM プロジェクト活動が基準値と比較して魅力的な

指標ではない場合（例えば、基準値より低いIRRの場合）、そのA/R CDMプロジェクト活動

は財務的に魅力があるものとはみなされない。 

 

→提案された A/RCDM プロジェクト活動がＣＤＭによる利益をのぞいては財務的に魅力的では
ないと結論付けられた場合はステップ２ｄ（感度分析）を行う。 

 

サブステップ２d．感度分析 
 

１０．財務的に魅力があるかどうかの結論を出すに際しては、重要な仮定値に合理的に反応する

かどうかを示す感度分析も行う。投資分析が（仮定値の現実的な範囲に対して）首尾一貫して

いる場合にのみ追加性の有効性についての価値のある論議が可能であり、また、その提案さ

れた A/RCDM プロジェクト活動がＣＤＭによる利益なしては財務的に魅力があるものではない

だろうという結論を証明できる。 

 

・感度分析の後、提案される A/RCDM プロジェクト活動が、CDM からの利益なしでは経済

的利益を生みそうにない（オプションＩ）または財務的に魅力があるものではない（オプショ

ンＩＩ、オプションＩＩＩ）という結論になった場合、直接ステップ４（ＣＤＭ登録のインパクト）に

進む。 

 

・感度分析の後、提案される A/RCDM プロジェクト活動がＣＤＭからの財務的利益なしで経

済的利益を生む（オプションＩ）または財務的に魅力的である（オプションＩＩとＩＩＩ）場合、プロ

ジェクト活動は財務分析では追加的であるとは考えることはできない。追加としてステップ３

（バリア分析）を行い、提案されるプロジェクト活動がベースラインシナリオの発生を妨げな

                                                      
11理事会の「国及び業界の方針」についての審議如何によっては、この見解は追加説明がなされるかもしれない。 

 



いバリアに直面していることを証明する。 

 

ステップ３．バリア分析 

 

バリア分析は独立した追加性の証明または、投資分析の拡張として行われる。 

 

１．このステップを使用する場合、提案されるプロジェクト活動が以下のバリアに直面しているかど

うかを、決定する： 

・提案されているプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリア、及び 

・少なくとも一つの代案の実施を妨げるものではないというバリア。 

 

２．以下のサブステップを使用する： 

 

サブステップ３a． 提案されるプロジェクト活動のタイプの実施を妨げているバリアの特定： 

 

３．もしこのプロジェクト活動が A/RCDM 活動として登録されない場合、このタイプのプロジェクト

活動の実施を妨げるバリアが存在するということを立証する。プロジェクト活動を妨げるバリア

はプロジェクト参加者に関して分析するべきではなく、提案されるプロジェクト活動との関係の

みで分析する。そのようなバリアは、以下のものを含めても良い： 

 

・上記ステップ２の経済的・財務的バリア以外の投資バリア、特に： 

－このタイプのプロジェクト活動に対しては資金提供者が存在しない； 

－プロジェクト活動が実施される国の中に、国内外からの直接投資に関して、実際のリスク

または認識されるリスクがあるために、国際資本市場にアクセスする手段が存在しない。 

－クレジットへのアクセスの欠如 

 

・制度上のバリア、特に： 

－政府の政策や法律の変化に関連するリスク 

－森林や土地利用関連の立法実施の欠如 

 

・技術的バリア、特に： 

－植栽する材料の欠如； 

－その技術を実施するためのインフラが存在しない。 

 

・土地の伝統に関係するバリア、特に： 

－伝統的な知識、または法律、慣習、市場状態、業務の欠如 

－伝統的な草地や技術 

 

・一般的な業務によるバリア、特に： 

－プロジェクト活動がこの種では 初でなじみがない：この種のプロジェクト活動はそのホス

ト国、地域では現在実施されていない。 

 

・地域の生態的条件によるバリア、特に： 

－荒廃土壌（例えば水／風浸食、塩類集積など） 

－自然災害的や人災的事象（例えば地滑り、火災など） 

－不適な気候条件（早／晩霜害、干ばつなど） 

－樹木の再生を妨げる日和見的な種の繁茂（例えばイネ科草本、広葉草本） 

－生態学的植生遷移上の好ましくない過程 

－放牧や飼料採種による生物的圧力 

 



 

・社会的条件によるバリア、特に： 

－土地に対する人口圧（例えば人口増加による土地需要の増大） 

－プロジェクト実施地域での利害関係者間の社会的紛争 

－違法行為の蔓延（例えば違法な放牧、木材伐採及び非木材林産品の採取） 

－熟練、適切に訓練された労働力の欠如 

－地域社会の組織の欠如 

 

・土地保有、所有、相続、所有権に関連するバリア、特に： 

－異なる利害関係者の権利のヒエラルキーを伴う土地の共有が A/R 活動実施のインセン

ティブを制限している 

－土地保有の立法と保有の保証をサポートする規則の欠如 

－天然資源産物やサービスに関連する所有権が明確に定義されていない 

－正式または非公式な保有システムが土地所有の断片化のリスクを増加させる 

－市場、運輸、貯蔵に関するバリアがある 

－木材、非木材産品・サービスの規制されていない非公式な市場がプロジェクト参加者へ

の効果的な情報の伝達を妨げている 

－A/R 活動が遠隔地で道路やインフラの未発達が輸送費を増大させ、それによってＣＤＭ

活動からの木材、非木材産品の競争力や収益を損なう。 

－プロジェクト期間中、有効な市場や保険のメカズムの欠如により木材、非木材産品の価

格変動による大きな価格リスクの可能性がある 

－ＣＤＭ活動からの生産物を加工、貯蔵、価値付加の施設がないことがA/RCDMプロジェ

クトでの土地利用の地代を回収する可能性が制限されている 

 

 

４．特定されたバリアは、追加性を証明するための十分な根拠を持つものに限定される。即ち、そ

れが A/R CDM 活動として登録されない場合は、可能性のあるプロジェクト提案者はその提案

されるプロジェクト活動を実施しないだろうというものに限定される。 

 

５．透明性があり且つ文書となっている証拠を提示する。また、特定されたバリアが存在すること及

びそれが重要なものであることを、どのように証明するかについては、その文書となっている証

拠を保守的に（控えめに）解釈して提示する。逸話的証拠を含めることも可能であるが、これ単

独ではバリアの十分な証拠とはならない。提示される証拠のタイプとしては、以下のようなもの

を含めても良い： 

・関連する法律、規則の情報、環境／自然資源管理基準、条例または規則； 

・大学、調査機関、業界団体、企業、多面的な問題を扱う機関などによって実施された、関

連する（業界の）研究、調査（例えば、市場調査、技術研究、など）； 

・国内統計値、国際的統計値から得られる関連する統計データ； 

・関連する市場データの文書（例えば、市場価格、料金表、規則）； 

・CDM プロジェクト活動を開発、実施している企業、機関、もしくは A/R CDM プロジェクト開

発者によって書かれた文書。例えば、取締役会議事録、往復文書、企業化調査、財務、予

算情報など； 

・提案されるプロジェクト活動、過去に実施された同様のプロジェクトに関係している（または

関係していた）プロジェクト開発者、請負人、プロジェクトパートナーによって作成された文

書； 

・農業、林業その他土地利用関係の政府／非政府団体からは独立している専門家の判断

意見、教育機関（例えば、大学、技術学校、訓練センター）、専門家団体、及びその他、に

よって書かれた文書。 

 

 



サブステップ３b．特定されたバリアが、（提案されるプロジェクト活動を除く）代案のうち少なくとも

一つの実施を妨げるものではないということを示す： 

 

６．もしその特定されたバリアが他の代案にも影響を与える場合、それらの影響が、提案される

A/R CDM プロジェクト活動に与える影響と比較して、どのように強くないのかを説明する。言

い換えると、その特定されたバリアは、代案のうち少なくとも一つの実施をどのように妨害しな

いのかを説明する。サブステップ３a．で特定されたバリアによって妨害される代案は、代案とし

ての価値はなく、検討の対象からは除かれるべきである。少なくとも一つの代案が特定されな

ければならない。 

 

・サブステップ３a－３b．の両方が満たされた場合、ステップ４（CDM 登録の影響）に進む。 
 
・サブステップ３a．及びサブステップ３b．のどちらか一つが満たされない場合、バリア分析に

よって追加性があるとはいえない。その時はオプションとして財務的利益をのぞいて提案さ
れる A/R CDM プロジェクト活動が経済的利益を生みそうにないか（オプションＩ）、あるいは
財務的に魅力がありそうにないか（オプションＩＩ、ＩＩＩ）ということを証明するステップ２へ進
む。 

 

 

ステップ４．CDM 登録の影響 

 

１．プロジェクト活動が A/R CDM プロジェクト活動として承認、登録されることとそれにともなう利益、

登録によってもたらされるインセンティブが、どのように経済的財務的ハードル（ステップ２）や

その他の特定されたバリア（ステップ３）を緩和するのか、そしてその結果どのようにプロジェクト

活動が実施可能になるのかを説明する。利益やインセンティブのタイプは多岐に渡る、例えば 

・純人為的吸収量 

・受理の確実性とあらかじめ定義した時期を含め、tCERs、lCERsの販売から得られた収入に

よる財務的利益、 

・同じバリアに直面していない、またはより低い IRR を受け入れることが出来る（例えば彼らは

より安価な資本にアクセスできるため）新規参入者の誘引 

・新たな技術や事業を実行できる新規参入者の誘引 

・期待される収入と投資家の関心に影響を及ぼすインフレ・為替レートのリスクの減少 

 

→ステップ４が満たされた場合、提案される A/R CDM プロジェクト活動はベースラインシナリオで
は 

ない、よって、追加的である。 
 
→ステップ４が満たされない場合、提案される A/R CDM プロジェクトは追加的ではない。 
 

 



フローチャート： 追加性の仕組み 

 

 

 

ステップ０： A/R プロジェクト活動の開始日についての予備的な審査 

ステップ１： 現在施行中の法律および規則に矛盾しない 

A/R プロジェクト活動の代案の判定 

ステップ２： 投資分析 ステップ３： バリア分析 

ステップ４： ＣＤＭ登録の影響 

プロジェクト活動は追加的である 

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS 

しない場合
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現実純吸収量の事前推定と 

もっともらしいベースラインシナリオの証明と正当化に関する説明  

Clarifications regarding ex-ante estimations of actual net GHG removals by sinks and 

identification and justification of most likely baseline scenario（仮訳） 

 
 
Ａ．NMB における現実純吸収量の事前(ex-ante)推定 
 
１．提出された新 A/R ベースライン・モニタリング方法論には、ベースライン方法論に現実純吸収

量の事前計算が含まれていないものが多く、現実純吸収量と純人為的吸収量のモニタリングの

方法のみを提示している（これはモニタリング方法論でカバーされるべき事項である）。プロジェク

ト提案者はこの件に関して注意する必要がある。現実純吸収量の事前計算のための方法論的ア

プローチを新ベースライン方法論に含める必要がある。 
 
Ｂ．もっともらしいベースラインシナリオの明確な証明と正当化の必要性 
 
提出された新 A/R ベースライン・モニタリング方法論にはベースラインシナリオの証明と正当化を

追加性の証明の一部としているものが多い。しかし、ベースラインシナリオの選択と追加性の証明

は方法として区別されるべきである。 
 

 



EB 22 Annex 15 

A/R CDM プロジェクト活動の方法論に関する明確化 

Clarifications regarding methodologies for  

afforestation and reforestation CDM project activities（仮訳） 
 
 

Ａ．プロジェクト開始前の排出(pre-project emissions) 
 
１．EBは、ベースラインシナリオが「CDM A/Rプロジェクト活動の方法と手続き(the modalities and 
procedures for CDM A/R project activities)」のパラグラフ 22(a)と(c)*のアプローチに該当すると考

えられる場合、次項について明確化した。 
 
(a) 「CDM A/Rプロジェクト活動の方法と手続き」のパラグラフ 21**に従い、プロジェクト活動の実

施の結果としてのプロジェクト開始前の排出の増加量のみが純人為的吸収量に考慮される。 
 
(b) A/RCDM プロジェクト活動実施によってプロジェクトバウンダリー外に移動したプロジェクト前

の排出は、その移動でプロジェクト開始前の状況と比べて排出が増加していなければ、リーケッジ

に含まれない。 
 
２．EBはA/R WGに、ベースラインシナリオの決定に「CDM A/Rプロジェクト活動の方法と手続き」

のパラグラフ 22(b)*を使っているプロジェクト活動で、プロジェクト開始前の排出をどのように考慮

するかについての提案を開発するように指示した。 
 

Ｂ．リーケッジ 
 
３．EB はプロジェクトバウンダリー外の炭素プールの減少の計算はリーケッジとして考慮に入れな

ければならないことを、特に下記について、明確化した。 
 
(a)活動の移動に起因するプロジェクトバウンダリー外の開墾などによる森林減少の場合、すべて

の炭素プールへの影響を考慮に入れなければならない。 
 
(b)プロジェクトバウンダリー外の薪炭材収集や類似する活動の場合、森林がその活動によって顕

著に減少していなければ、収集された木の材積で再生不能なものだけを、排出として考慮に入れ

なければならない。IPCC GPG (2003)に示されている薪炭材収集についての数式(Eq.3.2.8)を
household survey や参加型農村調査法(PRA)と組み合わせることで適用することが出来る。森林

                                                      
参考：「CDM A/R プロジェクト活動の方法と手続き」（林野庁海外林業協力室仮訳より引用） 
* パラグラフ２２：CDMにおける新規植林または再植林プロジェクト活動のためのベースライン方法論選択に当たり、プ

ロジェクト参加者は、下記の方法論の中で該当プロジェクト活動に も適していると思われる方法論を理事会のガイダ

ンスを考慮しつつ、選択肢、その選択の適切性を正当化する： 
(a)適用可能であれば、プロジェクト境界内の炭素プールにおける炭素蓄積の既存のまたは歴史的な変化 
(b)投資に対する障壁を考慮しつつ、経済的に魅力的な手続きに該当する土地利用から生じる、プロジェクト境界内の

炭素プールにおける炭素蓄積の変化 
(c)プロジェクト開始時において、 も可能性の高い土地利用から生じるプロジェクト境界内の炭素プールにおける炭素

蓄積の変化 
 
** パラグラフ２１：吸収源による温室効果ガスのベースライン純吸収量そして／または吸収源による温室効果ガスの現

実吸収量の計算において、プロジェクト参加者は二重計算を回避しつつ、一つまたはそれ以上の炭素プールそして／

またはCO2 換算で測定される温室効果ガスの排出を計算に入れないとの選択を行うことが出来る。これはその選択をし

たことにより、予想される吸収源による温室効果ガスの純人為的吸収量を増やすことにはならないと言う、透明かつ検

証可能な情報が提供されていることを条件とする。これ以外の場合、プロジェクト参加者は、炭素プールのすべての重

大な変化そして／または新規植林または再植林プロジェクト活動の実施の結果増加する、CO2 換算で測定される温室

効果ガスの排出を、二重計算をさけつつ、計算する。 

 



が顕著に減少した場合、計算ルール１を適用する。「顕著に減少しない」とは、持ち出された材積

が純人為的吸収量の 2%から 5%の間の排出を生じることを意味する。持ち出された材積が純人

為的吸収量の 2%以下の場合、このタイプのリーケッジは無視できる。 
 
 

Ｃ．純人為的吸収量の計算式 
 
４．Decision 19/CP.9 にはプロジェクト活動の純人為的吸収量(net anthropogenic GHG removals 
by sinks)を定量化する方法について一般的なルールの概要が書かれている。 
 
５．しかしながら、次のような事実により： 

(a) A/R CDM では２つの異なるタイプの CERs が使用できる 
(b)炭素プールとＧＨＧのフローの両方が計算される 

 
これらの特異性を考慮に入れて、純人為的吸収量の定量化の数学的で手続き的な方法論の記

述に特別な注意を払う必要がある。次に示すように、tCERs と lCERs は、毎年の純人為的吸収量

(t CO2/year)を計算する式や累積されたデータ(t CO2、 初の検証(verification)においてのみ)で
は単純に算出されない。 
 
６．現在、入手できる CDM-AR-NMB と CDM-AR-NMM 記入のフォームとガイドラインでは、新方

法論提案者にこの問題について適切なガイダンスを提供していない。結果として、新方法論で純

人為的吸収量を計算する式はしばしば比較できず（単位が異なるなど）、純人為的吸収量につい

て記述された式に基づいても、tCERs と lCERs の定量化が大抵は出来ない（または 初の検証

時点でのみ定量化できる）。 
 
７．すべての方法論で t-CERs、l-CERs の定量化が同等になるように、A/R WG は EB に以下を提

案する： 
 
(a) 新方法論提案者への提言として、CDM-AR-NMB と CDM-AR-NMM のそれぞれのセクショ

ンに、純人為的吸収量定量化のための標準となる式を含める。この数式はそれぞれの方法論の

特殊な表記やトピックにあわせるために提案者によって改編できる。 
 
(b) CDM-AR-NMB と CDM-AR-NMM（または統合フォーム CDM-AR-NM）でガイダンスを提供

し、それぞれのガイダンス書類には、炭素プールはある年に現存する t CO2 として計算・モニタリ

ングされなければならないこと、ソースからの排出とリーケッジはある年の排出量 t CO2 として計

算・モニタリングされなければならないことを示す。 
 
８．後述の式は、炭素プール、排出、リーケッジの推定とモニタリングの影響についての も一般

的なアプローチに基づいて、tCER と lCER の定量化方法を反映している。ベースラインとプロジェ

クトシナリオの炭素プールの年変化とに基づく表記も可能である。しかし、年変化の計算をベース

ラインシナリオとその後複数年の間のプロジェクト活動の現存する炭素蓄積の差とすることは、不

要な追加の数学的ステップが加わる。さらに、炭素プールと排出の用語（の使い方）は後述の式

で異なる。 
 

 



２．t-CERs と l-CERs 計算式の提案 
 
９．t-CERs と l-CERs 計算の一般的な方法は次の通り： 

(a) tCER は「検証時点でのプロジェクトの炭素プールとベースラインの炭素蓄積量の差」 マイ

ナス 「プロジェクトバウンダリー内のプロジェクトＧＨＧ排出の累積」 マイナス 「プロジェクト

バウンダリー外の新規・再植林による GHG 排出の累積（リーケッジ）」 マイナス 「検証時点

での、新規・再植林の影響を受けたプロジェクトバウンダリー外の、ベースラインとプロジェクト

の炭素プールの炭素蓄積量の差（リーケッジ）」を反映する。 
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-  lCER は「２つの検証時点間のカーボンプール内のプロジェクトとベースラインにおける炭素
蓄積増加量の差」 マイナス 「２つの検証時点間のプロジェクトＧＨＧ排出量」 マイナス 「プ

ロジェクトバウンダリー外の GHG 排出量（リーケッジ）」マイナス「２つの検証時点間のプロジェ

クトバウンダリー外の新規・再植林プロジェクト活動によって影響を受けたカーボンプールのプ

ロジェクトとベースラインにおける炭素蓄積増加量の差（リーケッジ）」を反映する。 
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t-CER(tv) 検証時tvに発行されるtCERs (t CO2) 
l-CER(tv) 検証時tvに発行されるlCERs (t CO2) 
CP(tv)  検証時tvにおける現存炭素蓄積量(t CO2) 
CB(tB v)  検証時tvにおけるベースラインシナリオの推定炭素蓄積量(t CO2) 
E(t)  年間プロジェクト排出量(t CO2) 
LE(t)  リーケッジ：プロジェクトバウンダリー外の、推定される年間排出量(t CO2) 
LP_B(tB v)  リーケッジ：検証時tvにおける、プロジェクト活動実施の影響をうけるであろうプロ

ジェクトバウンダリー外のエリアの、ベースラインシナリオで推定される炭素プール

量(t CO2) 
LP_P(tv)  リーケッジ：検証時tvにおける、プロジェクト活動実施の影響をうけたプロジェクトバウ

ンダリー外の現存炭素プール量(t CO2) 
tv  検証の年 
κ ２回の検証のタイムスパン 
 
注：木材生産物として森林からプロジェクトバウンダリー外に持ち出された量（材積）の計算は、ソースからの
排出に関するリーケッジとして計算される。 
 

 



EB 22 Annex 16 

A/R プロジェクト活動における土地の適格性の定義方法 

Procedures to define the eligibility of lands 

for afforestation and reforestation project activities（仮訳） 

 
 

１．プロジェクト参加者は計画されたプロジェクトバウンダリー内の土地が A/R CDM プロジェクト活

動として適格性があるという証拠を提示しなければならない。 
 

(a)プロジェクト開始時においてその土地が森林でなかったことを次のような情報を提示するこ

とで証明する： 
 
i.その土地が、各ＤＮＡによって示された Decision 11/CP.7 と 19/CP.9 による森林の定義とし

て国で決められた森林の閾値（樹冠率、樹高、 小土地面積）よりも低い。 
 
ii.その土地が、収穫のような人為的な介入や自然災害の結果一時的にストックがない状態

になったのではない、または樹冠率、樹高が国の定義よりも低く、人為的介入なしに森

林に戻るポテンシャルのある若年の天然の森林や植林地に転換されたのではない。 
 

(b)活動が再植林または新規植林プロジェクト活動であることを証明する： 
 
i.再植林プロジェクト活動の場合、1989 年 12 月 31 日の時点で、その土地が各ＤＮＡによっ

て Decision 11/CP.7 に基づく森林の定義として定めた森林の閾値（樹冠率、樹高、 小

土地面積）よりも低いことを証明する。 
 
ii.新規植林プロジェクトの場合、その土地が 低 50 年間の間、各ＤＮＡによって Decision 

11/CP.7に基づく森林の定義として定めた森林の閾値（樹冠率、樹高、 小土地面積）よ

りも低いことを証明する。 
 
２．ステップ１(a)、1(b)を証明するために、プロジェクト参加者は次のような実証可能な情報のうち１

つを提示しなければならない： 
 
(a)地上の参照データによって補足された地上航空写真や衛星画像 
 
(b)地上ベースの調査（土地使用許可、土地利用計画、地籍図、所有者登録、土地利用・土地

管理登録など地域の登録） 
 
(c)オプション(a)と(b)が入手不能、適用不能である場合、プロジェクト参加者は、参加型農村調

査法（PRA）1に従って作成した書面の証言を提出する。 
 

                                                      
1
参加型農村調査法(Participatory rural appraisal; PRA)は地域の問題を分析し、地域の利害関係者と仮の問題解決を考案するアプ

ローチである。社会的、環境的問題の空間的、時間的状況を扱うグループベースの分析のための視覚的方法で、広い範囲で使われ

ている 

 



EB 23 Annex 18 

再生可能バイオマスの定義 

Definition for renewable biomass（仮訳） 

 
 
バイオマスは次の５つの条件のうち１つが適用されれば「再生可能(renewable)」である： 
１．（再生可能な）バイオマスとは次のような（条件をすべて満たした）森林(forest)1という土地から

由来している： 
(a)その土地が森林として存続し 
(b)その土地の炭素ストックレベルが時間にともなって体系的に減少しない（炭素ストックは収

穫によって一時的に減少することはありえる）ことを特に保障するために、その土地で持続

可能な管理方法が行われている 
(c)国、地域の林業、自然保全の規則が遵守されている 

 
２．（再生可能な）バイオマスとは木質バイオマスであり、次のような（条件をすべて満たした）耕作

地や／または草地から由来するものである： 
(a)その土地が耕作地や／または草地として存続しているか、森林に転換されている 
(b) その土地の炭素ストックレベルが時間にともなって体系的に減少しない（炭素ストックは収

穫によって一時的に減少することはありえる）ことを特に保障するために、その土地で持続

可能な管理方法が行われている 
(c)国、地域の農業、自然保全の規則が遵守されている 

 
３．（再生可能な）バイオマスとは非木質バイオマスであり、次のような（条件をすべて満たした）耕

作地や／または草地から由来するものである： 
(a)その土地が耕作地や／または草地として存続しているか、森林に転換されている 
(b) その土地の炭素ストックレベルが時間にともなって体系的に減少しない（炭素ストックは収

穫によって一時的に減少することはありえる）ことを特に保障するために、その土地で持続

可能な管理方法が行われている 
(c)国、地域の農林業、自然保全の規則が遵守されている 

 
４．（再生可能な）バイオマスとはバイオマス残渣(biomass residue)2であり、そのバイオマス残渣

の使用が、特に、枯死木・リター・土壌有機炭素など、バイオマス残渣が由来する場所の炭素

プールの減少に関与しないものである。例えば、砂糖生産からのバガスがCDMがない場合放棄

される、または放置され腐敗すると想定され、CDMではエネルギー産出にバガスが利用される場

合、バガスの使用はサトウキビ栽培実施に影響しないと想定することができ、それゆえ、その土壌

のカーボンプールには影響がないと考えられる。一方、CDMがなければ森林の枯死木が回収さ

れないであろう場所でCDMプロジェクトに枯死木の回収が含まれている場合は、カーボンストック

の減少を生じるので、回収されたバイオマスは再生可能とはみなされない。 
 
５．（再生可能な）バイオマスとは産業や自治体の廃棄物の非化石燃料の部分である。 
 
上記以外は、そのバイオマスは再生不能(non-renewable)である。 
 

                                                      
1 森林の定義はdecision 11/CP.7 とdecision 19/CP.9 に基づき各国で決められた。 
2 バイオマス残渣はバイオマス副産物と定義され、農林業とそれに関連する産業からの残渣、廃棄物である（EB 20 
Annex 8 参照）。 

 



EB 24 Annex 19 

ベースラインシナリオにおける新規・再植林 

Afforestation and Reforestation in the Baseline Scenario（仮訳）  

 
 
下記の問題は、新規・再植林をベースラインシナリオとし、選択した炭素プールで炭素蓄積を促

進すると考える A/R 方法論の中で記述されなければならない。 
 
１．A/R CDM プロジェクトの開始時点でプロジェクトバウンダリーに含まれるすべての土地が EB 
22 Annex 16 で提供された手順で定義される土地の適格性を遵守していること。 
 
２．プロジェクト提案者は新規・再植林のベースラインのレート16を調査する方法を提案し正当化し

なければならない。 
 
３．追加性の調査には、「プロジェクト活動がなかった場合にその増加された新規・再植林のレー

ト*は起こりえないこと」と、「プロジェクト参加者の直接的な介入（すなわちプロジェクト活動）によっ

て引き起こされること」の正当化を含めなければならない。 
 
４．プロジェクトバウンダリー外で起こり、その（ベースラインシナリオの）AR 活動に起因するGHG
排出はベースラインの状態とプロジェクトの状態の両方の場合で考慮しなければならない。それ

ゆえ、この場合（ベースラインシナリオのAR活動に関する計算の場合）にはEB 22 Annex 15 パラ

1bの条項17は適用されない。**

 
訳者注： 
* ベースラインの新規・再植林のレート（蓄積量増加率）よりも増加した、プロジェクト活動によって促進された

レートと解釈できる（つまりはプロジェクト活動のレートのことか？）。 
* *この文書の元となるARWG 8 Annex 4 パラ４を参照して解釈した。 

 
＃Annex として出ていないが、EB 24 のミーティングレポート（パラ 56 (c)）において、下記の説明が
あった。 
 
“Losses of carbon in carbon pools due to the construction of access roads, within the project 
boundary, are negligible compared to net anthropogenic GHG removals by sinks over the crediting 
period.” 
「プロジェクトバウンダリー内での林道開設による炭素プールの炭素減少は、クレジット期間中の
純人為的吸収量と比較して無視できる（わずかな）量である。」 
 

 

                                                      
16 「新規・再植林のレート」とは、「そのA/Rの土地面積あたりの炭素蓄積増加量」を意味し、A/Rの面積増加速度では

ないという情報がある（私信）。 
17 EB 22 annex 15 パラ 1 は下記の通り： 

１．EB は、ベースラインシナリオが「CDM A/R プロジェクト活動の方法と手続き(the modalities and procedures 
for CDM A/R project activities)」のパラグラフ 22(a)と(c)のアプローチに該当すると考えられる場合、次項につ

いて明確化した。 
(a) 「CDM A/R プロジェクト活動の方法と手続き」のパラグラフ 21 に従い、プロジェクト活動の実施の結果とし

てのプロジェクト前の排出の増加量のみが純人為的吸収量に考慮される。 
(b) A/RCDM プロジェクト活動実施によってプロジェクトバウンダリー外に移動したプロジェクト前の排出は、そ

の移動でプロジェクト前の状況と比べて排出が増加していなければ、リーケッジに含まれない。 

 



ＩＶ－３．提出された方法論概要
山田麻木乃（（社）海外産業植林センター）

ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0001
Plantation establishment
and management in a fire
maintained ecosystem

The Mountain Pine Ridge
Reforestation Project (MPR
project)

Belize

The Government of Belize,
The Government of Canada,
Silviculture Belize Ltd.,
Binkman & Associates Recorestation Ltd.,
The Mountain Pine Ridge Forest Company
Ltd.

アプローチ：
22(c) 開始時の可能性の高い土地
利用方法からの炭素蓄積量変化

・火事があり管理されていないサバンナ
・シードソースがない
・土壌炭素レベルが開始時より低い
・土地利用の社会的要求が低い

AG
BG

C
ARWG3:C
EB19:C

0002
Reforestation of grasslands
with native species

Reforestation project using
native species around
AES-Tiete Reservoirs

Brazil AES-Tiete S/A (Brazil)

アプローチ：
22(c) 開始時の可能性の高い土地
利用方法からの炭素蓄積量変化

・保全・保護目的の植林
・現在の経済状況ではネイティブ樹種の
植林は見合わない
・ネイティブ樹種を植林する

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG3:C
EB19:C

0003

Simplified baseline
methodology for smallholder
A/R projects in areas
undergoing continued
deforestation

The Inernational Small
Group & Tree Planting
Program (TIST)

Tanzania
Ukuzaji Maendeleo Endelevu Tanzania Ltd.,
World Bank BioCarbon Fund

アプローチ：
22(c) 開始時の可能性の高い土地
利用方法からの炭素蓄積量変化

AG
BG
(L)

(DW)
(SO)

C
ARWG4:C
EB20:C

0004

Methodology for estimating
changes in carbon stocks in
the baseline scenario of
proposed project activities
of afforestation on
grassland sites, combined
with livestock
intensification ('Ibira'
Baseline Methodology)

Trenta y Tres' afforestation
combined with livestock
intensification

Uruguay
Carbosur SRL (Uruguay),
Government of Uruguay

アプローチ：
22(c) 開始時の可能性の高い土地
利用方法からの炭素蓄積量変化

・土地利用の選択が限られ過度な放牧
が行われている草原
・保護された天然林が含まれない
・管理に火を使わない

AG
BG
DW
SO

C
ARWG4:C
EB20:C

0005
↑

0001

Plantation forestry with
baseline control

Mountain Pine Ridge
Reforestation Project (MPR
Project)

Belize

The Government of Belize,
Silviculture Belize Ltd.,
Binkman & Associates Recorestation
Ltd.(Canada),
The Mountain Pine Ridge Forest Company
Ltd.(Belize)

アプローチ：22(b) 経済的に魅力の
ある土地利用方法からの炭素蓄
積量変化

・コントロールエリアでBLの炭素蓄積が
測定可能
・BLコントロールエリアの設置・管理が
可能

AG
BG
L

SO

C
ARWG4:C
EB20:C

0006

Simplified baseline
methodology for small scale
CDM
afforestation/reforestation
on degraded lands,
grasslands and fallow
croplands

Bagepalli CDM
Afforestation Programme

India Women for Sustainable Development (India)

アプローチ：22(c) 開始時の可能性
の高い土地利用方法からの炭素
蓄積量変化

・荒廃地、草地、畑でのコミュニティー
フォレスト、農民植林
・複数樹種を長・短期ローテーションで
植林

AG
BG
L

SO

C
ARWG5:C
EB21:C



ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0007

Restoration of Degraded
Lands through
Aggorestation/Reforestatio
n

Moldova Soil Conservation
Project

Moldova
Moldsilwa (Moldova),
Prototype Carbon Fund, World Bank

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・荒廃地に植林
・初期の炭素蓄積が少ない

AG
BG
L

DW
SO

B
ARWG6:B
EB22:B

0008

Baseline methodology for
afforestation and
reforestation of degraded
bush and woodlands in
forest reserve areas

Kikonda Forest Reserve
Reforestation Project

Uganda
global-woods AG (Germany),
Sustainable Use of Biomass Ltd (Uganda)

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・森林保護地区で土地利用選択肢が森
林、他の土地利用は違法
・地元住民の参加
・BLの炭素蓄積が減少
・初期の炭素蓄積量が測定可能

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG5:C
EB21:C

0009
Baseline methodology for
reforestation of degraded
bush and grassland

Rio Aquidaban
Reforestation Project (RA)

Paraguay
global-woods AG, (Germany)
Notary Gudun Grimm (Paraguay)

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・BLの炭素が減少している
・初期の炭素蓄積量が測定可能

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG5:C
EB21:C

0010
↓

ARAM

0001

Reforestation of Degraded
Land

Facilitating Reforestation
for Guangxi Waterhsed
Management in Perl River
Basin, China

China

Individual farmers,
Kangyuan Forest Farm,
Fuyuan Forest Farm,
Luhuan Forest Farm,
Xinghuan Forestry Development Company
Ltd.,
Bio Carbon Fund, International Bank for
Reconstruction and Development

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・荒廃地に植林
・土地需要が低くBL土地利用が経済的
に魅力がない
・国・地方政府が植林に熱心だがバリア
がある
・環境条件や人為影響で天然植生が拡
大できない
・ベースラインアプローチが22(a)

AG
BG

A
ARWG:A
EB22:A

0011

Baseline methodology for
afforestation or
reforestation project
activities that are additional
due to financial barriers to
their implimentation

Choco-Manabi Corridor
Reforestation and
Conservation Carbon
Project

Ecuador

RICOH, Ltd.(Japan),
Maquipucuna Fondation(EcuadorNGO),
Susan Sheppard Foundation(EcuadorNGO),
Conservation International-
Ecuador/Japan(NGO),
Jatun Sacha Fondation(Ecuador NGO)

アプローチ：22(b) 経済的に魅力の
ある土地利用方法からの炭素蓄
積量変化

・ＣＤＭの適格性のある土地
・土地所有が明確
・土地所有者の生活がPJTエリアに依
存していない
・違法な土地利用が行われていない

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG5:C
EB21:C

0012

Baseline methodology for
afforestation and
reforestation project
activities implemented on
unmanaged grassland

Afforestation or
reforestation project
activity implemented on
unmanaged grassland

Brazil
AES-Tiete S/A (Brazil),
BioCarbon Fund, International Bank for
Reconstruction and Development

アプローチ：22(c) 開始時の可能性
の高い土地利用方法からの炭素
蓄積量変化

・人間活動が炭素ストックを減少させな
い
・直接的な経済活動が行われない
・土地被覆が定常状態の草地または森
林にはならない天然更新中の土地
・保護された管理されない草地である

AG
BG

ARWG8:B
EB24: B

0013
↑

0005

Afforestation/Reforestation
with Baseline Control
Area/s

Mountain Pine Ridge
Reforestation Project (MPR
Project)

Belize

The Government of Belize,
Silviculture Belize Ltd.,
Binkman & Associates Recorestation
Ltd.(Canada),
The Mountain Pine Ridge Forest Company
Ltd.(Belize)

アプローチ：22(b) 経済的に魅力の
ある土地利用方法からの炭素蓄
積量変化

・BLシナリオの炭素蓄積がコントロール
エリアで測定可能
・BLコントロールエリアを設定可能
・BLコントロールエリアを管理できる

AG
BG
L

SO

B
ARWG7:B
EB23:B



ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0014
↑

0004

Methodology for estimating
changes in carbon stocks in
the baseline scenario of
proposed project activities
of afforestation on
grassland sites, combined
with livestock
intensification ('Ibira'
Baseline Methodology)

'Trenta y Tres'
afforestation combined with
livestock intensification

Uruguay
Carbosur SRL (Uruguay),
Government of Uruguay

アプローチ：22(c) 開始時の可能性
の高い土地利用方法からの炭素
蓄積量変化

・土地利用の選択が限られ、放牧が行
われている草原
・人口密度が低い
・主に私有地で土地所有が明確
・統計や気候データ、土壌データが存在
する国
・スタート時に土壌炭素が少なく地上バ
イオマスも放牧により小さい
・保護された天然林が含まれない
・管理に火を使わない
・メタン、酸化窒素排出がBLよりも小さ
い

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG7:C
EB23:C

0007-
rev
↑

0007

Restoration of degraded
lands through
afforestation/ reforestation
Version No: 2

Moldova Soil Conservation
Project Version No. 2

Moldova
Moldsilwa (Moldova),
Prototype Carbon Fund, World Bank

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：
ARAM0007

・PJT前は森林の閾値以下の植生の裸
地または荒廃地や、物理的・人為的影
響でカーボンレベルが低い定常状態や
減少傾向にあり、カーボンストックの回
復がみられない場所
・シードソースがなく天然更新が望め
ず、人工的な方法でのみ回復可能
・荒廃地での小規模で歴史的なプロジェ
クト前植林活動は許される
・事前に選択されたBLはクレジット期間
中維持される（よってBLのモニタリング
は不要）
・PJT前の活動のバウンダリー外への
移動は起こらない（バウンダリー内で同
じ活動が可能）。
・地ごしらえで長期的な土壌カーボンス
トック変化がない、またはごくわずか（5%
以下）。よって無視できる。
・ベースラインアプローチが22(a)

AG
BG
L

DW
SO

ARWG8:A
EB24: A

0015

Afforestation and
reforestation project
activities implemented for
industrial and/or
commercial uses

Reforestation as renewable
sources of wood supplies
for industrial use in Brazil

Brazil
Plantar S/A (Brazil),
Prototype Carbon Fund, World Bank

アプローチ：22(c) 開始時の可能性
の高い土地利用方法からの炭素
蓄積量変化

・定常的に草地、管理された草地
・天然更新が望めない

AG
BG

0016
Afforestation for harvesting
purpose in unsustainably
managed grasslands

"Los Eucaliptus"
afforestation project

Uruguay
Los Eucaliptus, SA (Uruguay),
Iberpapel Gestion, SA (Spain)

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・地力が低い
・木材生産目的の植林用地がある
・持続可能な管理を行う
・単一樹種

AG
BG
L

DW
SO

C
ARWG7:C
EB23:C



ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0017

Baseline methodology for
afforestation or
reforestation of degraded
lands accounting for carbon
stock changes in the
above-ground biomass,
belowground biomass, dead
wood and soil organic
carbon pools

Mexico seawater forestry
project

Mexico
Seawater Foundation,
International Bank for Reconstruction and
Development

アプローチ：22(a)現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・荒廃地
・灌漑を行う場合好気条件に管理しCH4
の排出が小さい
・土壌の排水と攪乱が限られCO2排出
は無視できる
・Ｎ固定樹種の使用を限定し硝化・脱窒
が無視できる
・土地需要が低くBLの土地利用が経済
的に魅力がない
・国・地方政府は植林に熱心だがバリア
がある
・天然更新が望めない
・ベースラインアプローチが22(a)

AG
BG
DW
SO

ARWG8:B
EB24: B

0018

Afforestation/Reforestation
of degraded land through
control of animal grazing
and assited natural
regeneration

Assisted natural
regeneration of degraded
lands in Albania

Albania

Feneral Directorate for Forests and
Pastures, Gov. of Albania,
The International Bank for Reconstruction
and Development as Trustee of the
BioCarbon Fund

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

・ベースラインアプローチが22(a)
・樹木のある、森林でない荒廃地
・森林植生の天然更新が望めない
・灌漑を行う場合好気条件に管理しCH4
の排出が小さい
・土壌の排水と攪乱が限られCO2排出
は無視できる
・Ｎ固定樹種の使用を限定し硝化・脱窒
が無視できる
・現状の政策では森林化しない
・BLの土地利用が炭素吸収量の増加を
招く場合は適用できない

AG
BG ARWG8:A

EB24: A

0019

Reforestation or
Afforestation of Land
currently under Agricultural
Use

Reforestation around Pico
Bonito National Park,
Honduras

Honduras

Fundacion Parque Nacional,
The Ecologic Development
Fund,
The BioCarbon Fund of the
World Bank,
Pico Bonito-Ecologic, SRL,
Individual farmers

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：
ARAM0001

・森林の定義の閾値以下で現在農業地
である。
・PJTがバウンダリー外の森林減少を起
こさない
・環境条件、人為影響で天然林にならな
い
・直接的な植栽、播種により植林を行う
・地ごしらえで長期に渡る土壌炭素放出
が起こらない
・収穫後植栽、萌芽更新によって植林地
が維持される
・PJTなしには土壌炭素、リター、枯死木
がエロージョン、人為活動によって減少
する
・ベースラインアプローチが22(a)

AG
BG



ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0020

Baseline and Monitoring
Methodologies for
Afforestation/Reforestation
with Trees and Shrubs on
Degraded Land.

Afforestation for Combating
Desertification in Aohan
County, Northern China

China

Xinhui Forestry Farm,
Shuangjin Forestry Farm,
Gulubanhao Forestry Farm,
Sanyijin Forestry Farm
Mutouyunzi Forestry Farm
Matoushan Forestry Farm,
Chenjiawazi Forestry Farm,
Forestry Farm
China National Committee for Implementing
Programmes for Combating Desertification
(CCICCD)
The Italian Ministry of the Environment and
Territory (Ministero dell’Ambiente e del
Territorio)

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる方法論：ARAM0001

・PJT活動がPJT前の活動をバウンダ
リー外に移動させない
・森林の定義の閾値以下で深刻に荒廃
している
・環境条件、人為影響で天然林にならな
い
・直接的な植栽、播種により植林を行う
・農業(agricultural intercropping)が行わ
れる可能性がある
・植林する樹種、農業作物は窒素固定
を行う樹種である
・収穫後植栽、萌芽更新によって植林地
が維持される
・PJTなしにはリター、枯死木の炭素ス
トックが減少する
・放牧はバウンダリー内で行われない
・ベースラインアプローチは22(a)が一番
望ましい

AG
BG
SO

0021
↑

0011

Reforestation of Land
currently under Agricultural
or Pastoral Use

Chocó-Manabí Corridor
Reforestation and
Conservation Carbon
Project Version 2.0

Ecuador

RICOH, Ltd.(Japan),
Fundacion Maquipucuna (EcuadorNGO),
Fundacion Ecologica Susan Sheppard
(EcuadorNGO),
Conservation International-
Ecuador/Japan(NGO),
Jatun Sacha Fondation(Ecuador NGO)

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：
ARAM0001 (ARNM0007-rev,
ARNM0017, ARNM0018,
ARNM0019)

・森林の定義の閾値以下の放牧地また
は農業地である。
・PJTがバウンダリー外の森林減少を起
こさない
・環境条件、人為影響で自発的に天然
更新しない
・PJTエリア近隣で持続可能な土地利用
がされているエリアが十分にある
・直接的な植栽、播種により植林を行う
・地ごしらえで長期に渡る土壌炭素放出
が起こらない
・収穫後植栽、萌芽更新によって植林地
が維持される
・PJTなしには土壌炭素がエロージョン、
人為活動によって減少する
・BLシナリオとして最もらしい土地利用
の候補である（？）

AG
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ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0022
Afforestation of the
cropland through
agroforestry practices

Afforestation of the
cropland through
agroforestry practices in
3658 Ha. area in Khammam
District of Andhra Pradesh,
India under ITC’s Farm
Forestry Project.　Version
no. 02

India
ITC Limited, Paperboards and Specialty
Papers Division (PSPD), Unit: Bhadrachalam

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：なし

・対象地は耕作地
・バウンダリー内の土地所有が明確で
所有者がPJT参加を希望
・直接的な植栽・播種で植林
・PJT活動によるPJT前の活動の移動な
し
・過去５年間で、PJT活動の近隣で、政
策などによる農耕地から植林地への土
地利用変化なし
・植林される土地は、稲作（耕作でメタン
放出する）面積の1%以下の小さな面積

AG
BG

0023

A/R CDM baseline and
monitoring methodology for
community rubberwood
reforestation
Version 1.1

Rubber outgrowing and
carbon sequestration in
Ghana (ROCS-Ghana)
Version 1.1

Ghana

Ministry of Food and Agriculture,
Directorate of Crop Services　(Ghana)
Rubber Outgrower Unit, Rubber Estate Ltd
(Ghana)
Rubber Outgrowers and Agents Association
(Ghana)

アプローチ：22(c) 開始時の可能性
の高い土地利用方法からの炭素
蓄積量変化

ベースとなる承認方法論：なし

・地域の土地利用形態は複合的で頻繁
に変化
・森林に回復する土地は除外
・主な目的はラテックス生産による生産
者の収入の増加
・PJTは収益目的で行わない
・PJT出資者の目的は農村開発
・地域のほとんどの人が１日2$以下で
生活
・PJTの目的はゴム植林の普及
・地域の気候は熱帯・湿潤
・生産者は小規模農家（それぞれ数ヘク
タールずつ）
・関係データの収集・保存は長期に渡り
外部サービスによる

AG
BG

0024

Baseline and monitoring
methodologies for
reforestation project
activities in abandoned
areas and
with multiple landholders
Version 1.0

SAN NICOLÁS CDM
REFORESTATION
PROJECT
Version 1.0:

Colombia CORPORACIÓN MASBOSQUES (Colombia)

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：なし

・PJT活動は放棄地で行われ経済的収
入はない
・放棄地はカーボンストックが低く、減少
傾向
・PJT活動は複合的な土地所有者に
よって実施
・PJTはバイオマス燃焼、湛水、排水を
行わない
・PJT実施による総排出量は現実純吸
収量の10%以下
・植林は直接的植栽、播種で
・地ごしらえによる長期的な土壌炭素排
出はない
・PPがモニタリング計画実施のために
十分に組織
・土地所有が明確
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ARNM 方法論タイトル
プロジェクト活動タイトル

(PDD)
ホスト国
(PDD)

プロジェクト参加者 (PDD) ベースラインアプローチの選択 適用条件
C

プール
評価

0025
Forest Restoration Carbon
Analysis version 1

Selva Central Climate
Action Project Proyecto de
Acción Climática Selva
Central version 1

Peru

Local farmers and herders (Distritos de
Chontabamba, Huancabamba, Oxapampa,
Palcazú, Pozuzo, and Villa Rica, Perú)
Fundación Peruana para la Conservación de
la Naturaleza (NGO, Peru)
The Nature Conservancy (NGO, Peru)
Universidad Nacional Agraria La Molina (Peru)

アプローチ：22(a) 現状または歴史
的な炭素蓄積量の変化

ベースとなる承認方法論：なし

・非森林地を天然更新または植栽で再
植林
・地域が自然に更新するという歴史的
データあり
・PPは十分な地上・地下部バイオマス
の定量データの収集が可能
・森林地の枯死木・リター・土壌の炭素
量は非森林地よりも多く、プールの計算
を無視できる
・地ごしらえで土壌炭素減少が起こらな
い
・PPは最低限のインプットの農業・非有
機肥料を使用しない牧畜をすると契約
・バイオマス燃焼をしない
・BLシナリオと同じグッズとサービスを
維持するため、PPは植林地で農業を行
うことが可能
・PPはバウンダリー外で排出の増加さ
せることなく農業生産効率の改善をは
かりBLシナリオと同じグッズとサービス
を維持。
・PPはPJT開始前に天然更新する面積
を決め、枯死・伐採する本数の割合を
決める。
・PPはPJT開始前にバウンダリー外で
伐採できる面積に合意する
・PPには森林生態学・リモートセンシン
グ・GISの専門家を含む

AG
BG



ＩＶ－４ A/R CDM の新方法論（ベリーズ案件）の審査内容及び経過の分析 

福嶋 崇（東大院農） 

１．背景・目的 

2005 年 2 月の発効を受け、京都議定書のもとに規定された吸収源CDMもいよいよ本格的

な運用段階に入ってきた。吸収源CDMは新規植林、再植林を対象とし、エネルギー効率改

善、廃棄物処理などを対象とする排出源CDMとは異なるルールが設定された1。 
事業者は、事業を CDM として申請するために、承認された方法論（Methodology）に基

づいて事業を計画し、プロジェクト設計書（PDD：Project Design Document）を提出する。

承認方法論の中で当該事業に適用できるものがない場合、事業者は新方法論を CDM 理事会

（EB：Executive Board）に提出することが出来る。しかし、排出源 CDM と比して 2 年

遅れ（2003、2004 年）のルール決定となり議論がなかなか進んでいない吸収源 CDM の場

合、方法論の記載内容の理解が困難なこともあり、承認方法論は 1 件（通常規模）しかな

い（2006 年 3 月現在）。大半の事業者は、今なお CDM として申請する以前の段階、つまり

新方法論を計画もしくは承認申請をしているという状況にある。 
本稿は、吸収源 CDM の新方法論として初めて提出、その後 2 度にわたり再申請された

ベリーズ案件（ARNM0001、0005、0013）に着目し、提出新方法論に対する EB のコメン

トとあわせて、申請者がどのように対応してきたのかについて分析する。これらを通じ、

Learning by Doing で CDM の議論がどのような経過をたどってきたのかを CDM を志す事

業者の参考とすることを目的とする。 
 
２．方法論と PDD 

方法論とPDDそれぞれの説明及び両者の相違点について、クライメート・エキスパーツ

の松尾直樹氏が「CDM方法論ガイドブック」（2004.11）2の中で詳細に解説しているのでこ

れを中心にレビューする。 
方法論とは同種の事業に対し、事業要件の決定を共通の方法で行うことを規定する「標

準化手法」である。方法論を用いる理由として、事業の汎用性を高めると共に EB の承認を

要する点でその質を高める意図がある。そして方法論にはどういった事業に適用されるの

かの条件があわせて記載されることとなり、方法論を事業に採用するにあたっては適用条

件に合致することが必要になる。方法論は手法であり、PDD は設計書であるという点で既

にその違いは明白とも言えるが、その記述の仕方にも差が生じる。この違いを松尾氏の言

葉を借りて説明すると以下のようになる。方法論は固有名詞を極力用いず、状況をも言葉

で記述する必要があるが、一方で PDD には固有名詞を用い、適用方法論の論理の流れを忠

実に再現していくことが求められる。なお、方法論の申請段階で共に提出される PDD は審

査の対象とはならないことから、この時点ではあくまで暫定版のものが提出される。 
方法論は大きくベースラインとモニタリング方法論に分かれる。ベースライン方法論に

は、①ベースラインの同定、②ベースラインシナリオ・プロジェクトシナリオでの排出量

の算定方法、③不確実性の評価やプロジェクト境界の設定、これらを通じ、いかにして排

                                                  
1 決定ルールについては林野庁・CDM植林ヘルプデスクHPに詳しい

（http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htm） 
2 http://gec.jp/gec/JP/publications/CDM_Meth_Guidebook_J0.pdf

http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/cdm/top.htm
http://gec.jp/gec/JP/publications/CDM_Meth_Guidebook_J0.pdf


出削減量を計算するかについて記述する。モニタリング方法論は、ベースライン方法論で

設定した排出削減量の計算をいかに実施するか、計測するかを記述する。 
 
３．吸収源 CDM の方法論 

吸収源CDMの方法論は現在 20 件が提出されており（2006 年 3 月現在）、UNFCCCのHP3

で方法論の審議状況をチェックすることが出来る。方法論の判定について、Aは承認、Bは

再提出、Cは非承認である。2004 年 11 月に 初の方法論が申請されて以来、長らくC判定

が続くなど関係者の間でも失望の時間が続いていたが、提出方法論に対するEBの勧告書

（Recommendation Paper）を参考に議論の方向性が次第に明らかになってくるにつれ、B
判定を得る方法論が増え始め、2005 年 11-12 月のCOP11 及びCOP/MOP1 直前のEB・第

22 回会合でようやく 初の方法論（AR-AM0001）4が承認された。そして、小規模案件に

ついて、草地・農地に適用できる方法論案がEBにより開発された（COP/MOPでの承認は

まだ）。関係者からも「承認方法論が出たことでようやく新方法論作成の方向性が明らかに

なってきた」との声も聞かれ、承認方法論の誕生によって吸収源CDMはその発展において

大きな一歩を踏み出したと言える。 
 
４．ARNM0001 の概要 

ベリーズ案件の方法論は、ARNM0001、0005、0013 として、3 度にわたり提出されてい

る。ARNM0001 に対する EB の評価は C 判定、0005 は C 判定、そして 0013 はようやく

EB・第 23 回会合（2006.2）にて B 判定を得ている。以下、ベースライン方法論、モニタ

リング方法論に分け、この ARNM0001 の概要、EB からのコメント、そしてコメントに対

する事業者の対応についてレビューをする。 
ARNM0001 と共に提出された暫定版 PDD におけるベリーズ事業の概要を表 1 に示す。 

表 1：ベリーズ事業の概要 
事業名 The Mountain Pine Ridge Reforestation Project 

実施者 

・Silviculture Belieze Ltd.(ベリーズ) 

・The Mountain Pine Ridge Forest Company Ltd.(ベリーズ) 

・Brinkman & Associates Reforestation Ltd.(カナダ) 

事業の概要 

・ベリーズ国の国立公園内において、マツクイ虫被害により荒廃した森林における再植林

・植栽樹種：カリビアマツ   ・対象面積：8,700ha   ・開始時期：2002/8(30 年間)

・クレジットタイプ：lCER   ・CER 獲得量：1,848,000t-CO2(30 年間) 

 
（１）ベースラン方法論 

タイトル「Plantation establishment and management in a fire maintained ecosystem」。 
方法論はベースライン、プロジェクトシナリオ共に森林火災などの自然・人為的撹乱が

起こることを想定して設計された。地理的、生態学的なレベル双方からの統計的に階層化

                                                  
3 http://unfccc.int/2860.php/
4 http://www.jopp.or.jp/CDM/doc/ARAM0001sum-jp.pdf（海外産業植林センターによるサ

マリーの仮訳） 

http://unfccc.int/2860.php/
http://www.jopp.or.jp/CDM/doc/ARAM0001sum-jp.pdf


を行い、これに基づいてカーボンプールの計測がなされる。また、非管理地域から系統だ

ったサンプルプロットを選定し、ベースラインモデルの微調整を行う。火災発生頻度の推

計は、近隣のもしくは比較可能な生態系からの長期的なデータを基にする。 
 適用条件は以下の 7 つ。①吸収源 CDM 適地、②10 年以内の頻度で森林火災が発生する

サバンナで、集中的な施業なしでは天然の森林造成は遅く、もしくは起こらない、③伐木

搬出や撹乱により樹木の種子は減少、④CER 売却益なしでは森林プランテーションの造成

は経済的に不可能、⑤当該地での植林活動が無い場合の土地利用は広範囲の放牧など集約

度の低い活動に限定、⑥事業以前の土壌有機炭素のレベルは低い、⑦地域社会からの要求

は小さい。対象となるカーボンプールは地上バイオマス・地下バイオマス、で土壌有機炭

素・枯死木・リターは計測しない。ベースラインアプローチは「（C）プロジェクト開始時

におけるもっとも起こりそうな土地利用形態における、プロジェクト対象地内の炭素蓄積

変化」を採用。 
追加性は以下の 5 ステップを通じ証明。①現在の法律、規則のもとでの事業活動の代替

案の特定、②CER 売却益なしでの代替案の投資分析、③CER 売却益なしでの事業実施の障

壁の特定、④同様の事業が実施されているかの分析、⑤CDM 登録の影響の分析。ベースラ

インシナリオは、政策の影響、事業の障壁の特定、追加性の証明の手順を経て定義。 
プロジェクト境界内の炭素蓄積の変化は、以下 3 つの項目の結果として起こる。①土地

利用転換、伐木搬出、人為的な火災などによる生態系の構成要素への直接の人為的影響、

②自然の撹乱や連続した生態系のプロセスを含む、自然の生態系のダイナミクス、③外来

種の侵入や気候変動を引き起こす地球温暖化などの非直接的な人為的なフィードバックの

メカニズム。リーケッジは、森林火災防止などの管理に伴って発生するリーケッジ、プロ

ジェクト実施に伴う木材供給や価格変化による、プロジェクト境界外における土地利用変

化からのリーケッジの 2 つ。想定する不確実性は以下の 5 つ。①想定した状況の潜在的な

変容可能性、②サイト外の研究データの適用の不確実性、③地理的データの空間解像度の

不確実性、④変数の特定の値の不確実性、⑤乾燥地域での分解に伴うメタン、N2O 排出量

の不確実性。 
 
（２）モニタリング方法論 

 タイトル「Plantation monitoring through systematic plotting」。 
 方法論の適用条件は、①土壌、リター、枯死木のカーボンプールに自然変化がない、②

地域コミュニティの資源利用の変化というリーケッジをもたらさない、③植林は高いレベ

ルで森林の均一性を高める、の 3 つ。 
 土壌有機炭素、枯死木、リターなどのサンプリング頻度は、事業開始時から 2012 年まで

1 年ごと、以降 2032 年まで 5 年毎。階層ごとに 5-30 個のプロットを設け、非管理のコン

トロールエリアから 10 プロットを設定する。プロットの大きさは 0.02ha。プロット内の全

木数、草本・潅木層の被服率、平均樹高が計測される。プロット内の 10 本の木を系統的に

選別し、樹高、健康状態、胸高直径が計られる。QC／QA(品質管理・保証)に関しては、外

部監査、GPS、IPCC やその他の情報を用いる。 
 
 



５．ARNM0001（C 評価）に対する EB の主なコメント 

（１）ベースラン方法論 

方法論は他の事業にも適用可能な一般的なものであることが求められる。 
方法論は土地の適格性を証明できていない。これは追加性の証明とリンクしており、土

地の適格性は適用条件とはならない。CER 売却益なしでの経済性の欠如や経済的に魅力の

ある土地利用代替案の限界が適用条件として述べられているが、これらは追加性の証明の

項目である。適用条件として、プロジェクトシナリオがベースラインから除外されている。

PDD においてベースライン方法論の適用はベースラインシナリオに適切にリンクしていな

い。今のままでは他のプロジェクトへの適用可能性がない。 
火災発生頻度は方法論の適用条件として扱われているが、ベースラインの火災の取り扱

いについての計算式・アルゴリズムがない。火災頻度のモニタリングのデータの扱いが不

明確。用語を適切に使っていない。計算式は様式・手続きの定義と関係がなく、リーケッ

ジが正確に述べられていない。不確実性が全てカバーされていない。階層化の方法が説明

されていない。プロジェクト境界の定義が明白に記述されていない。国家、セクター別の

政策の考慮が不十分。 
 
（２）モニタリング方法論 

サンプリングの設定が不完全。 終データの使用が一部不透明。不確実性のアセスメン

トの不足。カーボンプールの選択が不適切。非管理のコントロールエリアのプロット数が

統計的にみて不十分。参加者によってコントロールされたコントロールプロットは結果を

ゆがめる恐れがある。社会、政治的変数がモニタリングされていない。 
 
６．EB のコメントを受けての ARNM0005 の 0001 からの主な変更点 

書式及び内容に関して、ARNM0001 と比較して大きく変化が見られる。 

（１）ベースラン方法論 

タイトル「Plantation forestry with baseline control」に変更。方法論のステップは以下

の通り。プロジェクト境界を設定し、土地の適格性を判断する。次いで追加性を証明し、

ベースラインシナリオの決定。ベースラインコントロールエリアを設け、ここからベース

ラインシナリオ、プロジェクトシナリオの炭素蓄積量を推計。これにリーケッジを勘案し

て、プロジェクトによる純人為的吸収量を算出。 
適用条件は、①コントロールエリアでのベースラインシナリオの炭素蓄積量を測定可能、

②代表的なベースラインコントロールエリアを設定可能、③必要な技術を用いて集中的に

ベースラインコントロールエリアの管理が可能、と抜本的に変更。測定対象となるカーボ

ンプールを、地上・地下部バイオマスのみならず、リター、枯死木、土壌有機炭素に拡大。

ベースラインアプローチを「（b）投資分析を考慮した、 も経済的に魅力のある土地利用

形態における、プロジェクト内の炭素蓄積変化」に変更。 
追加性の証明に、EB の開発した「追加性ツール」を導入。国家・地域の政策の考慮につ

いてもこの追加性ツールの中に組み込んでいる。プロジェクトエリア及びベースラインコ

ントロールエリアの階層化の手順の説明をより詳細に。リーケッジに関しては、リーケッ

ジ・ツールを独自に開発し、考慮している。その中身も大きく変わり、①プロジェクト管



理活動（森林火災防止、苗床設置など）からの排出、②用材生産に伴って発生する市場の

経済的リーケッジ（伐採、運搬、他の用材生産者の動向への影響など）からの排出。不確

実性のアセスメントについては、追加性、ベースラインシナリオ、リーケッジ推計のため

のモデルの不確実性、サンプリングを通じた検証が行われない場合の変数の値の不確実性、

1989 年末に森林でなかったことを証明するデータの不確実性を考慮。 
 
（２）モニタリング方法論 

タイトル「Plantation forestry with baseline control」に変更。ベースラインコントロー

ルエリアを適切な形で設定することにより、プロジェクトの開始時からの炭素蓄積量のチ

ェックが可能となる。 
適用条件はベースラインコントロールエリアを設定することにより、ベースラインシナ

リオの炭素蓄積量が計測可能であること。 
サンプルプロットの設定や土壌有機炭素のモニタリング頻度などが、検証時や 1 度きり

などに減少。燃料使用量、肥料使用量のモニタリング頻度はそれぞれ毎月、毎年に増加。

管理・エネルギー・市場リーケッジのモニタリング頻度は、それぞれ適宜、毎月、一度。 
 
７．ARNM0005（C 評価）に対する EB の主なコメント 

（１）ベースラン方法論 

C 評価の主要な理由は 5 点。①プロジェクト境界という用語の誤った使用。②ベースラ

インコントロールエリアがプロジェクト境界と関連していない。③重量の計測の手順、土

地利用の分類や階層化の要因と結び付けて開発する必要がある。④モニタリングされる階

層ごとのベースライン土地利用の決定のための経済学的モデルが方法論の一部として提出

される必要がある。⑤ベースラインコントロールエリアの管理の点について混乱が見られ

る。 
サイトの分割がプロジェクトシナリオに記載されるべき。単位は全ての計算式の変数に

つけられるべき。ベースラインコントロールエリアのベースライン管理がどの程度吸収量

の計測に反映されているのか疑問。“経済的に も魅力のある”土地利用形態がいかに決定

されるのかについての透明性のある記述がない。ベースライン管理がなされる場合、この

ための化石燃料使用、肥料、畜産、野焼きなどの排出があるはずであり、これらはモニタ

リングも計測もされていない。プロジェクト境界の定義について、1989 年末に非森林だっ

たことの証明として衛星写真を用いるとしているが、これらのデータをいかに分析するか

についての記述がない。同様に、非森林だったことを示すための手順を示していない。加

えて、プロジェクト開始時に当該地が非森林だったことを証明する手順もない。プロジェ

クト境界が明確にされていないためリーケッジも不明確。市場リーケッジに関して、需要

弾力性の考慮、計測頻度の増加などさらなる調査が求められる。国家政策も追加性のテス

トに組み入れられるべき。カリビアマツのモデルについては、同じ熱帯地域で開発された

ものがより望ましい。 
 
（２）モニタリング方法論 

非承認の主要な理由は以下の 5 点。リーケッジのモニタリングは、理解の不足により不



完全。ベースライン決定のための社会経済影響のデータが収集されていない。ベースライ

ンの森林火災頻度のモニタリングの欠如。リーケッジ推計のためのモデルのデータがモニ

タリングによってカバーされていない。地ごしらえがモニタリングされていない。 
大 10 本の木を測定といった計測の記述が不十分。実際に何本の木が選ばれるのか、い

かに個々の木を選ぶのかについて記述がない。土地利用の代替案からの経済面のアセスメ

ントが不十分であり、ベースライン吸収量の再計算が求められる。ベースラインの火災頻

度をいかに決定するかの方法論がない。ストック量とストック変化量の混同が見られる。 
 
８．EB のコメントを受けての ARNM00013 の 0005 からの主な変更点 

ARNM0005から0013に関しては、0001から0005ほど抜本的な変更とはなっていない。 
（１）ベースラン方法論 

タイトル「Afforestation/Reforestation with Baseline Control Area/s」に変更。プロジ

ェクト境界内に、プロジェクト対象地に加えてベースラインコントロールエリアを組み込

む形に。適用条件として、ARNM0005 の 3 つに、④ベースラインシナリオのもと、炭素蓄

積量減少など管理によるバイアスのリスクを増加させることなく、ベースラインコントロ

ールエリアの管理が可能、を追加。 
プロジェクト境界の設定がより詳細に記述されるようになった。土地の適格性の証明の

ために適格性ツールを独自に開発。その手順は、①森林の定義の確認、②アセスメント対

象地が 1989 年末に非森林だったか、③1989 年末の非森林地域が現在も非森林か、④1989
年末の非森林地域が現在森林となっている場合、それが一時的なものかどうか、という 4
つのステップを経て土地の適格性を証明する。追加性ツールをほぼベースに、ベースライ

ンシナリオ・ツールを独自に開発。吸収量の計算において、「森林造成が進むとベースライ

ンコントロールエリアの管理のための排出増が見込まれる」ことが考慮されるようになっ

た。リーケッジについて、以下の三点に関して変更。市場のリーケッジを、市場リーケッ

ジ・ツールを独自に開発し検証。また、当該事業が吸収源 CDM 事業として採用されること

で同地域における他の植林事業を減少させる可能性がある。これを独自に開発した AR 転

換・ツールを用いて検証。 後に、事業の導入により住民の移転が起こる場合がある。こ

れを移転リーケッジ・ツールを独自に開発し検証。不確実性は ARNM0005 の 3 つに加え、

「5 つ全てのカーボンプールを考慮しないことによる不確実性」を追加。 
 
（２）モニタリング方法論 

タイトル「Afforestation/Reforestation with baseline control area/s」に変更。 
適用条件は、ARNM0005 の 1 つに、以下の 3 つが追加された。代表的なベースラインコ

ントロールエリアの設定が可能、ベースラインコントロールエリアの管理が可能、ベース

ラインシナリオのもと、炭素蓄積量減少など管理によるバイアスのリスクを増加させるこ

となく、ベースラインコントロールエリアの管理が可能。 
サンプルプロットの設定や土壌有機炭素のモニタリング頻度について、「検証時から少な

くとも 5 年以内」に変更。土壌有機炭素のモニタリングについて、地表から 60cm までの

サンプルを採取するとしていたものを、 大 120cm までに変更。石灰使用、畜産のモニタ

リングが追加。リーケッジのモニタリングの項目が、管理・エネルギー・市場リーケッジ



の大枠での三項目のみの記載だったのに対し、項目を細分化。ガス、ディーゼルからの単

位量あたりの GHG 排出量について、IPCC のデフォルト値を 新の情報に更新。 
 
９．ARNM0013（B 評価）に対する EB の主なコメント 

既に認可された AR の方法論を参照することを薦める。 
（１）ベースラン方法論 

提案方法論は、ベースラインシナリオ、生物理学的な条件、全ての炭素プールと多くの

排出源のカバー、リーケッジのタイプの点で不明確である。しかし、これらの記述と必要

なデータがあれば、当該方法論は非常に明確なものとなる。ベースラインコントロールエ

リアの設定、バイアスなしでのベースライン管理計画に従った管理、そのモニタリングが

可能でなければならない。プロジェクト実施者はベースラインアプローチ（b）を正当化す

る明確なビジネス上の観点を有しなければならない。方法論は複数の土地所有者がおり、

プロジェクトエリアが分割されるようなプロジェクトには適用不可能である。 
この方法論は広い適用可能性、透明性があるが、コスト集約的な方法論である。手続き

的な要求や基準は、しばし CDM の様式や IPCC による LULUCF の GPG の水準を超えて

いる。ベースラインコントロールエリアの管理やモニタリングを含むモニタリング方法論

は GHG 吸収量の検証可能な推計を可能とする。方法論は事前の推計よりもむしろ事後のベ

ースライン、純吸収量の推計について部分的に記述している。しかし、ベースライン方法

論に求められるのは事前の推計であるため、これでは不適切である。ベースラインシナリ

オの定義は追加性のテストの前にそれ自身のステップとして記述される必要があり、追加

性テストはベースラインシナリオの事前選定の際になされる必要がある。リーケッジの事

前推計が明確に記述されるべき。燃料消費など、全ての考えられる計算式が提供されるべ

き。方法論の正確性を増し、取引コストを低減させるためのプロジェクト境界の再考。通

常、潜在的土地は所有権、 近の土地利用、その他の基準によって定義される。 
 
（２）モニタリング方法論 

いくつかのマイナーな変更として追加的な説明や方程式の変更が必要。実施地域での測

定が記述されていない。各手続きに関する記述を追加すべき。事業活動対象の階層と同様

にベースラインコントロールエリアにおける森林介入の実施は提案者のコントロール下に

完全に置かれるため、詳細な方法論は含まなくても良い(適用条件)。森林火災、疫病、病虫

害といったリスクがモニタリングされていない。モニタリング手続き、検出、影響を受け

る地域の決定、コントロール地域での炭素消失量の定量化をいかに進めるか、が詳細に記

述されるべき。カーボンプールの推計に当たっての全部の不確実性をいかに計算するかに

ついてのガイダンスが提供される必要がある。モニタリングコストを減少させ、方法論の

適用可能性を増すため、プールごとのサンプリング手順、5 年毎の土壌有機炭素のサンプリ

ングなどについて再考されるべき。また計算式との測定誤差が 10%以内の場合、事業に用

いることが出来る。 
 
１０．まとめ 

以上の分析から、様々なことが読み取れる。 



先ず一点目は CDM の Learning by Doing の特性である。方法論及び PDD のフォーマッ

トはあるものの、記述内容のガイドラインといったものはまだなく、ARNM0001、0005、
0013 と方法論を提出する度に中身が大きく変化している項目がいくつも見られる。EB の

コメントについても、ARNM0001、0005 では特に言及のなかった項目に対して、0013 に

なって新たに言及される項目が出てくるといったこともある。これはその他の方法論の審

査の過程の中で新たに盛り込む必要が生じてきたためとも考えられる。 
次に、EB が開発したツールの使用についてである。例えば、EB は追加性ツールの開発

にあたり「あくまで参考として、必ずしも用いる必要はない」としていた。しかし、他の

方法論に対するコメントを見ると「追加性ツールを使用していない」とのコメントが出さ

れるなど、事実上、事業者は開発されたツールの使用を義務付けられているとも言える。 
EB は方法論や PDD の審査にあたりボトムアップアプローチを採用している。このこと

により審査に多大な時間・労力を要することとなり、審査の遅れを招いてきた。事業者側

にとってはこうした審査状況に対し待機の姿勢を余儀なくされるのみならず、同時に常に

新の情報を収集し、自身の事業計画や方法論・PDD に反映していかねばならず、大きな

負担となっている。まして、吸収源 CDM は常に排出源 CDM の議論を参考にして動いてい

くため、吸収源 CDM の事業者は排出源 CDM の議論にも目を配る必要があるという点で、

さらなる労力を要することになる。こうした中、EB がトップダウン的に開発した新方法論

がガイドラインとしてその役割を果たすことが期待されるが、先述のように EB は新方法論、

PDD の審議に多大な時間、労力をとられているため、なかなか新方法論の開発まで手が回

らないというのも実情のようだ。とはいえ、2005 年 11 月になり、AR-AM0001（通常規模、

荒地）が承認され、小規模方法論案（草地、農地における植林に適用可）が 1 つ出たこと

で、これらがガイドラインとしての役割を果たすことが期待でき、吸収源 CDM の発展に大

いに寄与すると思われる。 
 



 

ＩＶ－５ 承認された方法論の解説－ARAM0001: 荒廃地の再植林－ 
邊見 達志（パシフィックコンサルタンツ（株）） 

 

1.1. 承認された方法論の概要 
本方法論は、荒廃地において再植林を行うプロジェクトを対象として開発されたものであり、

第 22 回 CDM 理事会において、A/R CDM プロジェクトとしては 初に承認された方法論であ

る。 

本方法論の特徴は、いくつかあるが主なポイントは以下の通りである。 

・ 対象とする炭素プールが地上部及び地下部バイオマスに限定されている。 

・ プロジェクトの開始段階で、プロジェクト対象地に立木がある場合も適用可能。 

・ プロジェクト対象地の層化（Stratification）を詳細に説明している。 

また、方法論は、54 ページあり、排出源 CDM の方法論の標準的なページ数（10 ページ前

後）と比較して、膨大である。これは、本方法論が、プロジェクト対象地の層化、サンプリングの

方法（サンプルプロットの数、設置、サイズ等）から炭素蓄積量の推定など、森林の材積を把握

するためのマニュアルのように記述されていることが理由として挙げられる。また、計算式が多

用され、それぞれの式が詳細に分解され、計算式に使用されている変数がさらに説明されて

いることも理由の 1 つである。さらに、本方法論がさまざまな状況を想定して、比較的詳細にケ

ース分けや、炭素蓄積量の変化に関する複数の推定方法が示してあることも、ページ数増加

の要因となっている。 

このように本方法論は、ページ数が多く煩雑に見えるが、構造は比較的シンプルであり、方

法論にある手順や手法をたどることで A/R CDM プロジェクトを実施することができるように設計

されている。また、内容は構造的に構成されていることから理解することはそれ程難しくはな

い。 

本方法論の構造は、ベースライン方法論とモニタリング方法論から構成される。ベースライン

方法論では、ベースラインシナリオ（A/R CDM プロジェクト活動が実施されなかった場合に起

こっていたシナリオ）を特定し、プロジェクト実施前の吸収量を推定する方法が説明されている。

モニタリング方法論では、プロジェクトを実施して実際に植栽した樹木による吸収量を推定す

る方法が説明されている 

 

本方法論のベースとなった実際の植林プロジェクトは、中国の南西部に位置する広西荘族

自治区の河川流域を対象とした植生回復プロジェクトである。PDD によると、植林面積は

4,000ha を対象としており、マツ（Pinus massoniana）、フウ（Liquidambar formosana）、コウヨウザ

ン（Cunninghamia lanceolata）、ユーカリ（Eucalyptus sp.）、オーク（Quercus griffithii）等の植栽

を計画している。 

温室効果ガスの吸収量は、クレジット期間の 30 年間で、合計 986,908 t-CO2を想定してい

る。これは、年間平均吸収量に換算すると 32,897 t-CO2となり、haあたりに換算すると 8.2 

t-CO2/年となる。また、非永続性の対応としては、lCERを使用している。 
 

1.1.1. ARAM0001 の内容 
1.1.1.1. 適用条件 

本方法論は、以下の条件を満たすプロジェクト活動に適用可能である。 

 

 プロジェクト活動は、プロジェクトバウンダリー外において事前のプロジェクト活動

（pre-project activities）へのシフト（転換）にはつながらないこと、すなわち、植林対象

地は、提案されたA/R CDMプロジェクト活動において、少なくともプロジェクト活動がな

 



 

い場合と同じ量の財とサービスを提供し続けることができること 

 再植林対象地は、11/CP.7 及び 19/CP.9 で決定されているように DNA が森林として定

義する植生指標（樹木の林冠と樹高）を下回って極端に劣化しており、劣化は現在も

進行していること 

 環境条件や人為的行動に起因する土地劣化により、自然林植生の拡大が起こらない

こと 

 土地は、直接的な植え付けや播種により再植林されること 

 プロジェクトサイトの準備によって、長期にわたり大量の土壌炭素が排出されないこと 

 植林地は、短伐期もしくは長伐期で収穫伐採され、直接的な植栽や天然萌芽によって

更新されること 

 土壌有機物、落葉楽枝、枯死木による炭素蓄積は、土壌浸食と人的介入によりさらに

減少するか、もしくはプロジェクトシナリオに関連したプロジェクト活動が行われない場

合は、それほど増加しないこと 

 プロジェクトケースでは、プロジェクトバウンダリー内における放牧は行われないこと 

 セクション II.4 のベースラインシナリオ決定のための手続きの適用は、ベースラインアプ

ローチ 22（a）（プロジェクトバウンダリー内における、炭素プールの現在および過去に

おける炭素蓄積量の変化）がベースラインシナリオの決定において も適当な選択で

あり、また、土地はプロジェクト活動がない場合は劣化したままであるとの結論につなが

ること 

 

1.2. 承認された A/R CDM 方法論の詳細 － ベースライン偏 
1.2.1. 選択された炭素プール 

本方法論で対象とされる炭素プールは、下表に示した通り「地上部」及び「地下部」の炭素

プールである。適用条件にあるように本方法論で想定されているベースラインシナリオでは、さ

まざまな要因によって枯死木、落葉落枝、土壌有機炭素の炭素プールが減少すると想定され

ている。このため、これらの炭素プールを計算から除外したほうがより保守的となる。これは、ベ

ースラインシナリオで減少するこれらの炭素プールは、プロジェクト活動を行うことにより増加す

るため、計測に含めるとプロジェクト全体での吸収量が増加することになるためである。 

 

炭素プール  選択されている

か ( yes/no)  

正当化 / 説明  

地上部 Yes  プロジェクト活動に関連する主要な炭素プール  

地下部  Yes  プロジェクト活動に関連する主要な炭素プール 

枯死木 No  適用可能性に基づく保守的なアプローチ  

落葉落枝 No  適用可能性に基づく保守的なアプローチ 

土壌有機炭素 No  適用可能性に基づく保守的なアプローチ 

 

 



 

 
1.2.2. 土地の適格性 
1.2.3. プロジェクトバウンダリー 

本方法論で対象となる植栽地は、詳細で厳密な定義付けを求められる。対象地は、ポリゴン

で定義付けすることが可能である。バウンダリーを地理的に検証可能かつ、透明性のあるかた

ちにするため、ポリゴンの全ての隅は GPS によって計測、記録、保管、リストアップされる必要

がある。 

また、プロジェクトバウンダリーは、以下の排出源からのガスを含む。 

 化石燃料の燃焼：CO2 

 バイオマスの燃焼：CO2（ただし、炭素プールの変化の一部として計上） 

 肥料の使用：N2O 
 
1.2.4. ベースラインシナリオ特定 

方法論の中でも も重要な部分であるベースラインシナリオの特定は、ステップ･バイ・ステ

ップアプローチによって示されており、以下の通り段階的に特定する方法が示されている。 

Step 1：可能性のある将来の土地利用形態を特定しリストアップする 

こうした土地利用の代替案には、公共または民間の土地利用が含まれ、同じような A/R 

CDM プロジェクトやその他の実現可能性のある土地開発の活動が含まれる。また、こうした土

地利用を考慮する上で、関連する国やセクター別の土地利用政策も考慮することが必要とな

る。 

 

Step 2：Step 1 で特定された土地利用代替オプションにおいて、プロジェクト対象地が放棄され

荒廃しつづけるシナリオが、 も起こりうるシナリオであることを証明する。 

シナリオの証明方法として、以下の 3 種類が提案されている。 

・ 一般的な方法：近くにある類似した土地が、特定された土地利用代替オプションのような

利用がされないことを証明する。 

・ 代替土地利用オプションが森林である場合：追加性証明ツールの投資分析またはバリア

分析を行い、植林が魅力的なオプションでないことを証明する。 

・ 代替土地利用オプションが農地である場合： プロジェクト対象地は、林地としての利用

に法的に制限されていることを証明する。もしくは、追加性証明ツールの投資分析を行

い、農地としての利用は収益性がないことを証明する。 

 
Step 3：以上の結果を裏付けるため、植林対象地が実際に荒廃していることを証明する。 

過去及び現在の土地利用や被覆の変化の社会経済的な背景を分析し、こうした変化に影

響を与える主要な要素を特定する。このためには、1990 年前後及び A/R CDM プロジェクトの

開始前について、図面や衛星画像、現地調査、土地所有者へのインタビューなど、複数の情

報源を使用する。また、具体的には以下の指標から推測することが可能である。 

・ 植生の荒廃：木本以外の植生の被覆が、持続可能な採取以外の理由で減少している。 

・ 土壌の荒廃：直近の 2 時点比較で、土壌浸食が増加している。直近の 2 時点比較で、土

壌有機物の含有量が減少している。 

・ その他、自然状態では、高木層の拡大が起こらないことを示す。 
 

1.2.5. 追加性 
本方法論では、A/R CDM プロジェクト用の追加性証明ツール（“Tool for the demonstration 

and assessment of additionality for afforestation and reforestation CDM project activities”）の

適用が義務付けられている。A/R CDM の追加性証明ツールは、排出源 CDM プロジェクトの

追加性証明ツールとほぼ同じ構成となっている。異なる点は、プロジェクトで対象とする土地が

 



 

A/R CDM プロジェクトとして適格性があるかどうかを事前スクリーニングする点である。また、

A/R CDM の追加性証明ツールでは、慣習分析（排出源 CDM の追加性証明ツールの Step 4 

“Common practice analysis”）が要求されていない点も排出源 CDM と異なっている。 

追加性証明ツールは既に多くの文献で解説されているため、ここではこれらの文献を紹介

するにとどめる。 

【A/R CDM の追加性証明ツール】 

・ A/R CDM プロジェクト活動における追加性の証明と評価のツール（海外産業植林セン

ター） 
http://www.jopp.or.jp/CDM/forms.html

 

【排出源 CDM の追加性証明ツール】 

・ 図解京都メカニズム（環境省）： 
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kyoto.html

 

・ CDM/JI 事業調査 事業実施マニュアル（財団法人地球環境センター）： 
http://gec.jp/gec/gec.nsf/jp/Publications-Reports_and_Related_Books-CDM-Manual-2005

 
 
1.2.6. 吸収量の推定 

 
1.2.6.1. ベースライン純吸収量の推定 

ベースライン純吸収量の推定は、各層の炭素蓄積量の変化の合計を決定し、それら全ての

層の吸収量を合計して求める。ベースラインは事前（ex-ante）で求められ、クレジット期間中は

固定される（モニタリングの必要はない）。ベースライン純吸収量の推定は、ベースラインシナリ

オの特定と同様にステップ･バイ・ステップアプローチで行う必要がある。 

a) 各層の炭素蓄積量の変化の合計を決定 

・ 立木のない層では、地上部・地下部バイオマスの炭素蓄積変化の合計はゼロ「０」に設

定される。 

・ 立木のある層では、地上部・地下部バイオマスの炭素蓄積変化の合計は、樹木の本数と

成長量の予測に基づいて決定する。予測には、成長モデル（収穫モデル）、相対成長式、

その地域または国、もしくは IPCC のデフォルト変数を使用する。 

b) 全ての層のベースライン純吸収量を合計 

 

ベースライン純吸収量は、次式により求めることができる。 

 
ここで、 
i  層 

j  樹種 
ΔCBSL,t t年における樹木のバイオマスに含まれる炭素蓄積量変化の合計  
ΔCij,baseline,t 
  

t年における層 i、樹種 j の樹木のバイオマスに含まれる年間平均の炭素蓄積量

変化（tonnes CO2 yr-1） 

t  1年からクレジット期間の長さ 

 
樹木の育成していない層においては、ΔCij,baseline,t＝0であるが、樹木が育成している場合

は、以下のいずれかの方法でΔCij,baseline,tを求めることが必要である。 

 

http://www.jopp.or.jp/CDM/forms.html
http://www.env.go.jp/earth/ondanka/mechanism/kyoto.html
http://gec.jp/gec/gec.nsf/jp/Publications-Reports_and_Related_Books-CDM-Manual-2005


 

 

（a） Method 1（炭素増減法）：炭素の年間平均増加分と減少分を比較する方法だが、ベ

ースライン吸収量を保守的（高く）に設定するため、減少分は0と設定する。 

（b） Method 2（ストック変化法）：ある2時点での炭素蓄積量の変化を推定する方法。 

 
1.2.6.2. 事前の現実純吸収量の推定 

 
（a）検証可能な炭素プールの変化 

2 時点のモニタリングの期間における層 i、樹種 j の樹木のバイオマス（地上部・地下部）に含

まれる年間平均の炭素蓄積量の変化は、Method 1（炭素増減法）もしくは Method 2（ストック変

化法）のいずれかを使用して求める。 

なお、Method 1 を使用した場合は、バイオマスの減少に伴う炭素蓄積の減少量を推定する

必要がある。推定には、商業伐採、薪炭材の採取、自然減少による炭素蓄積量の減少を含め

る必要がある。詳細は、本方法論の Section II の式（12）～（15）を参照されたい。 

 

（b）排出源からの温室効果ガスの排出 

A/R CDMプロジェクト活動は、CO2、CH4、N2Oといった温室効果ガスを排出する可能性が

ある。これらの温室効果ガスは、それぞれ以下のプロセスから排出されると想定されている。 

・ 地拵え、間伐、伐採による化石燃料の燃焼 

・ 植栽木との競争もしくは地拵えによる木本以外の植生の減少による炭素蓄積量の減少 

・ 地拵えによるバイオマスの燃焼によるCO2以外の温室効果ガスの排出 

・ 窒素肥料の使用によるN2Oの排出 

 

こうしたプロセスから放出される温室効果ガスは、本方法論の Section II の式（16）～（25）に

より算定する必要がある（詳細は本方法論の原文を参照されたい）。 

 
（c）現実純吸収量 

現実純吸収量は、「層i、樹種jの樹木のバイオマスに含まれる年間平均の炭素蓄積量変化

（t-CO2換算）」から「A/R CDMプロジェクト活動を行ったためにプロジェクトバウンダリー内から

発生する温室効果ガスガスの排出量（t-CO2換算）」を差し引いて求める。すなわち、これは樹

木が成長して蓄積されたCO2からプロジェクト活動によって排出されたCO2を差し引くことであ

る。 
 

1.2.6.3. リーケージ 
リーケージの推定は、過小評価にならないよう保守的なパラメータを選択する必要がある。

また、本方法論の適用可能条件にあるとおり、対象地の農業や放牧目的の利用が他の土地

へ移動してはならない。同様に A/R CDM プロジェクト活動が、プロジェクトバウンダリー外の再

植林活動の減少や森林減少の増加につながってもならない。 

このような条件があるため、本方法論では車両からの温室効果ガスのみをリーケージの対象

として計算することとなっている。すなわち、本方法論では、適用可能条件において、車両以

外のリーケージがあるプロジェクトを実質上除外していることになる。リーケージの式は以下の

通り。 

 

 
ここで、 
LK  車両からの温室効果ガスの排出量（tonnes CO2-e yr-1） 

 



 

i  車両タイプ 
j  燃料タイプ  
EFij 車両タイプ i、燃料タイプ j における排出係数（kgCO2/リッター） 
FuelConsumptionij 車両タイプ i、燃料タイプ j の燃料消費量（リッター）  

nij 車両の台数 
kij 車両タイプ iが燃料タイプ j を使用して移動した距離（km） 

eij  車両タイプ iによる燃料タイプ j の平均的な燃料使用量（リッター/km） 

 
なお、排出係数は国別のデータが入手可能であれば、それを使用し、入手不可能な場合

はデフォルト値を使用することができる。 

 
1.2.6.4. 事前の純人為的吸収量 

純人為的吸収量は、以下のように求めることができる。 

「現実純吸収量」－「ベースライン純吸収量」－「リーケージ」 

また本方法論では、純人為的吸収量を次式により求めることとしている。 

 

 
 
ここで、 
CACTUAL 純人為的吸収量 
CBSL ベースライン純吸収量 
LK  リーケージ 

 
なお、事前の吸収量の推定に必要となるデータは、本方法論のセクション II の 11 に

約 5 ページ半にわたり表形式でまとめられている。 
同表には、データ/パラメータの種類、ビンテージ、レベル、出典等が整理されてい

る。 
 

1.2.6.5. 不確実性 
（a）考慮すべき不確実性 

本方法論では、IPCC GPG-LULUCF、GPG2000 に基づいたベースライン純吸収量、リーケ

ージ現実純吸収量、純人為的吸収量の推定方法を使用している。こうした推定においては、

排出係数及びサンプリング調査（Survey）において不確実性が含まれる可能性がある。こうした

不確実性とその対処は以下のように行うことが望ましい。 

(i) バイオマス拡大係数や容積密度による不確実性は、ベースライン純吸収量や現実純吸

収量の推定に不確実性をもたらす（特に世界的なデフォルト値が使用された場合）。こう

した不確実性を少なくするため、本方法論では、推定結果に大きな影響を与えるような

鍵となるパラメータを特定し、当該地域の値を開発することを推奨している。 

(ii) サンプリング調査による不確実性（統計的な不確実性）：各層のサンプリングエラーは、

大きな変化につながる。このため、サンプル数、偏差、不確実性分析、QAQC を含んだ

適切なサンプル方法が必要となる。 

 

(ｂ)不確実性の評価 

特定のパラメータやデータ（収穫表の値、バイオマス拡大係数、容積密度等）の推定に関す

る不確実性の割合は、計測されたサンプル値のサンプル標準偏差から評価することが可能で

ある。また、計測されたサンプル値は、95％の信頼区間の半分を推定値で割ったものを使用し

 



 

ものである。 

 

 

 
 
Us  平均的なパラメータ値の推定に関する不確実性の割合（%） 

µ  パラメータのサンプル平均値  
σ  パラメータのサンプル標準偏差  

デフォルト値が使用された場合は、現地で計測されたパラメータを使用した場合に比較して

不確実性が高くなる。 
 
1.3. 承認された A/R CDM 方法論の詳細 － モニタリング偏 

 

1.3.1. プロジェクトバウンダリー及びプロジェクトの実施状況のモニタリング 
プロジェクトバウンダリー及びプロジェクトの実施状況のモニタリングでは、バウンダリー、森

林の形成、森林管理についてのモニタリングが要求される。 

（a）提案された A/R CDM プロジェクト活動のバウンダリーのモニタリング 

バウンダリーのモニタリングでは、プロジェクト計画に記述されている植栽地に実際の植栽が

合致しているかを確認する。このために、以下のような作業が発生する。 

・ 再植林活動が行われている実際のバウンダリーに関する現地調査する。 

・ GPS を使用して、地理的な位置を計測する（ポリゴンサイトのそれぞれの隅の緯度経

度）。 

・ PDD に記述されているバウンダリーと実際のバウンダリーが一致しているか確認する。 

・ 実際のバウンダリーが PDD に指定されたバウンダリーの外に位置する場合は、バウンダ

リー外の土地に関する情報を提供する。すなわち、土地の適格性及びベースラインシナ

リオがバウンダリー外の土地に適用できることを証明する 等。 

 

（ｂ）森林の形成 

PDD に記述された植林手法に合致するような植栽の質を保つため、以下のようなモニタリン

グ活動を植栽後 3 年間継続する必要がある。 

・ PDD に記述された手法で地拵えが行われていることを確認する。プロジェクト前の植生

が除去された場合は、関連した排出量が計上されること。 

・ 地拵えが長期的な土壌炭素からの純排出につながらないこと。 

・ 活着率の確認 

・ 下刈の確認 

・ 各層に植栽されている樹種が PDD に記載された樹種と一致しているか確認する。 

 

（c）森林管理のモニタリング 

森林管理活動は、プロジェクトの温室効果ガス収支に重要な要素であり、モニタリングされる

必要がある。モニタリングされる活動は、以下の項目を含む：間伐、伐採、施肥、伐採後の植

栽、天然更新を選択する場合は、良好な環境が整っているか。 

 

 



 

1.3.2. 事後の計算のための層化及びサンプリング 
一般的にプロジェクトサイトは、樹種や植栽年数に加えて、微気象、土壌、植生被覆が異な

るため、プロジェクトサイトを類型タイプ毎に層化する必要がある。層化は、以下の手順で行う

ことができる。また、詳細なステップの内容については本方法論の原文を参照されたい。 

（a）層化 

Step 1： 炭素蓄積量に影響を与えるキーファクターを評価する 

キーファクターには、土壌、微気候、地形（標高、傾斜）、植栽樹種、植栽年、人為的管理が

含まれる。 

 

Step 2： Step 1 で特定されたキーファクターに関する現地情報の収集 

これらの情報には、例えばサイト分類図、土地利用区分図、衛星画像、航空写真、土壌タイ

プ、土壌図、地形情報、土壌浸食の度合い等が含まれる。 

 

Step 3： 暫定的な層化： 

層化は、炭素蓄積に関するキーファクターの重要度もしくはプロジェクトエリアを通したキー

ファクターの差異の程度によって階層的な序列を行う。上位の層化が終了した後に下位の層

化を開始することができる。 

 

Step 4： それぞれの暫定的な層に関してサイト特定のための補完的なサンプリングを行う。 

補完的なサンプリングでは、樹木が既に存在するか、木本以外の植生、サイトや土壌の要

素、人為的介入等をサンプルする。 

 

Step 5： Step 4 で収集した補完的な情報に基づき、暫定的な層が十分均一か、暫定的な層に

おける差異が著しいかを確認する。 

 

Step 6： 副層化（Sub-stratification）：PDDに記載された植栽される樹種や植栽される年次に

基づき、各層に副層を作る。 

 

Step 7： 可能であればGISを使用した層化図（Stratification map）を作成する。 

 

（b）サンプリング 

本方法論では、地上部・地下部バイオマスの炭素蓄積量の変化を計測及びモニタリングす

るために、固定サンプリングプロット（Permanent sampling plot）を使用する。 

（i） サンプルサイズの決定：プロット数は、樹種の変化、正確性、モニタリングの間隔による。

本方法論では、サンプル数は Neyman の正確性及びコストの固定水準の基準によって

推定される。 

 

 
 

 

 

 



 

 

ここで、 
L  層の合計数 

t  信頼水準(95%)の t 値 
E  許容誤差 (平均の±10%)  

sh 層ｈの標準偏差  
nh 

 に比例配分した層ごとのサンプル数  

Wh Nh/N  

N 合計サンプル単位(全ての層)の数、 N = ∑ Nh 

Nh 層hの面積を各プロットの面積で割って計算した層hに関するサンプル単位の数 
Ch 層hのプロット選定するのにかかったコスト  

 

各層（sh）の標準偏差は、類似したサイトに関する成長量もしくは樹木のバイオマスデ

ータを使用した現地の森林調査によって決定可能である。また、こうしたデータが入手

可能でない場合は、各層の土壌状態に関する標準偏差を使用することが可能である。

これは、土壌の状態が各層における樹木の成長に関する主要な決定要因であることに

よる。95％の信頼度に関する t 値は、サンプルプロット数が 30 以上である場合におおよ

そ 2 となる。 初のステップとしては、ｔ値に 2 を使用し、その結果 n の値が 30 以下であ

れば新たなｎ値を設定し、新たなｔ値を得て再計算を行う。このプロセスはｎ値が一定に

なるまで繰り返すことが可能である。許容誤差はプロットごとの値で、伐期後半における

各プロットの予想される平均炭素蓄積量の±10％と推定することが可能である。 

 

(ii) サンプリングプロットの無作為な設置 

プロットの位置の恣意的な設定を避けるため、固定サンプルプロットは、無作為な開

始方法で系統的に設置されるべきである（これはGPG-LULUCFでもグッドプラクティス

とされている）。プロットサイズは、立木の密度によって異なり、一般的には 100ｍ2（密植

されている場所）から 1000ｍ2（疎林）の間である。 

 

 

1.3.3. 事後のベースライン純吸収量の計測及び関連データの収集・保管 
本方法論では、ベースラインのモニタリングは必要ない。 

 

1.3.4. 事後の現実純吸収量の計算 
現実純吸収量は、「プロジェクトバウンダリー内の炭素プールにおける検証可能な炭素蓄積

の変化の合計」から「A/R CDM プロジェクト活動の結果増加した排出源からの排出量増加」を

差し引いて求めることができ、次式によって表される。 

 

 
ここで、 
ΔCACTUAL,t t年における現実純吸収量（tonnes CO2-e yr-1） 

ΔCijk,t 
 

t年における層 i、副層 ｊ、樹種 k の炭素プールの炭素蓄積量の検証可

能な変化（tonnes CO2 yr-1） 
GHGE,t 
 

A/R CDMプロジェクト活動の結果、プロジェクトバウンダリー内で増加した排

出源からの排出量増加（tones CO2-e yr-1） 

 



 

t 1 年からクレジット期間の長さ 

 
(a)炭素プールの炭素蓄積量の検証可能な変化 

本方法論では、土壌有機炭素、落葉落枝、枯死木は計算対象外とされているため、地上

部・地下部バイオマスのみを求める算定式が示されている。基本的には、異なる時点（2 回の

モニタリングの間）に起こる炭素蓄積の変化を層別、副層別、樹種別に計測する式を詳細に分

解した式が説明されている。 

また、単位面積当たりの地上部・地下部バイオマスの平均炭素蓄積量は、固定プロットの現

地調査によって推定される。この推定には、「バイオマス拡大係数（Biomass Expansion 

Factor：BEF）手法」によるものと、「相対成長手法」によるものが紹介されている。詳細は、本方

法論の原文を参照されたい。 

 

(b)排出源による温室効果ガス排出 

A/R CDMプロジェクト活動の結果、プロジェクトバウンダリー内で増加した排出源からの排

出量増加は、「化石燃料の燃焼」、「木本以外の植生による炭素蓄積量の減少」、「バイオマス

の燃焼によるCO2以外のガス排出増加」、「窒素肥料の使用によるN2O排出の増加」により求め

る。 

・ 化石燃料の燃焼：新規植林・再植林では、地拵え、間伐、伐採時の機械類の使用による

ものが想定されている。 

・ 木本以外の植生による炭素蓄積量の減少：本方法論では、地拵えにより全ての木本以

外の植生が消失すると想定されている。 

・ バイオマスの燃焼によるCO2以外のガス排出増加：プロジェクト実施前の植生の消失は、

一部の地域で伝統的に行われてきた。CO2は上記の項目で含まれているため、それ以

外のガスを対象とする。 

・ 窒素肥料の使用によるN2O排出の増加：ここでは、窒素肥料適用によるN2O排出のみが

対象とされる。1996 IPCC Guidelines、GPG-2000、GPG-LULUCFの推定方法を使用し

て、N2O排出を推定する。 

 

1.3.5. 現実純吸収量に必要なデータの収集及び保管 
本方法論では、現実純吸収量に必要なデータの収集及び保管方法に関する項目が表形

式でまとめられている。表は全体で 13 ページにわたり、55 の項目をモニタリングもしくは確認

する必要がある。 

表は、大きく分けて 2 種類あり、「吸収量のデータ及びその保管方法」と「排出量のデータと

保管方法」が整理されている。 

詳細については本方法論の Section III の 6 を参照されたい。 
 
1.3.6. リーケージに必要なデータの収集及び保管 

本方法論は、荒廃地において行われるプロジェクトを対象としており、プロジェクトを実施す

ることにより、森林減少や農業、放牧などの活動がプロジェクトサイトから他のサイトへ移動する

ことはない。このような状況においては、リーケージは、苗木、作業員、収穫された木材の輸送

から発生すると想定される。 

リーケージのモニタリング及び推定は IPCC のボトムアップ・アプローチを使用して行うことが

可能である。具体的には、以下のステップを踏んで推定される。 

 

Step 1: 燃料・車両タイプ別に移動距離を収集 

Step 2： 燃料・車両タイプ別の排出係数を決定 

国別の排出係数が開発・使用されるべきであるが、現地のデータが入手できない場合は、

 



 

当該地域 IPCC Guidelines、GPG2000 のデフォルト排出係数を使用することができる 

Step 3： CO2 排出量をGPG2000 の「エネルギーセクター」の章に記述されたボトムアップ・

アプローチで推定する。 

 

 
FuelConsumptionij,t  = nij,t * kji,t * eji,t

式の内容は、ベースライン方法論の説明をほぼ同じである。一方で、時間の概念が追

加された燃料消費、車両台数、移動距離、平均的な燃料消費に関しては、一定期間にど

の程度の量が変化したかを示すようになっている。 
また、リーケージをモニタリングするために、必要となるデータ及び情報が表形式で

まとめられている。リーケージに関するモニタリング項目は、全部で 6 項目となってお

り、基本的には式の中にある変数をモニタリングすることが要求されている。 
 

 

1.3.7. 事後の純人為的吸収量 
純人為的吸収量は、「現実純吸収量」から「ベースライン純吸収量」及び「リーケージ」を差し

引いて求める。 

 
ここで、 

ΔCACTUAL 現実純吸収量（tonnes CO2-e yr-1） 

ΔCBSL ベースライン純吸収量（tonnes CO2-e yr-1） 

LK リーケージ（tonnes CO2 yr-1） 

 
 
 

 



Ｖ 現地調査報告 

V－１ パナマにおける小規模 A/R CDM プロジェクトの可能性調査結果 

小宮 忠義（宮義技術士事務所） 

森 徳典（（財）国際緑化推進センター） 

 
本調査は平成 18 年１月７日から 18 日にかけて、林 久晴、森 徳典（以上 JIFPRO）及び小宮忠

義（宮義技術士事務所長）が行った。詳しい調査日程、調査箇所については、本書第一部の１－５

－２）に記載した。本報告の 1)から 4)までは、小宮調査員が執筆し、5),6)は林、小宮調査員のメモを

もとに、森調査員が要約した。 

 
１）パナマ国の森林、林業、林産業の概要 
 パナマ共和国は北米大陸と南米大陸をつなぐ中米 8 か国の南東の端に位置し、東はコロンビア、

西はコスタリカと接している。東西に細長い国土の面積は北海道より若干小さい 75,517km2である。

北側のカリブ海と南側の太平洋に挟まれた国土の東西のほぼ中央が最も狭い地峡であり、物流の

要衝であるパナマ運河が南北に貫いている（文末地図１）。運河は 1914 年の完成以降、国際的な

船舶の航行は今日なお多く、その管理運営が 1999 年末に米国からパナマに引き継がれてからは

国家財政に大きく貢献している。 
 気候は国全体が北緯 7～9 度に位置していることから、平均気温は平地でほぼ 26℃と年間を通

じて一定であるが、降水量には大きな変化がある。カリブ海で発生する低気圧は南下して中央山

脈に当たり、カリブ海側の天然林において多いところで年間 3200～4100mm の降雨をもたらす。

反対に太平洋側では山脈から低地に下がるに従い 2500～1000mm まで減少する。なおかつ乾

期が 5～6 か月にもなる地方が広がり、農牧業にも大きな制限因子となっている。したがって、カリ

ブ海側は熱帯多湿気候で、太平洋側は熱帯湿潤気候から熱帯サバンナ気候が優占している。特

にパナマシティから西にパンナムハイウエイの 70km 先から広がるコクレ県、ベラグアス県の太平

洋側地方、およびエレーラ県、ロス サントス県のアスエロ半島では厳しい干ばつにより荒廃化しつ

つある土地も現れてきている（文末地図 2）。 
 パナマの森林は 1950 年以前には 5,245 千 ha（国土の 70%）と推定されていたが、各種の用材

原木の乱伐、薪や自家用資材の収奪、および焼畑移動耕作や放牧の拡大などにより2000年には

3,343 千 ha（45%）と激減してきた。一方、農牧業の利用面積は 1990 年に 2,942 千 ha（40%）と

拡大してきた。政府は 1994 年の改正森林法で全森林を 3 区分するとともに、保護林の面積を 6
割に増やし、先住民居住地域などの特殊林は 3 割、そして林産物を合理的な形で利用できる生産

林を 1 割に限定した。さらに 1998 年には環境法を制定し、森林・林業および環境行政と森林保護

地域管理の担当官庁として環境庁（ANAM）を設立した。この法律では森林開発のための環境方

針も定められており、環境と社会経済の両面を合わせて公益に配慮することが強調されるとともに、

伐採事業には森林法による環境影響評価が義務付けられた（文末地図 3）。 
 植林活動は、1967 年にベラグアス県でダム建設に伴う流域保全の目的でカリビア マツを植栽し

たことから始まった。地元住民が FAO から食糧援助を受ける形などで植林してきたが、実行面積

はさほど増えなかった。政府は1992年にインセンティブを付与する植林促進法を制定した。これを

契機として投資・企業家によるチークを主とする植林がパナマ県を中心として本格的になり、制定



以降現在までの実行面積は 50,000ha 台に達した（図１）。インセンティブの主なものは、植林事業

への投資資金について所得税から控除、植林地から生産する林産物の販売利益について所得税

の免除、林業用の機械・設備・資材類について輸入税の免除、そして 40,000 ドル以上の植林投

資を行う外国投資家に対する移民ビザの付与などである。植林事業者は ANAM に林業登録を行

うよう定められており、2004 年 1 月時点にはすでに約 1500 の個人・法人が登録している。この中

でも比較的大きな事業者は“全国パナマ植林事業者協会（ANARAP）”を組織し、現在の会員数

は 60 に上っている。 
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図 1   樹種別人工林面積の推移
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CDM（クリーン開発メカニズム）植林については、2003 年に FAO の支援で全土を対象とした仮想

のシナリオ調査研究が行われた。その報告によるとこのテーマの条件に適合しかつ植栽による再

植林の潜在的可能性を有する面積は 142 千 ha と推定されている。政府は CDM の DNA（指定

国家機関）を ANAM とし、植林分野の開始にも積極的な姿勢を示している（文末地図４）。 
 土地利用の実態としては、特に太平洋側の西部地方は長年にわたり森林が開拓され、農耕や放

牧が行われてきた。所有形態は農家の私有であるが、所有権登記は明確になっていないところも

多く、中には借地となっているものも混在している。政府は最近になって地籍測量を積極的に進め

始めている。所有面積規模は西部地方において一軒当たり平均 10 数 ha と少ない。一方、パナマ

県東部からダリエン県に向かっての東部地方は開拓の歴史が浅いこともあり、平均値としても数

10ha となり、100ha 以上の所有者も多いようである（表 １）。 
これまでの木材の収穫は、保護林を含む天然林から林業コンセションを受けた企業によって行

われてきた。そのほか先住民有地、村落有地などでの燃料材等自家用木材の収穫を含めても、丸

太生産量は年平均 60,000m3と規模は小さい。人工林からの収穫は、伐期に達しているカリビア 
マツの林分があるが、間伐材も含めて需要が現れてきていない。まだ数量は少ないが収穫が始ま

ったチーク原木についてはインド向けに家具材として若干輸出されるようになってきた。したがって

林産業も不振状態が続いている。現在、製材工場は 4 箇所となり、合板工場も 1 工場にまで減少し

た。設備も稼働率も低水準にとどまっている。林業全般が国民総生産に占める割合はわずか 0.3%
であり、国民経済への貢献度は低い状況にある。 



 
表 1  県別の農牧業開拓の面積 (ha) 

１９７０年  ⇒ １９８０年  ⇒ １９９０年 

県 開拓済み面

積 

増加 

面積 

開拓済み面

積 

増加 

面積 

開拓済み

面積 
軒数 

1 軒当た

り面積 

ダリエン 27,544 79,934 107,478 109,894 217,372 5,441 40 

パナマ 293,965 73,598 367,563 366,891 734,454 51,514 14 

コクレ 235,754 -4,973 230,781 6,582 237,363 28,513 8 

ロス サントス 283,611 11,519 295,130 12,842 307,972 16,857 18 

エレーラ 167,330 -3,035 164,295 19,595 183,890 15,064 12 

ベラグアス 479,172 33,633 512,805 66,095 578,900 34,682 17 

チリキ 477,179 -57,683 419,496 10,686 430,182 48,534 9 

ボカス デ トロ 49,543 2,672 52,215 36,157 88,372 3,197 28 

コロン 83,964 42,570 126,534 36,543 163,077 10,092 16 

サン ブラス 0 0 0 0 0 1 0 

合計 2,098,062 178,235 2,276,297 665,285 2,941,582 213,895 14 

出典： 農牧業センサス 1990 年  ⇒：前欄年から後欄年までの間の増減 

 
 
２）パナマ国の CDM に対する基本姿勢と対応組織・制度 
 パナマ国は本来、国土の 70%が森林であるべき土地であるが、現在は天然林が 45%に減少し、

人工林はわずかで約 60 千 ha に過ぎない。一方、従来から農牧地として営まれてきた土地の多く

で土壌の劣化が現れてきている。このような状況からも政府は植林を積極的に進めていく方針であ

り、気候と土壌に恵まれた東部地方への産業植林の推進と平行して、CDM の観点からの植林に

も大きな期待をかけている。環境庁では近年内部的に気候変動・砂漠化室を設け、CDM プロジェ

クト全体の推進に努力してきた。さらに本年 4 月には組織再編で次図のような体制を採る予定であ

る（図 2）。 
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図 2 パナマ国環境省再編組織図 

 

3) パナマ国における A/R CDM に対する取り組みの現状 

植林に関する政策としては、1992 年に「植林促進法」を制定し、事業者に対する所得税を減免

するなどの奨励策を採ってきた。人工林面積はそれまでわずかに 11,000ha に過ぎなかったが、こ

のインセンティブによって年間 3,700ha のペースで植林が実行されるようになってきた。しかしこの

措置も施行されてから 1３年を経過し昨 2005 年には終了した。業界では本法の再開されるよう政

府に働きかけており、植林法の改正に向けて検討され始めている。産業植林や流域保全の観点で

の植林促進行政については上記の組織の中で流域総合管理部が担当し、CDM 植林については



気候変動・砂漠化室が流域総合管理部の林業技官の協力の下に推進していくことになる。 
パナマ政府の環境政策の中で、天然林の保護を柱とする自然保護規制、パナマ運河の拡張や

衰退してきた農牧業の改革に伴う植林活動の推進、新エネルギー開発などが重要課題である。国

全体としても経済安定の政策とともに貧困対策を掲げており、小規模植林 CDM を含めた植林の

促進にも期待をかけている。 
このような背景から政府は、地球温暖化防止の国際会議には積極的に参加してきており、昨年

のモントリオールの会議にも経済財務省、商工省、環境庁から副大臣クラスを派遣した。また、国

際的金融機関や民間事業者も直接参加し、関心の高さを示している。 
パナマは立地的に、またパナマ運河を有することから北米・中南米および欧州・アジア大洋州の

物流の要衝にあり、経済・情報交流の活発なところである。このようなことからもパナマ政府は近々、

カーボン センター（The Carbon Centre）を設立し、パナマ国内のみならずカリブ・中南米地方の

CDM プロジェクトに関するサービスを開始することになった。全分野を取り扱うことになり、植林の

専門家も４月から活動することになっている。所長には国連で長年このテーマに取り組んできた

Franck Joshua 氏が赴任し、エネルギー分野の専門家とともに準備段階に入った。事業としては

ワーキングショップやセミナーなどを開催し、知識の普及や人材養成から始めるが、並行して多くの

プロジェクトの明確化した情報をプールし、投資家や金融機関も情報交換、CDM・CERs の取引

などにアプローチし易いようなプラットフォームの構築を構想している。 
昨2005年末までにパナマ国内で提案されたプロジェクトは68件ある。その中では、水力発電が

54 件と圧倒的に多く、受理書（Letter of No Objection）を得たものは 12 件、指定運営組織

（DOE）への裏書き書（Letter of Approval）まで進んだものは 8 件現れている。その他の分野とし

ては風力発電 3 件、メタン抽出 5 件、運輸 2 件、そして植林 2 件、バイオ燃料生産 2 件、バイオマ

ス利用 1 件である。 
2 件の植林 CDM プロジェクトの一つは Prime Forestry Panama 社で、5 県 8 地区に分散す

る合計 8,000ha の植林計画を 2002 年に申請し、受理書（Letter of No Objection）を得ている。

当社はスイスに本部を置く木材企業でもあり、チークを主とする早成樹種の植林経営を目指してい

るが、気象・土壌条件の良好な地区も含まれていることから植林 CDM プロジェクトとしては追加性

の判定で懸念される事業内容である。 
もう一つは全国植林事業者協会（ANARAP）である。環境庁の勧めもあり、ベラグアス県サンテ

ィアゴ郡のサトウキビ栽培跡地の荒廃地を主な対象として小規模土地利用権者の参加を募り、お

およそ 10,000ha の面積が集まった。しかし CDM 植林の方法論が未だ作成できない段階で止ま

っている。今後この分野の経営管理の経験のある外国の企業や投資家の参入をも期待しながら、

コンサルタントとともに検討していく考えである。 
 
４）パナマ国における A/R CDM の申請手続き、環境影響評価 

パナマ国における指定運営組織である環境庁（ANAM）は、A/R CDM プロジェクトが理事会

に登録されるまでの手続きを次のようにホームページなどを通じて公開している。この過程の中で

ANAM はプロジェクト推進者から提出されたプロジェクト概念（PIN）に対する受理書の発行と、国

家指定運営組織としての承認と理事会の有効化審査組織への裏書き書の作成とを基本的に担当

するが、当テーマはこれから推進する段階であり、気候変動・砂漠化室の職員がすべての過程に



おいて、推進者に協力する姿勢を表している。 
プロジェクトの申請登録手続き手順： 
1. プロジェクトの特定(Identification)およびのプロジェクト概念（PIN）の提出 

                                         ←プロジェクト参加者、プロジェクト推進者 
2. 受理書（Letter of No Objection）                                ←環境庁(ANAM) 
3. プロジェクト設計書（PDD）の作成。次の事項を含む：               ←プロジェクト推進者 
 3-1 プロジェクトの説明                                                 ←同上 
 3-2 ベースラインの計算および追加性の評価のための方法の選択             ←同上 
 3-3 ベースラインにおける排出レベルとクレジット発生期間の設定              ←同上 
 3-4 純排出削減量の計算 （吸収源 CDM では純吸収量）                   ←同上 
 3-5 モニタリング計画の作成                                            ←同上 
 3-6 環境影響評価（EIA）                                              ←同上 
 
  3-7 地域の利害関係者に対する公聴会                                  ←同上 
  3-8 国家指定機関の承認、裏書き書（Letter of Approval）                 ←ANAM 
 
4. PDD と裏書き書を有効化審査組織へ渡す。                     ←プロジェクト推進者 
5. PDD を 30 日間公開する。                                ←指定運営組織（DOE） 
6. プロジェクトの有効化審査。                                          ←DOE 
7. 有効化審査レポートと PDD を引き渡す。                               ←DOE 
8. CDM 理事会の登録。                                          ←CDM 理事会 
9. プロジェクトの実施およびモニタリング。                          ←プロジェクト推進者 
10. 検証および証明。                                                 ←DOE 

11. CDM 理事会による再審査があり得る。                 ←CDM 理事会 
 
12. 排出削減証明（CERS）の発行                                  ←CDM理事会 

 
なお、プロジェクト設計書の作成段階で鍵となる環境影響評価については、ANAM はすでに

1998 年に発効した環境法（法律第 41 号）およびその施行令・マニュアルなどによってその調査実

施について詳細に定めている。 
環境影響調査基準： 
林業部門では次に掲げる事業が評価の対象となっている。 
1. 50ha 以上の天然林における収穫 （環境庁） 
2. 10ha 以上の植林 （環境庁） 
3. 木材工業および製材工場（民芸品製造以外） （環境庁） 
4. 家具工場（民芸品製造以外） （商工省） 
5. 天然林における再生可能ではない資源の利用 （環境庁） 
6. セルロース・紙・板紙の生産・加工工場 （商工省） 
7. ハードボード工場 （商工省）  （括弧内の省庁は、担当する組織） 



その他の部門では：農産業、鉱業、炭化水素（石油）の発掘・生産、農業、漁業、エネルギー・工

業、運輸、廃棄物処理プロジェクト、観光・住宅・商業のｲﾝﾌﾗ工事開発、その他のｲﾝﾌﾗ工事開発、

開発計画など広範にわたっている。 
最後の開発計画部門の中は、都市開発・改良計画（住宅省）、森林開発計画（環境庁）、農牧業

開発計画（農牧省）、観光開発計画（観光院）、漁業・養殖業計画（海洋庁）、工業開発計画（商工

省）、潅漑計画（農牧省）、電気エネルギー計画（公共ｻｰﾋﾞｽ整備団体）などが含まれており、森林・

林業開発も対象となっている。 
表 2  プロジェクトの環境分類カテゴリー 

対象外 
環境分析を必要としな

い 

環境影響調査の過程を経るべきプロジェクト・リストに含まれておら

ず、なおかつ重大な環境インパクトを引き起こさないプロジェクトと

考えられる。 

カテゴリ

ーⅠ 

環境インパクトのない

プロジェクト 

環境影響調査の過程を経るべき限定されたプロジェクト・リストに含

まれているが、重大な環境インパクトが生じない、あるいは現行の

環境基準を満たしているプロジェクトと考えられる。 

カテゴリ

ーⅡ 

環境インパクトがあるが

その軽減手段は既知

であるプロジェクト 

環境影響調査の過程を経るべきと定められたプロジェクト・リストに

含まれており、部分的に環境を害するような負のインパクトを引き

起こす。しかしそれらは現行環境基準を満たすために既知の適用

可能で容易な手段をもって軽減することができるプロジェクトと考え

られる。 

カテゴリ

ーⅢ 

詳細な環境影響調査

の実施・報告作成に値

するプロジェクト 

環境影響調査の過程を経るべきと定められたプロジェクト・リストに

含まれており、その実行は質・量ともに重大な負のインパクトを作り

出すことから、インパクトを検査するため、およびその環境管理計

画を提出するためにより深い分析を行なう必要があるプロジェクトと

考えられる。 
 
環境影響調査を行うに当たっては、そのプロジェクトが環境に影響を及ぼすと予想される重大性

と、インパクトを容易に軽減する手段があるかなどの観点から、上表のように 3 つのカテゴリーに分

類されている（表 ２）。 
評価調査を行う環境の範囲についても法令で基準が定められおり、全カテゴリーとも基本的に

は次の事項に関連している。 
a. 住民の健康、動植物の生息に対して、および環境全般についてリスクが生じること。 
b. 土壌、水、野生動植物を含む天然資源の質・量に重大な改変が生じること。生物多様性、環

境的あるいは遺産的価値を持つ土地あるいは資源についての害には特に注意を払う。 
c. ある地域の保護あるいは景観および美的価値などで指定されている地区のその基となってい

る特質について重大な改変が生じること。 
d. 住民村落の移住・移動・移転、および居住地区を含む住民グループの生活・習慣に重大な改

変が生じること。 
e. モニュメント、人類学的・考古学的・歴史的および文化遺産に属する価値を有する土地に関し



て重大な改変が生じること。 
 
その上で、カテゴリーごとに最低限調査するべきインパクトが定められており、カテゴリーⅠおよ

びⅡについては次のような内容である。 
カテゴリーⅠ： 

  a. プロジェクトの基本的な性格、場所、企画・建設・作業・廃棄の各段階における事業、および

インフラ、生産過程、規模などに係わる状況などの説明。 
b. プロジェクトに含まれる環境内容（地理的な立地、景観ﾀｲﾌﾟ、自然の要素と価値、存在する人

間、人為的な介入度合い）の性格を考慮したプロジェクトの影響地区についての説明。 
c. プロジェクト特有の環境インパクト、その性格、撹乱の度合い、環境の重要性、生じうる危険、

地区の広がり、期間および復帰性などについて特定する。 
d. 記述した情報の真実性、および現行法における予見環境保護の基準に基づき、確実にプロ

ジェクトが環境基準に適合し、かつ不都合で重大な負の環境ｲﾝﾊﾟｸﾄを出さないこと、環境災

害を生じないことを確証し、プロジェクト推進者の法的な申告を行なう。 
e. プロジェクトの近隣、あるいは影響地区に居住する住民団体を如何に参加させたかについて

の説明。 
カテゴリーⅡ: 

 a. 環境インパクト調査で得られた結果について広く理解できる要約をする。その内容としては、

投資プロジェクトの困難な環境上の問題、正・負のインパクト、それらを軽減する手段、モニタ

リング、監視、現行環境法令を満たすための管理、用いた情報の出典などに関連した多くの

情報を含めること。プロジェクト推進者は、専門家でない者にも技術的な資料が全般的な調査

の資料と合わせて理解できるように配慮しなければならない。特に次の資料を付ける必要があ

る。 
  a.1. 投資プロジェクトについての説明 
  a.2. プロジェクト影響地区の性格の概要 
  a.3. 環境影響評価のための法令における環境保護に基づいている環境インパクト調査を実施

する必要性の基となっている影響、性格、状態などについての簡単な説明。 
  a.4. 実施した公共参加計画についての簡単な説明。 
 b. 重大な環境インパクトを有するであろう活動を含むプロジェクトの計画・構築・実行・放棄の各

段階における説明。 
 
５）パナマ国における A/R CDM プロジェクト開発に必要な資料類の整備状況 

土地の適格性に関して、同国の国立地理院（Tommy Guardia）による空中写真の撮影年は、もっ

とも古いもので、1960～1965 年であるそうだが、保存状態が悪く、ほとんど使えないのも同然である

そうである。新しく撮影したものは、2000 年に、3 県：Chiriqui 県の一部 David 中心、 Bocas del 

Toro 県のほぼ全域、Herrera 県のほぼ全域。 2002 年に、Veraguas の中心部を撮影、 北側、南

側は撮影してない。 Los Santos 県も北半部程度を撮影した。 2003 年に Panama 県のパナマ市

中心に撮影している （よってパナマ県西部は 1960～65 年頃撮影）。 今回調査した Cocle 県も



1960～65 年頃撮影したものがあるが、上記のような状態で、使用可能かどうか不明である。以上国

立地理院の JICA 個別派遣専門家 星 清氏からの情報による。 

PDD などの作成に必要な情報を含むと思われる環境庁保持の主な地図類は表 3 の通りである。 
 
表３ パナマ国環境庁に所在する関連地図類（2004 年） 
1. Zonas de Vida                       森林生態系区分図 
    1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
2. Zonas de Vida según Holdridge       ホルドリッジによる森林生態系区分図

    1/2,662,900、1/250,000 のデジタルベースあり。出典：地理情報システム（GIS）
3. Cobertura Boscosa 1992          森林図 1992 年 
      1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
4. Cobertura Boscosa 2000          森林図 2000 年 
    1/500,000、 1/250,000 のデジタルベースあり。 
5. Mapa de Vegetación (Landsat 1996-99)    植生図 
    1/900,000、 1/250,000 のデジタルベースあり。 
6.  Capacidad Agrológia            農業潜在生産力区分図 
    1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
7.  Cuencas hidrográficas           水系図、流域図 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
8.  Mapa Preliminar de Degradación y Sequía  荒廃・干ばつの推定図 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
9.  Red de Estaciones Meteorológicas       気象観測所の配置図 

1/2,750,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
10.  Clasificación de Climas según Copen     コッペンによる気候分類図 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
11.  Principales Zonas Ecoflorísticas        おもな植物生態系区分図 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
12.  Centros de Endemismo y Diversidad de Plantas 植物の自生・多様性調査センター？ 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり。 
13.  Areas Silvestres Protegidas          原生保護地区 

1/2,700,000、1/250,000 のデジタルベースあり 
14.  Areas Protegidas en la Provincia de Coclé    コクレ県の保護地区 
      1/125,000、1/250,000 のデジタルベースあり 

 
また、以下の書籍類を収集した。 
- Ley General de Ambiente de la Repablica de Panama (パナマ国の環境法) 法律 No. 

41, 1998 
- Por el caul se establecen incentives y reglamenta la actividad de reforestacion en la 



Republica de Panama (パナマ国における植林事業の促進法) 法律 No. 24, 1992 
- Por el cual se apruenban los Principois y Lineamientos Basicos, del la Polotica 

Forestal de Panama (林業基本法) 行政法 No. 2, 2003 
- Infome final de resultados de la comertura boscosa y uso del suelo de la republica de 

Panama, 1992-2000 (パナマ国 1992-2000 年の森林および土地利用調査の最終報告書) 
- Evaluacion de ensayos y seleciones de especies para reforesaciones en Panama, 1980 

(パナマの再植林用樹種選択試験の評価, 1980) 
 

 

6）訪問、調査箇所の A/R CDM プロジェクト開発に向けての 2,3 の特徴 

 
低所得者の参加 
 小規模 A/R CDM プロジェクトの必須要件である低所得層の参加については、コクレ県の

ロマ ラルガ村にて、参考になる情報を得た。それは、1982 年から当時の林野庁の指導で、

農民植林グループを形成し、彼らによる植林を推進した事業である。 
 国の援助は種子の供給と技術指導程度で、ほとんどが農民主導で行われた。この村では

‘83 から’95 年までに約 23ha、2 万 5 千本のカリビアマツが植林された。保育、管理もグ

ループの自主的運営で現在も続いており、古い植林地では直径 30cm、樹高 20m 程度にま

で成長している。土地は村の有志 5 名ほどの無償提供による。このような制度のグループ

は、この近隣に当初は 150 ほどあったが、その後、国の支援が途絶えたために、現在は 15
ほどに減っている。しかし、このような実績から推測すると、小規模 A/R CDM に必要な住

民参加による植林地の長期的な善良管理がパナマでは期待できる可能性が高い。 
土地問題 
パナマ国は保護林や自然公園以外のほとんどの土地は私有地となっており、その土地は原

則として、個人の自由意志で利用できる（Capira 郡の放牧跡地での話）。従って、契約さえ

出来れば、その土地に CDM 植林プロジェクトの実施は可能である。但し、地方ではその土

地が登記されている場合は少ないので、注意を要するとの話であった。政府は、現在、全

国的に土地の所有権登記作業を進めつつある（コクレ県ラロバニト村）。したがって、確か

な管理者又はカウンターパートさえ確保できれば、東南アジアやアフリカに多い土地所有

制度が未発達な国や慣習的共有林制度のある国に比較すると、パナマは土地問題の難しさ

は少ないと思われる。 
 追加性から見て A/R CDM に適格な土地は、季節林的乾燥気候と長年の耕作や放牧によっ

て荒廃化した土地があるパナマ国の北米側に多いようである。東南部（南米側）には広大

な植林可能な土地が存在するようであるが、そこにはチーク植林などの一般森林事業（例

えば Prime Forestry 社事業地）が成立する可能性が高いことから、ベースラインシナリオ

の作成上問題が残る可能性がある。 
ベースライン 
 今回訪問した通称“21 世紀の森”は、コクレ県（パナマ市から約 100km 西）に存在し、

1989 年まで米軍の演習地（約 7,000ha）で、その後（1995 年）返還された低灌木混交の荒



廃草地に、環境庁が民間資本による植林を希望している場所である。国道入り口付近の一

部（約 2,000ha）には植林が行われているが、奥地は主に土壌条件がバリアーとなり、現在

は放置されている。この近辺は、年間 1,000mm 前後と雨量が少ない上に、開発が古くから

進み、長年の農牧畜業によって劣化した土地が広く分布している。特に丘陵地形の尾根部

は荒廃地化し、草地等として放置され、農耕はもっぱら谷筋に限られている。熱帯乾燥地

に多い山火事はほとんどなく、土地劣化はもっぱら農牧畜業による地力低下と小雨量気候

によるようである。 
 “21 世紀の森”の近隣の村の話では、資金援助があれば、こうした荒廃地に植林をした

いという希望もあった。また、この県の西側のベラグアス県にはサトウキビ畑放棄地が

10,000ha 以上あり、適用可能なベースライン方法論が承認されれば、CDM 植林を実施し

たいという希望がある（全国植林業者組合：ANARAP 談）。放棄放牧地には、周りに森林

があっても、樹木の放牧地への侵入には、非常に長年月が必要であるという説明であった。

これに科学的根拠があれば、大部分のベースラインは一部低灌木が混じった草地に限定で

き、ベースラインの CO2 吸収量の変化はクレジット期間中ゼロと見なすことが可能となる。

しかし草地等のバイオマス現存量の測定例は少ないようであった。 
植林コスト 
 植林コストは全国平均で 1,000～1,200US$／ha 程度（3×3m 植え、植林初年度経費）で

あるという（研修施設 CEDESO 談）。全国植林経営者協会の話では、植林コストは場所と

地形によるが、800～1,500US$／ha 程度であるという。 
植林樹種 
 現在植林が多い樹種は、チーク、カリビアマツ、マンギウム、セドロ、アフリカマホガ

ニーなどである。スミソニアン研究所とエール大学が共同で、パナマ郷土樹種約 100 種に

ついての成長調査を、気候（雨量 1,100～2,600mm）、土壌条件（傾斜と劣化の程度など）

の異なる国内４カ所で 2001 年から実施している（通称 PRORENA）。環境ごとに樹種の成

長特性が示されつつあるということであるので、こうした試験の結果は、樹種選択に利用

できる。今後、主要樹種の成長量やバイオマス増加量のデータが必要である。 
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地図 ２ 



 

 
地図 ３ 
 

 
地図 ４ CDM 植林プロジェクトの潜在的可能土地の分布図 



V－２ ウルグアイにおける A/R CDM プロジェクトの可能性調査結果 

天野 正博（早稲田大学人間科学学術院） 

山田 麻木乃（（社）海外産業植林センター） 
 

ウルグアイにおける A/R CDM プロジェクトの可能性を調査するために、現地調査を下記の通り２

回行い、その調査結果をまとめた。 
 

出張期間： ２００５年１０月１４－２１日 
調査員： 山田麻木乃（（社）海外産業植林センター） 
面談先： CARBOSUR SRL 
 ウルグアイ国立技術研究所 
 
出張期間： ２００６年３月１１－２０日 
調査員： 天野正博（早稲田大学）、山田麻木乃（（社）海外産業植林センター） 
面談先： 住宅土地整備環境省気候変動ユニット 
 農業牧畜水産省 A/R CDM 担当者 
 国立農業研究所農業土壌研究者 
 JICA 派遣専門家 
 CARBOSUR SRL 
 ウルグアイ国立技術研究所 

 
現地調査にあたり、現地コンサルタントである CARBOSUR SRL に調査協力を依頼し、さらに、ウ

ルグアイにおける A/R CDM に関するレポートの作成を委託した。CARBOSUR より提出されたレ

ポート”Uruguay as an Attractive Host Country for A/R CDM Investments”（英文）は（社）海外産業

植林センターのホームページよりダウンロードが可能である(http://www.jopp.or.jp)。CARBOSUR
はウルグアイの A/R CDM プロジェクト開発に取り組んでおり、新方法論の開発し、UNFCCC へ提

出した経験を持っている。しかしながら、提出した方法論は(ARNM0004, ARNM0014)いずれも承

認されなかった。彼らが開発中の方法論について、E-mail や現地調査中の面談を通じて頻繁に議

論を行った。議論をふまえ、さらなる改良・修正を加えた新方法論が Round 10 に向けて提出された。

この方法論が承認され、本調査事業の成果となることを期待したい。 
 
 
（１） DNA など CDM の窓口 

ウルグアイは 1994 年に気候変動枠組条約(UNFCCC)、2001 年に京都議定書に批准した非

Annex I国である。住宅・土地整備・環境省(MVOTMA)がDNAと定められており、環境執行部

(National Environment Directorate, DINAMA)とそこに属するClimate Change Unit(UCC)が担当部

署である。UCCはUNFCCC、京都議定書に関わる活動を組織・管理・実行するために 1994 年に設

置され、2001 年にCDMの執行的役割を担うことになった。 
環境省、外務省、経済金融省、産業省、エネルギー・鉱業省、牧畜・農業・水産省の大臣または

副大臣からなるNational Board for Climate Change Joint Projectsが設置され（2006 年 3 月調査時で

まだ指名はされていない）、メカニズムの定義やCDM実施のための手続きを担当する。さらに、各

省の技術者、産業界とNGOの代表からなるTechnical Advisory Committeeがそれをサポートする。

UCCはNational Board for Climate Change Joint Projects事務局を担当する。 
Technical Advisory Commission for the Environment Protection(COTAMA)はこれらの機関の枠組

を補完する役割を担う。COTAMAは省庁、産業界、NGOで構成され、環境や開発に関する法律な

どを決定する会議を定期的に開催している。CDMの手続きでは、環境に関連する事項は

COTAMAで審議される。 

 



 
COTAMA のメンバー 

（DINAMA ホームページ：http://www.dinama.gub.uy/） 
 

住宅・土地整備・環境省大臣（委員長） 観光省 
上院議員代表 計画・予算局 
内政局 共和国大学 
外務省 自治監督会議 
経済・金融省 ウルグアイ産業評議会 
国防省 ウルグアイ商業サービス評議会 
教育文化省 ウルグアイ地方組合 
交通・公共事業省 労働者組合連合総会・労働者全国会議 
産業・エネルギー・鉱業省 ウルグアイ環境ＮＧＯネットワーク 
労働・社会保障省 ウルグアイ開発推進ＮＧＯ組合 
公衆衛生省 地方造営官会議（ゲスト） 
農牧水産省 持続的開発委員会（ゲスト） 
  

 
A/R CDM に関する政策・普及・プロジェクトへの技術協力を農林業界と連絡を取りながら担当す

る、Forestry and Agricultural Climate Change Projects Unit が 2003 年に農牧水産省に設置された。

このユニットは農牧省内での森林政策、天然資源政策、産業投資プロジェクト、技術協力をコー

ディネートすると同時に、農牧省と UCC、研究所、大学などとのコーディネートを行う。組織図（下

図）の点線で囲まれた部分が相当する組織である。ただ、UCC と Forestry and Agricultural Climate 
Change Projects Unit の業務分担関係は 2006 年 3 月の調査時点では明確になっておらず、A/R 
CDM のホスト国認証を得るためには当面、UCC と農牧水産省の Forestry and Agricultural Climate 
Change Projects Unit の双方にコンタクトを取りながら作業を進める必要がある。 
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（住宅・土地整備・環境省） 
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Agricultural Climate 
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（２） プロジェクトの承認手続き 

提案する CDM プロジェクトについてウルグアイ政府の承認を受けるためには、PDD を UNFCCC
に提出する前に、UCC に PDD、各種レター、法律に沿った環境アセスメントの結果、サステイナビ

リティーへの貢献に関する説明などを提出しなければならない。UCC が各ステークホルダーへ連

絡し、パブリックコンサルテーション、ワークショップ・会議開催を行う (Technical Advisory 
Commission for the Environment Protection)。CDM 事業者はその結果を PDD に反映し、UCC へ

再提出後、関係省庁（National Board for Climate Change Joint Projects）で審議を行う。これにかか

る時間は約３ヶ月と考えている（UCC 私信）。A/R CDM の場合も同様の手続きを行う。A/R CDM プ

ロジェクトでは、実際のコンサルテーションは農牧省に依頼することになるだろうが、形式上、PDD
を受理するのは UCC である。 

 



（３） 持続的な開発に関する事項 

排出削減 CDM プロジェクトのサステナビリティーアセスメントツールがスイスの援助を受け, 
DNA よって開発されてた。環境・社会・経済・政治に関する分野の基準を決定し、CDM プロジェ

クトを評価するツールであるが、A/R CDM にはそのままは使用することは出来ないと考えられてい

る。2006 年 3 月の調査で、農牧省 Forestry and Agricultural Climate Change Projects Unit がスペイ

ンとの技術協力で A/R CDM 用サステナビリティーアセスメントのツールを開発しているとの情報を

得た。開発されたツールは UCC に提出され、必要があれば修正後、A/R CDM プロジェクト用の

ツールとして承認されることになる。 
 

（４） 環境アセスメントに関する事項 

環境インパクトアセスメント(EIA)は Law No. 16.466（1994 年 1 月）と Decree 100/05（2005 年 9 月）

に定められている。一般の植林プロジェクトでは、プロジェクト提案者がフォームを DINAMA に提

出する。そのフォームには想定される環境影響についてプレ・セルフ・アセスメントを行い記述する。

この書類から、インパクトがない、もしくはマイナーなインパクトのみと判断されれば、A と評価となる

が、さらなる調査が必要な場合は B、重大なインパクトがあると評価された場合は C 評価となる。B, 
C 評価の場合は、環境影響評価に関する調査を行わなければならない（パルプ用材植林などは自

動的に C 評価となっている傾向にあるようである）。DINAMA のプレ・セルフ・アセスメントなどの評

価には 10 日間かかり、その後連絡がなければプロジェクト申請は受理されたことになる。この手続

きは 1994 年以来行われている。2005 年 9 月までは植林奨励地における植林プロジェクトにはプ

レ・セルフ・アセスメントは不要であったが、現在はすべての植林プロジェクトでプレ・セルフ・アセス

メントが義務づけられている（ただ、植林奨励地内の植林は承認される可能性が高いと考えられて

いる）。 
プレ・セルフ・アセスメントには、次の項目が必要である。 

a) プロジェクト提案者についての記述 
b) プロジェクトサイト（とその周辺）についての記述 
c) 提案するプロジェクト活動についての記述 
d) プロジェクトに割り当てられた天然資源について 
e) プロジェクト実施によって想定されるインパクト 
f) 負のインパクトの緩和のための方策 
g) プロジェクト評価のセルフアセスメント(A, B, C で評価) 

 
（５）ウルグアイの CDM の現状 

CDM の対象となりうる排出削減活動、それに要する費用などを検討した National Strategy Study
（NSS）がカナダ政府の支援を受けて 2003 年にまとめられた。NSS では CDM プロジェクトを開発す

るための手続き、必要な法規制、利害関係者の定義などを明らかにするとともに、１２の具体的なプ

ロジェクトのポートフォリオ分析を行った。最近は Global Environment Facility (GEF)とスペイン政府

の支援を受けてポートフォリオの更新を行い、埋め立て地のガス採取、バイオマスエネルギーなど

の１０プロジェクトを取り上げ、そのうち２つが A/R CDM である。ウルグアイ政府はこのポートフォリ

オを用いてウルグアイでの CDM プロジェクトの実現を国際社会に働きかけている。COP９での A/R 
CDM プロジェクトの交渉過程でウルグアイ政府は積極的にリードした経緯もあり、プロジェクトの実

現を強く願っている。スペインの AECI、日本の JICA などがそのための支援をはじめ、A/R CDM の

アイディア、地域住民の能力向上、持続可能な開発との関連性などを整理した。ウルグアイ政府は

CDMの実現に熱心であるにもかかわらず、2006年５月段階で登録されたプロジェクトはない。現在

はセメント工場での燃料転換小規模プロジェクトが有効性の審査中、モンテビデオ市当局が廃棄

物処分場のメタンガス収集プロジェクトを計画中である。 
A/R CDM においては、CARBOSUR がプロジェクト開発を試みており、新方法論を提出したが、

承認されなかった。本調査事業において新方法論に関する意見交換を行い、その成果を反映し

再度提出を行う予定となっている。 
 

（６） ウルグアイの森林 

 ウルグアイは酸性度の低い肥沃な土壌に恵まれ、1992 年の Environmental National Study によ

 



れば、国土の 85%を占める草地では一般的に牛と羊の粗放な放牧が行われている。ただ、一部の

特に肥沃な西部及び南部の草地では、半集約的な肉牛及び乳牛飼育が採用されている。穀類及

び飼料生産が主体の農地は 150 万 ha である。こうした草地や農地が拡がる土地利用の中で、森林

は主に緩やかな斜面上に塊状に分布し、その面積は約 152 万 ha（うち天然林 81 万 ha、人工林 71
万 ha）と国土全体の僅か 9 %を占めるに過ぎない。 

1987 年に薪炭材の生産などの一部を除いて天然林の伐採が禁止され、後に述べるように植林の

拡大も進んだこともあって、87 年以降に在来種によって構成される森林が 15%増加した。 
 

○植林奨励地域（約 360 万 ha） 
1940 年代に農牧省が行った土壌調査で羊毛、羊肉、牛肉の生産力を基準とする土地生産力指

数が決定した。これに基づき「林業適地」が決定され、植林奨励地域が指定された。植林奨励地域

は主に牧畜の生産力の低い場所、農業に適さない場所が指定されている。実際に南西部の穀物

生産農地において強い降雨や不適切な農業システムにより約 30 万 ha に深刻な土壌浸食がみら

れ、砂漠化に進む前段の荒廃状況のまま放棄されている。また、現在、植林奨励地域の約２０％が

実際に植林されているのみである。 
 

○植林を奨励する森林法(Law NO. 15.939)  
第一次林業振興法は 1968 年に

制定され、減税政策により 1970
年から 1987 年の間に 15,000ha の

植林が進んだ。第二次林業振興

法は 1987 年 12 月に制定され、

森林基金の創設により政府が定

めた土地生産性の低い地域での

植林地造成コストの 50%までの補

助を行うという植林奨励以外にも

火災・害虫防止措置義務づけ、

天然林伐採禁止を定めている。

その他、植林のための土地購入、

土地と地上権の分離など、植林

に投資しやすい環境が整備され

た。これにより、ユーカリや松など

が 50 万ｈａ以上植林された。 
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この法の一部が 2005 年に改正になり、補助金制度は廃止となった（それまでも補助金支払いの

遅延など問題があった）。 
－主な優遇措置 

・不動産税、資産税等の減税・免税 
・植林経費の助成金 
・融資 

－優遇措置を受けるための条件 
・造林計画を策定して森林局の承認を受ける 
・造林地が奨励地域内にある 
・植林樹種が奨励樹種であること（ユーカリ、マツ、ポプラ、ヤナギ） 
・造林面積が 10 ha 以上である 

 
○積極的な植林政策が推進された背景 

次のような目的が国家の森林政策として掲げられた。 
１）伝統的な農業活動との連携 
２）木材加工、パルプなどの新しい産業創設 
３）経済が停滞している農村地域での雇用創出 
４）生産性が低下した地域の再生 

 



５）環境条件の改善、生物多様性保全 
６）農村地域に居住する人々の社会経済条件の改善 
７）再生可能なエネルギー源の創出 

政府の積極的な植林奨励策の効果により、1990 年代にはユーカリをパルプ材として輸出するよう

になり、森林・木材産業が成立する条件は整備されてきた。 
 

○現在のウルグアイの植林状況 
林業振興法により 300 万 ha 以上ある土地生産性の低い地域への植林が 62 万 ha 近くに進んだ

一方で、チップ、パルプ、製材工場や港から離れた地域での植林は進まず、年あたりの植林面積

は 1998 年をピークに 2004 年まで急速に減少した。また、2005 年に改正された林業振興法では植

林奨励のための補助金が廃止されたことから、現在は植林が停滞したままである。また、植林奨励

地域のうち、実際に植林されたのは全体の 20%程度にとどまっており、特に植林奨励地域におけ

る CDM の明確な追加性が潜在的にあると考えられる（農牧省担当者からの聞き取り）。 
 

（７） A/R CDM についての政府の考え方 

気候変動緩和は森林のもつ付随的な価値と捉えており、A/R CDM が林産業の普及、多様化を

推進するインセンティブになると考えている。ウルグアイ政府は、A/R CDM に関する政策として下

記の優先事項を設定している。 
１）長伐期の製材用樹種（外来樹種・郷土樹種ともに）を植林に使用することが持続可能な開発と

いう観点からは望ましく、短伐期の植林事業は A/R CDM として望ましくないと判断している。 
２）荒廃地の森林化（約 30 万 ha の浸食・荒廃（砂漠化）した、放棄された土地）は重要であり、特

に南西部のシュガービート栽培後の生産性が低下した地域が対象となる。 
３）アグロフォレストリー、特に牧畜との組み合わせ(silvopastral)を A/R CDM の１タイプとしている。

２つの方法が考えられ、一つは疎林状態にし放牧された家畜が林間を歩くケース、もう一つの

方法は１つのプロジェクトサイト内で放牧と植林の両事業を実施するケースである。 
４）天然林の再生・更新 
５）雇用の創出、中小規模の農民を対象にした地方公共政策 
 
これはパルプ用材など短伐期の植林を否定するものではなく、ユーカリの短伐期植林はウルグア

イにおいて成熟したということで、民間で独自に推進できるからと考えているようである（農牧省担

当者私信）。しかし一方で、環境保全を重視する現政権では、環境影響を配慮してユーカリ短伐期

植林に反対の立場を取っている様子もみられるとする人もいた。 
 

（８） ウルグアイにおける植林事業及び A/R CDM 事業の強み 

ウルグアイにおいて植林事業が適している条件を列挙すると下記のようになる。 

・新規植林に適した広大な土地が入手可能であり、気候も樹木の成長に適しているため高い成

長量が期待できる。 
・土地所有権の透明性：全ての土地が測量され確定され登記済みである。このため、土地境界も

明確になっている。 
・低生産性地域での植林事業：粗放的な放牧が行われている生産性の低い土地では、ｔCER、ｌ

CER の価格如何では A/R CDM が競合する土地利用となる。 
・新産業の創出：製材業ができつつあることから、長伐期の製材用材生産を目的とした植林地は、

ウルグアイに新たな産業として木材加工業を創り出すであろう。 
・持続可能な森林モデル：ウルグアイはモントリオール議定書加盟国であり、人工林の 50%は

FSC や ISO14000 の認証を受けている。このことは、CDM が要求している持続性をウルグアイで

は発揮しやすく、そこで生産される木材も市場でメリットを得る可能性が高いことを示している。 
 
こうした植林事業の利点に加え、ウルグアイは A/R CDM に関する利点も幾つか有している。 
 
・森林計測のコンサルタント、A/R CDM の方法論を提案した経験のあるコンサルなどがあり、ト

レーニングされ経験のある人材の確保が容易である。 
・大規模な森林関連の事業主がいる 

 



・安定した適切な環境（政治、投資など） 
・2002～2003 年に経験した経済危機から立ち直っており、この２年ほどは森林・木材分野への投

資も戻りつつある。 
・人口密度が少ないことからリーケージの可能性が少ない。 
・土地所有権、登記が済まされていることから、利害関係者の特定が簡単であり、かつプロジェク

トの境界を設定する上で問題が生じることはない。 
・長期に渡って多くの土地が自然草地植生に覆われており、天然林も水源地帯に存在している

だけで、国土に占める割合も 5%と少ない。このように少なくなったのは１７世紀の肉牛放牧によ

るものである。こうしたことから、A/R CDM の土地利用に関する前提条件をクリアすることが容易

である。 
・１９６７～1969 年、1980 年代後半の航空写真が全国規模で用意されている。1987～1988 年以

降の LANDSAT 画像も入手可能である。これらの情報からリモートセンシングによる 1989 年末

の土地利用の確定は容易である。 
・ウルグアイ政府は全人工林および 2/3 の天然林の登記情報を保持しており、行政情報からも過

去の土地利用を特定できる。 
・政府は 1/50000 の土壌図を作成し、これにより土地生産性が低く植林が望ましい地域を提示し

ている。A/R CDM を土壌図から抽出された土地生産性の低い地域と照合することにより、政府

の方針に沿った地域で A/R CDM を実施することが可能となる。 
 

（９） 現在行われている A/R CDM 関連プロジェクト 

日本(JICA、専門家派遣)とスペインからの援助（2006 年 12 月終了予定）による A/R CDM の技術

支援プロジェクトがある。スペインの援助により荒廃地への植林で３つのパイロットプロジェクトが始

まっている。収入が少なく、A/R CDM プロジェクトとして充分でないサイズ、A/R CDM に参加が難

しい状況にある（情報・資金調達などの問題）農民を集め、地方自治体政府の協力を得ながら A/R 
CDM プロジェクトにする試みを行っている。このプロジェクトの経済的な影響に関する調査を行っ

ており 2006 年 6 月くらいに結果が出る予定となっている。 
このプロジェクトでは、承認された ARAM0001、ARAM0002、ARAM0003 または今後承認される

であろう B ケースの方法論を使いたいと担当者は考えている。しかし承認された方法論の適用条

件には”land without grazing”の記述があるため、新しいモジュールを加え、放牧地(grazing land)
でも適用できるようにする必要がある。このプロジェクト開発には Forestry and Agricultural Climate 
Change Projects Unit の担当者で、A/R CDM の専門家でもある Oyhancabal 氏（元 A/R WG メン

バー）が参加し作成していく予定で、ドラフト PDD は１１月までに作成する予定となっている。このプ

ロジェクトの関連情報は web で公開される予定であり、ワークショップなども開催する予定である。ま

た、GIS などを使って、工場からの距離などを考慮して、追加性のあるエリアを地図上に示す試み

を行っており、これらも近い将来公開される予定である。 
JICA プロジェクトは実施計画策定の段階であるが、上述のスペインのプロジェクトと協力する形で

同じ地域で小規模農民を対象とした A/R CDM プロジェクトの可能性を検討することになると考えら

れる。 
 

（１０） ウルグアイの森林の定義 

A/R CDM プロジェクトを行うために必要な、ホスト国の森林の閾値の定義は 2006 年 3 月の調査

時では決定していなかった。しかし、現在手続きに入っており、2006 年 5 月くらいには決定する予

定であり、各値は次のようになる見込みである（農牧省担当者私信）。 
最低樹冠率：30 % 
最小面積：0.5 ha 
最低樹高：3 m 
 

（１２） 海外からの投資環境 

ウルグアイでは海外からの投資は完全にオープンで特別な規制などはない。Carbon Credit に対

する規制などは特に存在しない（中国やインドネシアのように、クレジットから税などを徴収する、ク

レジットの分配を規定するなどの考えはない）。Carbon Credit による所得税は発生するかもしれな

 



い（林業分野では、所得税は認められれば免除になる優遇措置がある）。 
 

（１３） 土壌に関する研究 

牧草地の生産性に関する研究で、1964 年から長期的に土壌をモニタリングしている試験地が存

在する。異なる牧畜施業における土壌変化などの研究を行ってきた。しかし、植林地に関する研究

はなされていない。過去に非常に多くの点で土壌サンプルを採取しているので、現在植林された

場所がある可能性があり、現在と比較することは可能かもしれない。 
 

（１４） まとめ 

ウルグアイは昨年度まで本事業で調査を行ってきた東南アジアの現状に比較して、A/R CDM プ

ロジェクトを実施するにはより適した環境にあると考えられる。利点と問題点を挙げる： 
利点 

・政府として A/R CDM に力を入れて取り組んでおり、理解も進んでいる。 
・人口密度が希薄なため、人為的な活動によるリーケッジ等はほとんど想定されない 
・土地所有に関する問題がなく、過去の土地利用が明確 
・必要なデータが手に入りやすい（例：ベースラインとなる牧草地の炭素収支） 
 

問題点 
・放牧地における A/R CDM 方法論がまだ確立していない 
・植林地に関するデータは少ない（土壌、成長量など） 
・パイロットプロジェクトがまだない（進行中） 
・短伐期林業は歓迎されない可能性がある 
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