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I． 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 19
年度調査報告書である。 
 
 気候変動枠組条約にもとづく京都議定書が平成 16 年 2 月に発効して 3 年が経過し、いよいよ第１約束期

間の国際約束の履行のスタートとなる平成 20 年を迎え、また、欧州諸国を中心にした炭酸ガスの排出権取

引の市場は急速な成長を遂げつつあるなど新たな局面を迎えている。更に、地球温暖化問題に取り組んだ

アル・ゴア元米国副大統領と国連の気候変動に関する政府間パネル（IPCC）がノーベル平和賞を授賞する

など、国際的な地球環境に対する認識がこれまでにない高まりを見せている。CDM に関しては、排出源

CDM が多くのプロジェクトが現実に動き始め、活発化し始めているのに対し、吸収源 CDM は、その手続、

ルールの複雑さ、困難さが災いしてか一向に進まず、関係者をやきもきさせている。 
 
 このような中で昨年 12 月、インドネシアのバリ島で開催された COP13 においては、 第 2 約束期間に向け

た検討の段取りを決めるバリ･ロードマップが決定された。森林関係についても大変大きな関心が示され、世

界銀行の森林炭素パートナーシップ基金発足式が行われたり、途上国の森林減少や劣化に由来する排出

の（REDD）削減に焦点が当てられ、高い注目を浴びるとともに、小規模 AR 植林 CDM に関しては、１プロ

ジェクトの年間炭酸ガス吸収量上限値をこれまでの 2 倍の 1,600kt CO2 にまで拡大することを決定するなど

改定が行われたところである。 
 
 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（国連理事会から認定された CDM プロジェクトの審査組織）に事業申請をする際に、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、インドネシア、ベトナム、ウルグ

アイ、パナマ等で調査を行ってきた。 
 
 本年度は、これまでの実績も考慮しつつ新たにブルキナファソ、及びウガンダを中心とした東アフリカ地域

における A/R CDM 事情について調査を行った。また，本年度がこの調査事業の 終年に当たるので，これ

までの成果に加え，2008 年 3 月末現在の も新しい情報に基づいた，A/R CDM プロジェクト設計書

（PDD）の完成，申請に必要なすべての規則，ガイド，ツールなどを集めた全集（和文）を，この報告書とは別

冊に作成した。A/R CDM プロジェクトの開発，投資などを希望する事業者，団体の座右の書となることを

願っている。 
 
 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 清水邦夫室長、赤堀聡之課長補

佐，富岡弘一郎海外植林指導官，山田千尋調査調整係長にご指導いただいた。また、調査の企画実行，評

価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

をいただいた社団法人海外植林センター、ブルキナファソ、ウガンダの関係者に厚く御礼申し上げるしだい

である。 
 

平成２０年３月 
（財）国際緑化推進センター 
専務理事  林  久 晴 
 

 1



 

II． 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付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る。さらに，CDM 植林の推進を通じて，途上国の持続可能な森林経営

への取組みを支援するものである。 
 
２．調査事業の内容 
 本調査事業は５年間の計画で下記の事業を実施する。 
（１） OE による事業有効性審査に含まれていると目される下記の審査をパスするための CDM 植林技

術指針を作成する。 
  ・ 生物多様性保全を含む環境影響評価 
  ・ 社会経済影響評価 
  ・ 利害関係者への意見聴取と処理方法 
  ・ リーケージ（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） 途上国及びわが国の CDM 植林事業参加者に対する CDM 植林技術指針の提供 
 
３．年次計画 
  本事業は下記の年次計画で途上国調査を予定する。 
  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 年次 平成 17 年度 中南米 （ウルグアイ，パナマ） 
  第 4 年次 平成 18 年度 中南米 （ウルグアイ，パナマ） 
  第 5 年次 平成 19 年度 アフリカ （ブルキナファソ，ウガンダ） 
 
４．委員会の設定と開催 
（１）委員会名称と委員名簿（敬称略） 

名称：CDM 植林技術指針調査委員会 
  委員長 天野 正博 全般 早稲田大学 人間科学部 教授 
  副委員長 神田 憲二 森林経営 王子製紙（株） 執行役員 原材料本部長 
  委員 太田 誠一 環境影響 京都大学大学院 農学研究科 教授 
  委員 岡  裕康 投資モデル （独）森林総合研究所 関西支所 ランドスケープ管理担当

チーム長 
  委員 小林 紀之 OE 審査 日本大学大学院 法務研究科 教授 
  委員 竹田 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 
  委員 根本 昌彦 OE 審査 鳥取環境大学環境政策学科 教授 
  委員 辺見 達志 CDM 一般 パシフィックコンサルタンツ（株） 地球環境部 
  委員 松尾 直樹 CDM 一般 （財）地球環境戦略研究機関 上席客員研究員 
  委員 川元  蒋 CDM 一般 フォーラムマネージメント（株）代表取締役 
  委員 森川  靖 森林造成 早稲田大学 人間科学部 教授 
  委員 森  徳典 森林造成 国際緑化推進センター 主任研究員 
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  委員 松本 光朗 IPCC-GPG （独）森林総合研究所 温暖化対応推進室長 
  委員 横田 康裕 社会経済影響 （独）国際農林水産業研究センター 主任研究員 
 
（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 19 年 6 月 1 日 
  場所：東京都中央区 畜産会館 
  議題：今年度の調査方針と調査の進め方について 
 
  第 2 回 
  日時：平成 19 年 12 月 20 日 
  場所：東京都中央区 紙パ会館 
  議題：今年度の調査の進捗状況と調査結果の報告 
     終年としての結果の取りまとめ方 
   
  第 3 回 
  日時：平成 20 年 3 月 31 日 
  場所：東京都文京区 林友ビル 
  議題： 終報告書 
     今後に残された問題点の整理 
     本事業５年間の総合評価 
 
５．現地調査等 
 本年度は以下の現地調査を実施した。 
 （１） ブルキナファソ国 
  期日：平成 19 年 10 月 28 日～11 月 3 日 
  調査員：森川 靖（委員），森 徳典（委員），大角泰夫，仲摩栄一郎（JIFPRO） 
  訪問先：環境省地球温暖化対策室（DNA） 

同省森林局 
地方森林局、 
ブルークロス（NGO）植林地３箇所 

  内容：ブルキナファソ国における CDM 事業への取組み現状調査 
CDM 事業にかかわる森林事情と林業技術調査 
NGO 植林地における小規模 CDM 事業の可能性調査 

 
 （２） ウガンダ 
  期日：平成 20 年 3 月 15 日～22 日 
  調査員：山田麻木乃 
  訪問先：水・土地・環境省（DNA) 

林業局(National Forest Authority) 
Unique Forestry Consultants（ドイツ民間コンサルタント） 
製材生産助成スキーム(EU の基金) 
Nile Plywood 社（民間企業） 
Global Wood 社（民間企業） 

  内容：ウガンダにおける CDM の受け入れ状況 
ＣＤＭ事業予定地の調査 
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III． A/R CDM に関する情報 

（社）海外産業植林センター 

１．CDM 理事会における A/R CDM 関連の審議内容 

１）土地適格性証明方法 
土地の適格性証明方法は、EB22 で新たに決定し、EB26 で修正されたが、それに反対する声が多く、

COP/MOP2 において土地の適格性証明方法はペンディングとなり、パブリックインプットを求め再検討するこ

とが決定した。新たな証明方法が決定するまでは、土地の適格性の証明は事実上マラケシュ合意中の表現

の解釈によって判断されることになった。その後パブリックインプットを考慮した提案がなされ、EB35 でようや

く再度承認された（図１）。 
COP/MOP2 での議論において、ブラジル、コロンビア等が、ＣＤＭ植林の土地適格性ガイダンスの EB26

での改訂は、マラケシュ合意(COP7)を逸脱しており不適当であると主張した（日本も賛同）。議論の結果、パ

ブリックインプットによって意見を求め、これを踏まえ EB が再度ガイダンスを策定した後改めて公開での意見

聴取を行うことで合意された。 
パブリックインプットでは EU、コロンビア、コスタリカ、ブラジル、チリ、日本、インド、及び団体・個人から 23

もの意見が寄せられ、それをもとにした改定と議論が繰り返された。２回目については、ＥＵ、韓国、インド、日

本の研究機関や NGO などの団体と個人から意見の提出あった。EU やモノカルチャーの植林に反対する環

境 NGO からは、CDM のために森林破壊が起こるのを防止するために土地適格性の判定は厳しくするべき

であるとの意見が寄せられていた。 
議論の過程では、「1989 年 12 月 31 日以降プロジェクト開始までの間に森林であってもプロジェクト開始時

が森林ではなく、また、CDM のために森林が伐採されたのではないことを示せばよい」とする案も作成された

が、 終的に、EB22 の表現とほとんど同様、1989 年 12 月 31 日以降プロジェクト開始までの間については

明言しない文書が EB35 での決定となった。プロジェクト開発者にとっては、1990 年からプロジェクト開始ま

での期間ずっと森林でなかったことを証明するのは困難であるので、好ましい改訂であると考えられるが、一

方で、プロジェクト開始時と 1989 年 12 月 31 日時点だけが森林でなければよいということの意味について考

えると違和感が残る。 
プロジェクトが新規植林であることの証明は、基本的には過去 50 年以上の間ずっと森林の定義の閾値以

下であった土地であることを示すことが求められている。EB26 バージョンでは、その証明方法として、50 年

間のうち 低４時点において、森林でないことを示すよう求めていたが、EB35 バージョンではこのような限定

的な証明方法の指示は削除された。途上国において過去の土地利用に関する情報が入手出来る可能性は

低く、50 年間のうちの 4 時点のデータをそろえることは非常に困難である。衛星データは入手コストが高い

場合も多く、古いデータは存在しない。途上国でも地方の農村地帯で行われることの多い A/R CDM プロ

ジェクトにとっては非現実的な要求であったと言えるだろう。 
いずれにせよ、現在の A/R CDM では、新規植林であることを証明することによるベネフィットは全く規定さ

れていないため、「 低 50 年という長期間にわたって、ずっと森林でなかった」という、再植林の証明に比べ

て困難な新規植林の証明を行うインセンティブがない。プロジェクト開発者の多くは再植林の証明を選択す

ることになるだろう。これについては、ARWG18 において、土地適格性証明においては、新規植林と再植林

を区別するのは重要でないことが明確化され、再植林プロジェクト活動の場合は EB35 の土地適格性証明

方法に従い、1989 年 12 月 31 日以前にその土地が森林であったかを証明する必要ないことも明らかになっ

た。 
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図１ EB35 で決定した土地適格性証明方法 
 

２）小規模上限値の変更 
COP/MOP2(06 年 11 月、ケニア・ナイロビ)において、ボリビア等から小規模 A/R CDM の上限値（8 キロ

CO2 トン/年）がプロジェクト実施の阻害要因となっているため見直すべきとする意見が出され、議論の結果、

各国等からの意見聴取の上 SBSTA26(07 年 5 月)で議論することとなった。SBSTA26 では、ブラジル、ツバ

ル、EU 等から A/R CDM は経験が不足しており、上限値の変更の検討は時期尚早との主張もあり意見が分

かれたが、 終的には上限値を変更した場合の社会・経済・環境的影響に関し、各国等の意見を 9 月まで

に求めた上、SBSTA27(07 年 12 月、インドネシア・バリ)で引き続き上限値変更の可否について検討すること

となった。小規模コミュニティーが管理可能な植林地の面積として既存の上限値が適切であるとする意見と

現行の５倍程度となってもコミュニティーによる管理は可能であるとする意見が対立したが、 終的に

COP/MOP3 において小規模 A/R CDM の上限値が、これまでの２倍である、16 キロ(1 万 6 千）CO2 トン/年
に修正されることで合意した。 
小規模 A/R CDM プロジェクトは、以前から、獲得出来るクレジット量に対して、CDM 化にかかる費用が大

きくいことから、プロジェクト化自体が難しい上に、投資先としても魅力が低くなることが問題視されてきた。上

限値が 16 キロ CO2 トン/年に上方修正されたことは評価される事であるものの、さらなる引き上げが必要と

する意見も根強く残っている。今後も引き続き検討される可能性がある。CDM 化にかかるコストの削減につ

いては、小規模 A/R CDM プロジェクトをバンドリングして有効審査等を実施することでも達成できるので、現

場での活用が望まれる。 
 

新規・再植林： 
森林ではない 

PJT 
開始時

1989/12/30 50 年前 

再植林： 
森林ではない 

再植林： 
明言なし 新規植林： 

低 50 年間ずっと

森林ではなかった 
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３）小規模プロジェクトのバンドリング 
EB32 から 33 にかけて、小規模 A/R CDM プロジェクトのバリデーション時のバンドリングについて議論が

なされた。 
DOEフォーラムからDecision 6/CMP.1 のAnnex1がバリデーション（有効化審査）目的にバンドルされた小規

模A/R CDMプロジェクトに適用されるのかどうかについて、また、特に、Decision 5/CMP.1 のパラグラフ 1(i)2

に定義された純人為的吸収量の上限を超えてよいのか、または、EB21 Annex 213のバンドリングの原則がバ

リデーション目的の小規模A/R CDMプロジェクトのバンドリングに適用されるのかについてDOEフォーラムか

ら養成があり、検討が行われた。 
EB は Decision 6/CMP.1 の Annex パラグラフ 11 がバリデーションを目的に行われる小規模 A/R CDM プ

ロジェクトのバンドルに適用されるという見解であり、したがって、Decision 6/CMP.1 Annex のパラグラフ 1(a)
に示されている、純人為的吸収量の上限はパラ 11 には適用されないとした。結論として、「バンドリングの一

般的原則」(EB21 Annex 21)は、バリデーション目的で行われる小規模 A/R CDM プロジェクトには準用され

ない。 つまり、バリデーション目的で行われる小規模 A/R CDM プロジェクトのバンドル（全体）には、小規模

A/R CDM プロジェクトの純人為的吸収量の上限値(8ktCO2/year)は適用されず、個々のプロジェクトに対して適

用することとなった。小規模 A/R CDM は獲得できるクレジット量に対し登録費用が大きいことが問題となっている

ので、このバンドリングはコストの削減に貢献できると考えられる。さらに、EB33 でバリデーションのみを目的とし

た複数の小規模 A/R CDM プロジェクトのバンドリングについて検討がなされた。活動プログラム下の CPA
など、小規模方法論を使用したプロジェクト登録にかかるコスト削減に効果的であるとして、利用することを推

奨している。 
 

４）プロジェクトバウンダリー 
ＥＢ３６で、A/R CDM プロジェクト活動のプロジェクトバウンダリーの定義の適用に関するガイダンスが承認

された。 
「プロジェクトバウンダリーはプロジェクト参加者の管理下にある A/R CDM プロジェクト活動の地理的な境

界を示すものである。A/R CDM プロジェクト活動は 1 つ以上の分散した土地を含むことができる。PDD が検

証される時点で、次項について明確にしなければならない。(i)それぞれの分散した土地は固有の地理的ア

イデンティフィケーションを持たなければならない。(ii)プロジェクト参加者はそれぞれの分散した土地の法的

権利蓄積された炭素へのアクセスの権利、現在の土地所有、土地利用について記述しなければならない。

(iii)プロジェクト参加者は、クレジット期間中はそれぞれの分散した土地はプロジェクト参加者の管理下にある

A/R プロジェクト活動に属すと考えられていることを示さなければならない。」 
さらに、EB は ARWG に、プロジェクトバウンダリーの定期の適用についてより柔軟な対応を許可するため、

                                                        
1 Decision 6/CMP.1 のアネックス、パラ 1(a)  
Project activities may be bundled or portfolio-bundled 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;  
抄訳：プロジェクト活動はプロジェクトサイクルの、PDD, 有効化審査、登録、モニタリング、検証、認証のステージでバンドルで

きる。バンドルのサイズは Decision 5/CMP.1 のパラ 1(i)で定められた上限を超えてはならない。  
2 Decision 5/CMP.1 のパラ 1(i)  
“Small-scale afforestation and reforestation project activities under the CDM” are those that are expected to result in net 
anthropogenic greenhouse gas removals by sinks of less than 8 kilotonnes of CO2 per year and are developed or implemented by 
low-income communities and individuals as determined by the host Party. If a small-scale afforestation or reforestation project 
activity under the CDM results in net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks greater than 8 kilotonnes of CO2 per year, 
the excess removals will not be eligible for the issuance of tCERs or lCERs.  
抄訳：小規模 A/R プロジェクトの純人為的吸収量は 8 kt CO2/year を超えてはならない。  
3 Decision 6/CMP.1 のアネックス、パラ 11.  
Several small-scale afforestation or reforestation project activities 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 monitoring plan shall 
be implemented and each verification/certification of the net anthropogenic removals by sinks achieved shall cover all of the 
bundled project activities.  
抄訳：バリデーション目的で複数の小規模 A/R プロジェクトをバンドルすることが可能。構成するプロジェクト活動のパフォーマ

ンスをモニターするためのサンプルベースの全体のモニタリング計画はバンドルされたプロジェクト活動に提案することができる。

全体のモニタリング計画を使ったバンドルされたプロジェクト活動が登録された場合、このモニタリング計画が適用され、純人為

的吸収量の各検証・認証はすべてのバンドルされたプロジェクト活動をカバーしなければならない。  

 6



 

特にプロジェクトバウンダリーが非 A/R CDM プロジェクト活動のものとは異なる特徴について、情報を EB38
で提供することを求めた。A/R CDM のプロジェクトバウンダリーの概念やその役割は排出削減のものとは異

なり、今後も議論が行われることが予想される。 
 

５）複層林分の森林の定義 
DOE/AE フォーラムからの ARWG への依頼を踏まえ、EB29 では ARWG に、複層林分への森林定義の

適用についてのガイダンス案を策定するよう指示があった。EB31 では、異なる高さの樹木の層がある林分へ

の森林の定義の適用は、「異なる階層の樹木で構成される林分の場合、その全体として、ホスト国が設定し

た樹冠率（又は同量の炭素貯留レベル）及び樹高の基準を満たす場合を、『森林』とみなす」と明確化した。 
さらなる明確化として、EB32 では、「複層林分への A/R CDM の森林の定義適用について、ある層から林

冠の閾値（またはそれに相当するストックレベル）を満たすために選ばれた木は、本来成熟時に樹高の閾値

に到達するポテンシャルのある木でなければならない。林冠と樹高の閾値はホスト国で選択され DNA を通

じて EB に報告された値を参照する」とした。 
 

６）プロジェクト登録料 
EB36 において(Annex 21)、A/R CDM プロジェクトの登録料が決定した。一般的に CDM プロジェクト

では、登録時に登録料と share of proceeds(SOP)と呼ばれる徴収がある。A/R CDM プロジェクトに関し

ては、登録料は年平均純人為的吸収量が 15,000 t CO2/year を下回る場合は不要であり、それ以上の

場合は 15,000 t CO2/year まで 0.1US$/CER、それを超えた分については 0.2US$/CER である。 
SOP には途上国の適用費用(SOP-Adaptation)と CDM 制度管理費用(SOP-Admin)がある。SOP-
Adaptation は発行された CER の 2 %が徴収される。SOP-Admin は非永続性へ対処するために選択さ

れたアプローチが tCER の場合、「SOP-Admin」は、「ある検証時に発行要請された tCER」と「これまで

に発行された tCER の 大値」の差、lCER の場合、「SOP-Admin」は、「ある検証時に発行要請された

lCER に、すべての今まで発行・取り消し(reversal)された lCER を合計したもの」と「プロジェクト開始から

これまでの各検証時点において計算された lCER の発行分・取り消し分の合計それぞれのうちの 大

値」との差となり、 初の 15,000 tCO2 分は 0.1US$/CER 超過分は、0.20US$/CER である。但し、小規

模プロジェクトについては SOP-Adaptation は免除され、SOP-Admin には減額するとされているが、詳

細は決まっていない。 

２．A/R CDM 方法論に関する審議 

１）通常規模方法論 
2007 年度（2008 年 3 月時点）に EB で審議された A/R CDM 通常規模方法論は６件あり、うち４件が承認

された（表１）。これにともない、承認された A/R CDM 通常規模方法論は全部で 10 件（統合方法論を入れる

と１１件だが、既存の AR-AM0003 が取り下げになるため 10 件である）となり、日本のプロジェクト開発者から

提案した方法論は AR-AM0007 に加え、AR-AM0008 が２件目である（表２）。また、A/R CDM の 初の統

合方法論 ARACM0001 が承認された。EB38 で承認された ARNM0032-rev と AR-AM0003 を統合したもの

である。 
 
表１ 2007 年度に審議された A/R CDM 方法論提案 

EB 方法論番号 プロジェクトタイトル 審議結果と経緯 

EB32 ARNM0026
-rev  

Carbon Sequestration in Small and 
Medium Farms in the Brunca Region, 
Costa Rica (COOPEAGRI-Project) 
＜コスタリカ＞ 

非承認 
Round10: ARNM0026 提出 
ARWG10: preliminary recommendation
ARWG11: Ｂ判定 
EB28: Ｂ判定、 
Round13: ARNM0026-rev 提出 
ARWG14: C 判定 

EB33 ARNM0028
-rev 

Reforestation on degraded land for 
sustainable wood production of 
woodchips in the eastern coast of the 

承認：AR-AM0008 
“Afforestation or reforestation on 
degraded land for sustainable wood 
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Democratic Republic of Madagascar 

 

＜マダガスカル、日本・王子製紙案件

＞ 

production” 
Round10: ARNM0028 提出 
ARWG10: preliminary recommendation
ARWG11、EB28: Ｂ判定 
Round13: ARNM0028-rev 提出 
ARWG13: preliminary recommendation
ARWG14: work in progress 
ARWG15: Ａ判定 

EB35 ARNM0024
-rev 

San Nicolás CDM Reforestation 
Project 
＜コロンビア＞ 

承認：AR-AM0009 
“Afforestation or reforestation on 
degraded land allowing for silvopastoral 
activities” 
Round9: ARNM0024 提出 
EB26: Ｂ判定 
Round13: ARNM0024-rev 提出 
ARWG13: preliminary recommendation
ARWG14: work in progress 
ARWG15: work in progress 
ARNM16: Ａ判定 

EB35 ARNM0034 AES-Tiete Afforestation/Reforestation 
Project Activity around the Borders of 
Hydroelectric Plant Reservoirs 
＜ブラジル＞ 

承認：AR-AM0010  
“Afforestation and reforestation project 
activities implemented on unmanaged 
grassland in reserve/protected areas ” 
Round6: ARNM0012 提出 
EB24: Ｂ判定 
Round10: ARNM0012-rev 提出 
EB29: Ｃ判定 
Round13: ARNM0034 提出 
ARWG14: work in progress 
ARWG16: Ａ判定 

EB36 ARNM0033 Reforestation of grasslands using fast-
growing species in Brazil 
＜ブラジル＞ 

非承認 
Round13: ARNM0033 提出 
ARWG14: work in progress 
ARWG16: work in progress 
ARWG17: Ｃ判定 

EB38 ARNM0032
-rev 

San Carlos” Land Restoration 
Through Silvopastoral Systems 
<ウルグアイ> 

承認：ARACM0001 
“Afforestation and reforestation of 
degraded land” 
これにともない、ARAM0003は取

り下げられる 

 
 

表２ 承認された通常規模方法論4

 
番号 タイトル 方法論提案番号 

AR-AM0001 Reforestation of degraded land --- Version 2 
荒廃地での再植林 

ARNM0010 

AR-AM0002 Restoration of degraded lands through 
afforestation/reforestation --- Version 1 
荒廃地での新規・再植林による植生回復 

ARNM0007-rev 

                                                        
4 原文はhttp://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html 
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AR-AM0003 Afforestation and reforestation of degraded land through tree 
planting, assisted natural regeneration and control of animal 
grazing --- Version 3 
植林、天然更新補助、放牧管理による荒廃地の新規・再植

林 

ARNM0018 

AR-AM0004 Reforestation or afforestation of land currently under 
agricultural use --- Version 2  
農地における新規・再植林 

ARNM0019 

AR-AM0005 Afforestation and reforestation project activities 
implemented for industrial and/or commercial uses --- 
Version 1 
産業・商業目的の新規・再植林 

ARNM0015-rev 

AR-AM0006 Afforestation/Reforestation with Trees Supported by Shrubs 
on Degraded Land --- Version 1 
荒廃地での潅木を補助に使った新規・再植林 

ARNM0020-rev 

AR-AM0007 Afforestation and Reforestation of Land Currently Under 
Agricultural or Pastoral Use --- Version 2 
農地または放牧地における新規・再植林 

ARNM0021-rev 

AR-AM0008 Afforestation or reforestation on degraded land for 
sustainable wood production --- Version 2 
持続的な木材生産のための荒廃地での新規・再植林 

ARNM0028-rev 

AR-AM0009 Afforestation or reforestation on degraded land allowing for 
silvopastoral activities --- Version 2 
混牧林が可能な荒廃地での新規・再植林 

ARNM0024-rev 

AR-AM0010 Afforestation and reforestation project activities 
implemented on unmanaged grassland in reserve/protected 
areas --- Version 2 
保護区内の管理されていない草地での新規・再植林プロ

ジェクト活動 

ARNM0034 

AR-ACM0001 “Afforestation and reforestation of degraded land 
荒廃地での新規・再植林 

ARNM0032-rev 
AR-AM0003 

 
AR-AM0001 は、荒廃地でのプロジェクトを想定し、炭素プールは地上部と地下部のみ考慮し、プロジェクト

活動開始前に行われていた活動の移動にともなうリーケッジなど、複雑なアプローチが必要なものすべてを

排除した、単純で基本となる方法論である。A/R CDM 方法論は、AR-AM0001 が承認されて以降、この承

認方法論を元に必要な部分を付け加える（例えば、AR-AM0001 に土壌有機炭素プールの測定方法や放

牧の移動によるリーケッジの推定方法を部分的に追加して新方法論として提案するなど）という形で発展して

きた。AR-AM0001 を元に、リーケッジ等の各パーツ（ツール）を選んで使用出来る統合方法論の開発が望ま

れていたが、実際には開発されず、また、方法論の修正として扱われることもなかった。その結果、例えば土

壌有機炭素プールと放牧の移動によるリーケッジを単独に考慮した承認方法論は存在するが、その両方を

考慮したいプロジェクトに適用出来る承認方法論は存在しないため、既存の方法論のパーツを組み合わせ

て新方法論を提案しなければならないという状況を引き起こした。 
EB31 ではようやく、A/R CDM の方法論が多く提出されるようになってきたが、既存の方法論の一部を修正

し新方法論に提出される傾向が強かったことから、プロジェクト参加者に「方法論の修正要請」の提出を考慮

することを推奨した。また、EB38 では、AR-AM0003 とそれを改良した新方法論提案 ARNM0032-rev を考

慮して、はじめて統合方法論(AR-ACM0001)を承認し AR-AM0003 を取り消すことになった。統合方法論提

案は、新たな進展として評価できるものの、AR-AM0003 が AR-AM0001 を元に開発された方法論であるこ

とを考慮すると、AR-AM0001 の統合方法論とすることが可能であり、望ましいのではないかという懸念が残る。

A/R CDM の推進のためにも、ユーザーであるプロジェクト参加者の状況を考慮した統合方法論の開発が望

まれる。 
方法論各方法論の特徴を表３にまとめた。 
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表３ 各方法論の特徴 
 

考慮する炭素プール 番号 
地上

部 

地下

部 

リター 枯死

木 

土

壌 

主な適用条件と特徴 

AR-AM0001 ○ ○ × × ×  荒廃地である 
 プロジェクト前の活動の移動によるリー

ケッジなし 
 地ごしらえによる土壌からの排出はな

い 
 土壌有機炭素、リター、枯死木はプロ

ジェクト活動なしには増加しない 
 ベースラインアプローチ 22(a)を適用 

多くの承認方法論のベースとなった。 
AR-AM0002 ○ ○ ○ ○ ○  荒廃地である 

 プロジェクト前の活動の移動によるリー

ケッジなし 
 プロジェクトでバウンダリー内での放牧

なし 
 ベースラインアプローチ 22(a)を適用 

 
AR-AM0001 にリター、枯死木、土壌プー

ルを考慮するコンポーネントを追加。 
AR-AM0003 ○ ○ × × ×  荒廃地である 

 プロジェクト前の放牧、薪炭収集活動

の移動によるリーケッジ可 
 地ごしらえによる土壌からの排出はな

い 
 土壌有機炭素、リター、枯死木はプロ

ジェクト活動なしには増加しない 
 窒素固定樹種による GHG 排出は無

視可 
 他の A/R CDM 活動の計画なし 

 
AR-AM0001 にプロジェクト前の活動によ

るリーケッジを考慮するコンポーネントを追

加。 
AR-AM0004 ○ ○ × × ×  荒廃地である 

 プロジェクト前の農業、放牧、薪炭収

集活動の移動によるリーケッジ可 
 地ごしらえによる土壌からの排出はな

い 
 土壌有機炭素、リター、枯死木はプロ

ジェクト活動なしには増加しない 
 窒素固定樹種による GHG 排出は無

視可 
 他の A/R CDM 活動の計画なし 

 
AR-AM0003 のプロジェクト前の活動によ

るリーケッジを考慮するコンポーネントに農

業を追加（＝AR-AM0001 の派生型）。 
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AR-AM0005 ○ ○ × × ×  荒廃地である 
 粗放な放牧が行われ、定常状態にあ

る草地がベースライン 
 産業・商業目的の植林 
 プロジェクトでバウンダリー内での放牧

なし 
 プロジェクト前の農業、放牧、薪炭収

集活動の移動によるリーケッジ可 
 土壌有機炭素、リター、枯死木はプロ

ジェクト活動なしには増加しない 
 窒素固定樹種による GHG 排出は無

視可 
AR-AM0006 ○ ○ × × ○  荒廃地である 

 リター、枯死木はプロジェクト活動なし

には増加しない 
 窒素固定樹種使用可能 
 バウンダリー内の放牧はベースライン・

プロジェクトでなし 
 家畜飼料を生産する 

 
AR-AM0001 にアグロフォレストリー、窒素

固定樹種の使用を可能にするコンポーネ

ントを追加。 
AR-AM0007 ○ ○ ○ ○ ×  天然更新はおこらない牧草地、農地、

放棄地である 
 ベースラインアプローチ 22(a)を適用 
 土壌有機炭素はプロジェクトなしには

増加しない 
 窒素固定樹種による GHG 排出は無

視可 
 プロジェクト前の活動の移動によるリー

ケッジなし 
AR-AM0008 ○ ○ × × ×  荒廃地である 

 プロジェクト前の活動の移動によるリー

ケッジなし 
 地ごしらえによる土壌からの排出はな

い 
 土壌有機炭素、リター、枯死木はプロ

ジェクト活動なしには増加しない 
 ベースラインアプローチ 22(a)を適用 

 
AR-AM0001 にリモートセンシングによるモ

ニタリング方法のコンポーネントを追加。 
AR-AM0009 ○ ○ ○ ○ ×  荒廃地である 

 バウンダリー内で放牧（シルボパストラ

ル：混牧林）を行うが、屎尿は放置する 
 ベースラインアプローチ 22(a)を適用 
 方法論ツールにより、土壌有機炭素変

化はコンザバティブに無視できる 
 窒素固定樹種使用可能だが無視可 
 バウンダリー内の放牧はベースライン・
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プロジェクトでなし 
 生産した家畜飼料はバウンダリー内の

動物によって消費 
 
AR-AM0001 にシルボパストラルを行うた

めに必要なコンポーネントを追加。 
AR-AM0010 ○ ○ × × ×  ベースラインアプローチ 22(c)を適用 

 ベースラインは保護地域内の管理され

ない草地で、プロジェクトより低いレートで

非 CDM の林業への転換される場所。 
 プロジェクト前の活動の移動によるリー

ケッジなし 
 土壌炭素プールは定常状態で無視出

来る 
 窒素固定樹種使用可能だが無視可 
 リターと枯死木プールの炭素変化は無

視可 
AR-ACM0001 ○ ○ △ △ △  荒廃地である 

 窒素固定樹種による GHG 排出は無

視可 
 
既存の方法論ツールを使用する 
リーケッジは車両の化石燃料消費、活動の

移動、木製フェンスの使用が含まれてい

る。 
 
EB36 では、方法論の明確化と改訂の要請についてARWGから報告があった。DOEから、プロジェクト開始

時にプロジェクト参加者のコントロール下にない土地をプロジェクトバウンダリーに含むことを許可することが

可能かどうかについて明確化の要請(AR-AM-CLA_0001)があり、ARWGはCDM A/R M&P5に従い、プロ

ジェクトバウンダリーはバリデーション時に決めることができ、プロジェクト参加者のコントロール下にある土地

の境界であることを明確にした。 
また、AR-AM0004 にプロジェクトバウンダリー内の家畜の活動から生じる GHG 排出の推定するコンポーネ

ントを含める修正要求(AR-AM_REV_0001)があったが、ARWG はこの修正をしないことに合意し EB36 で

報告された。一方で、上述のプロジェクトバウンダリーの定義の適用に関する記述を差し替えるために、AR-
AM0003, AR-AM0004, AR-AM0007, AR-AM0008, AR-AM0010 を修正することが合意された。AR-
AM0009、は適用条件の拡大とプロジェクトバウンダリーの定義の適用の明確化、編集上の変更など修正が

行われることが合意された。 
 

２）小規模方法論 
2008 年 2 月末現在で承認されている A/R CDM 小規模方法論は３件である（表４）。小規模 A/R CDM の

枠組は、COP10 (2004 年 12 月)において決議され(Decision 6/CMP.1)、その Appendix B において、EB が

草地、耕作地、湿地及び居住地での小規模植林ＣＤＭ方法論を開発することが決議された。これを受け、ま

ず「草地と耕作地における小規模 A/R CDM 簡素化ベースライン・モニタリング方法論」が ARWG で開発さ

れ、EB21(05 年 9 月)ではこれを COP/MOP に提案することで合意、COP/MOP1 で EB 報告の付属書として

同方法論案が採択された。その後、短期間に改訂が繰り返され、現在はバージョン４となっている。湿地及び

居住地での方法論はマンデートがありながら進展がみられなかったが、EB29 (07 年 2 月)で、これらの方法

論開発に関してパブリックコメントを募ることが決定し、ようやく開発が開始された。日本のプロジェクト開発

者・研究者からもパブリックコメントが送られた。EB33 において「居住地における小規模 A/R CDM 簡素化

                                                        
5 Modalities and procedures for afforestation and reforestation project activities under the clean development mechanism in the 

first commitment period of the Kyoto Protocol (COP decision 19/CP.9) 
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ベースライン・モニタリング方法論」、EB35 では「湿地における小規模 A/R CDM 簡素化ベースライン・モニタ

リング方法論」が開発され COP/MOP3 で採択された。 
 
表４ 承認された小規模方法論6

番号 タイトル 

AR-AMS0001 
version 04.1 

Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and 
reforestation project activities under the clean development mechanism implemented 
on grasslands or croplands 
草地・耕作地における小規模 A/R CDM 簡素化ベースライン・モニタリング方法論 

AR-AMS0002 Simplified baseline and monitoring methodologies for small-scale afforestation and 
reforestation project activities under the CDM implemented on settlements 
居住地における小規模 A/R CDM 簡素化ベースライン・モニタリング方法論 

AR-AMS0003 Simplified baseline and monitoring methodology for small scale CDM afforestation 
and reforestation project activities implemented on wetlands 
湿地における小規模 A/R CDM 簡素化ベースライン・モニタリング方法論 

 
これら３つの小規模方法論は簡素化されており、主な特徴として、（１）吸収量をカウントする対象の炭素

プールは地上部バイオマスと地下部バイオマスの２つに限られている、（２）考慮するプロジェクト排出は施用

した肥料からの排出量に限られている（AR-AMS0003 ではゼロ）、（３）追加性はプロジェクトの実施を妨げて

いるバリアを方法論に添付されているリストから選択し、それを証明する、ことが挙げられる。現在承認されて

いる各小規模方法論の適用条件は表５の通りである。一般的に、湿地では水位によって好気的環境と嫌気

的環境が共存するので、土壌からの排出のメカニズムは複雑であると考えられている。AR-AMS0003 は簡素

化方法論作成のため適用条件が複雑になっている。 
 
表５ 承認された A/R CDM 小規模方法論の適用条件 
方法論 適用条件 

AR-AMS0001 
version 04.1 
（草地・農地に

適用） 

(a)プロジェクトは草地あるいは農地で実施される 
(b)プロジェクト活動に由来してプロジェクト境界内から移転する農地が全プロ

ジェクト面積の 50％以下の土地で，プロジェクト活動が行われる 
(c)プロジェクト活動に由来してプロジェクト境界内から移動する放牧家畜頭数

が，プロジェクト域内の平均放牧許容頭数 50％以下である土地で，プロジェクト

活動が行われる 
(d)植林のための地拵えによる表土の攪乱が全プロジェクト域の 10％同等あるい

はそれ以下である土地で，プロジェクト活動が行われる 
 

AR-AMS0002 
（ 居 住 地 に 適

用） 

(a) プロジェクト活動は居住関連用地で実施される。特に以下の土地は居住関

連用地の区分に該当する。 
(i)輸送関係施設：街路，国道，高速道路，鉄道，水路，送電線下，ガスパイ

プラインなどで機能的及び行政的に輸送関連施設に関係した土地であり，

その土地はこれ以外の土地利用に区分されていない。 
(ii)人の居住地：住居及び商業地（田舎及び都市），庭園，ゴルフ場，運動

場，公園などで機能的及び行政的に特定の市や村あるいはその他の居住

区に関係した土地であり，その土地はこれ以外の土地利用に区分されてい

ない 
(b) プロジェクト境界内の農業活動に使用されている土地で，プロジェクト活動

に由来して移動させられる土地が，全プロジェクト面積の 50％以下の土地で，

プロジェクト活動が行われる 
(c) 植林のための地拵えによる表土の攪乱が全プロジェクト域の 10％以下であ

る土地で，プロジェクト活動が行われる。 
 

                                                        
6 原文はhttp://cdm.unfccc.int/methodologies/SSCAR/approved.html 

 13



 

AR-AMS0003 
（湿地に適用） 

(a) プロジェクト活動は湿地で実施される。ホスト国の DNA はこのプロジェクト活

動が湿地に対する国の政策と規制に合致する供述書を発行する必要がある。も

しホスト国がラムサール条約あるいは湿地に適用されるその他の条約を批准し

ているならば，DNA はこのプロジェクト活動がこれら条約の規定に合致するとい

う供述書をさらに加えなければならない。 
(b) プロジェクト活動は劣化した湿地 に天然更新補助作業，種子の直播，ある

いは植林による新規植林あるいは再植林を実施するものである。劣化した湿地

とは，引き続き劣化が進行し，そして樹木や炭素貯蔵のある非樹木類が減少し

続け，あるいは低い炭素量状態が保たれていると場所をさす。 
(c) 劣化したあるいは劣化しつつある湿地に森林を造成するために，プロジェク

ト立案者によって行われる直接の手段/活動は，プロジェクト参加者の管理下で

新規植林あるいは再植林が実施される土地の水文に変化をもたらしてはいけな

い。たとえば，排水，滞水，掘下げ，あるいは水路阻害のような直接的な活動は

許されない。したがって，A/R プロジェクト活動は次のような湿地類に限定される

(i)劣化した間潮帯湿地（例えばマングローブ林） 
(ii)植生被覆が劣化した無排水の泥炭湿地  
(iii)無機質土壌の排水した冠水地 
(iv)貯水池/水域の周辺部の季節的に冠水する土地 

(d) この方法論は，優占植生が自然状態で草本種であるような湿地で実施さ

れるプロジェクト活動には適用できない 
(e) プロジェクト活動は，プロジェクト以前にプロジェクト境界内での農業活動（放

牧を除く）に利用されている土地が全プロジェクト地域の 10%以下である土地で

行われる。 
(f) プロジェクト活動は, 放牧家畜の移動がリーケージをもたらさない土地で行

われる。 
(g) プロジェクト活動は，植林のための地ごしらえの結果荒らされる面積が全プ

ロジェクト域の 10%以下である。しかしながら，有機質土壌のあるプロジェクト域

では，植林の前後の耕転や排水のような地ごしらえ作業は許されない。 
 

 

３．

                                                       

A/R CDM プロジェクトの登録状況 

登録されたA/R CDMプロジェクトは、2008 年 3 月現在で、通常規模と小規模をあわせても未だに 1 件の

みとなっている（表６）7。登録されたプロジェクトはAR-AM0001 の方法論を開発し、それを利用したプロジェ

クト「Facilitating Reforestation for Guangxi Watershed Management in Pearl River Basin（中国広西自治区珠

江流域管理のための再植林）」である。ホスト国は中国、他の参加者はイタリア政府、スペイン政府で、世界

銀行のバイオカーボンファンドのポートフォリオを構成するプロジェクトの１つであり、2006 年 11 月に登録さ

れた。 
この初の登録プロジェクト以降、A/R CDMプロジェクトは 1 件も登録されていないが、有効審査中となって

いるプロジェクトは１７件となっている（表７）8。しかしながら、そのうち約半分は半年以上前にパブリックコメン

トの受付を終了しており、これらのプロジェクトが未だに登録を目指しているのであれば、かなりの時間を要し

ていることになる。 
現在、新規・再植林（セクトラルスコープ 14 番）の指定運営期間(DOE)は、上述の中国の初の登録プロジェ

クトのバリデーションを担当した TÜV SÜD Industrie Service GmbH 社のみであり、ほとんどの有効化審査を

担当している。 
 

 
7 http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.htmlから検索 
8 http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/index.htmlから検索 
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表６ 登録されたプロジェクト 

プロジェクトタイトル ホスト国 方法論 削減量 DOE/AE 

Facilitating Reforestation for Guangxi 
Watershed Management in Pearl River 
Basin China AR-AM0001 ver. 1 

中国 AR-AM0001 
ver. 1 

22,162 TÜV SÜD 
Industrie Service 
GmbH 

 
表７ バリデーションプロセスにあるプロジェクト（2008 年 3 月 4 日現在） 

プロジェクトタイトル ホスト国 方法論 削減量 コメント期間 DOE/AE
Reforestation of severely degraded
landmass in Khammam District of
Andhra Pradesh, India under ITC Social

インド
AR-AM0001

ver. 1
49,484

23 Jan 06 -
09 Mar 06

Bureau Veritas
Certification
Holding SAS

Bagepalli CDM Reforestation Programme インド
AR-AM0001

ver. 2
346,701

09 Aug 06 -
22 Sep 06

Japan Quality
Assurance
Organization

Small-scale Reforestation for Landscape
Restoration.

中国
AR-AMS0001

ver. 2
5,966

28 Nov 06 -
11 Jan 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Moldova Soil Conservation Project モルドバ AR-AM0002 181,592
17 Jan 07 -
02 Mar 07

SGS United
Kingdom Ltd.

Uganda Nile Basin Reforestation Project
No.3

ウガンダ
AR-AMS0001

ver. 2
5,579

13 Feb 07 -
15 Mar 07

JACO CDM

Small-scale Reforestation for Landscape
Restoration.

中国
AR-AMS0001

ver. 3
5,585

27 Feb 07 -
12 Apr 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

PROCUENCA: Forestry Project to
Restore the Watershed of the Chinchiná
River, an Environmental and Productive
Alternative for the City of Manizales and
the Surrounding Region.

コロンビア AR-AM0004 221,251
18 Apr 07 -
01 Jun 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Reforestation Project at Shree Nasik
Panchavati Panjrapole (SNPP), Nasik,
India

インド
AR-AM0001

ver. 2
10,590

15 Jun 07 -
29 Jul 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Laguna de Bay Community Watershed
Rehabilitation Project -1

フィリピン
AR-AMS0001

ver. 3
2,811

08 Aug 07 -
06 Sep 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Afforestation in grassland areas of
Uchindile, Kilombero, Tanzania &
Mapanda, Mufindi, Tanzania

タンザニア AR-AM0005 317,984
08 Aug 07 -
21 Sep 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Nerquihue Small-Scale CDM
Afforestation Project using Mycorrhizal
Inoculation in Chile

チリ
AR-AMS0001

ver. 4
9,292

29 Sep 07 -
28 Oct 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Reforestation of degraded land in
Chhattisgarh, India

インド
AR-AM0001

ver. 2
3,555

10 Oct 07 -
23 Nov 07

TÜV NORD
CERT GmbH

Bagepalli CDM Reforestation Programme インド
AR-AM0001

ver. 2
155,852

12 Oct 07 -
25 Nov 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Laguna de Bay Community Watershed
Rehabilitation Project -2

フィリピン
AR-AMS0001

ver. 4
4,205

28 Nov 07 -
27 Dec 07

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Afforestation and Reforestation on
Degraded Lands in Northwest Sichuan,
China

中国
AR-AM0003

ver. 3
26,631

30 Jan 08 -
14 Mar 08

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Reforestation of croplands and
grasslands, in low income communities of
Paraguarí Department, Paraguay

パラグアイ
AR-AMS0001

ver. 4
6,056

15 Feb 08 -
15 Mar 08

TÜV SÜD
Industrie
Service GmbH

Reforestation project using native
species in Maringa-Lopori-Wamba
region (Democratic Republic of Congo):
establishment of the "Bonobo Peace

コンゴ民主
主義共和

国

AR-AM0001
ver. 2

135,632
04 Mar 08 -
17 Apr 08

RINA
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４．A/R CDM 方法論ツール 

承認されたA/R CDM方法論の統合を進める前に方法論ツールを開発する必要があるというEBの以降に基

づき、2008 年 2 月現在までに９件のA/R CDM方法論ツールが開発された（表８）9。 
 
表８ A/R CDM 方法論ツール 

EB (reference) 方法論ツールタイトル 

EB31, Annex 15 Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM 
project activities (version 01) 
AR CDM プロジェクト活動における測定のためのサンプルプロット数計算の

方法論的ツール 
EB31, Annex 16 Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM project activities 

(version 01) 
A/R CDM プロジェクトの GHG 排出の有意性テストツール 

EB33, Annex 14 Estimation of GHG emissions related to fossil fuel combustion in A/R CDM 
project activities (version 01) 
石燃料燃焼に関する GHG 排出推定ツール 

EB33, Annex 15 Procedure to determine when accounting of the soil organic carbon pool may 
be conservatively neglected in CDM A/R project activities (version 01) 
土壌有機炭素プールをコンサバティブに無視することを決定するためのツー

ル 
EB33, Annex 16 Estimation of direct nitrous oxide emission from nitrogen fertilization (version 

01) 
窒素肥料からの一酸化窒素排出量推定ツール 

EB35, Annex 17 Tool for the demonstration and assessment of additionality for afforestation 
and reforestation CDM project activities 
AR CDM プロジェクト活動の追加性の証明と評価ツール 

EB35, Annex 19 Combined tool to identify the baseline scenario and demonstrate additionality 
ベースラインの決定と追加性の証明複合ツール 

EB36, Annex 20 Tool for Estimation of GHG emissions related to displacement of grazing 
activities in A/R CDM project activity (Version 01) 
A/R CDM プロジェクト活動における放牧活動の移動に関連する GHG 排出

の推定ツール 
EB36, Annex 19 Tool for estimation of GHG emissions from clearing, burning and decay of 

existing vegetation due to implementation of a CDM A/R project activity 
(Version 01) 
A/R CDM プロジェクト活動実施による既存の植生の除去、燃焼、分解からの

GHG 排出の推定ツール 
 

１）方法論ツール：サンプルプロット数計算 
「AR CDM プロジェクト活動における測定のためのサンプルプロット数計算の方法論的ツール」が EB31 で

承認された。このツールは、望ましい正確さで炭素プールの変化をモニタリングするに必要な永久サンプル

のプロットの数を推定するツールである。このツールには、 低限必要なサンプルプロット数の算定するため

の２つの方法が提示されており（どちらもすでに承認方法論に含まれていたものである）、ユーザーはどちら

かを選択し使用することが可能である。このツールと次に述べる「A/R CDM プロジェクトの GHG 排出量の有

意性テストツール」は、以前 ARWG で開発を試みていた「不確実性の取り扱いのガイダンス」をもとに作成さ

れたものである。 
 

２）方法論ツール：GHG 排出の有意性 
EB31 において「A/R CDM プロジェクトの GHG 排出量の有意性テストツール」が承認された。このツール

は、排出発生源・炭素プールの推定される減少・およびリーケージからの GHG の排出量が、ある特定の

                                                        
9
原文はhttp://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html 
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A/R CDM プロジェクト活動に対して顕著でないということの決定を助けるものである。無視できるであろう炭

素プールの減少と排出量の増加の合計は，炭素プールの全減少量と排出量の全増加量の 5％以下，ある

いは吸収源よる純人為的吸収量の 5％以下，そのどちらかの少ない方であるべきである。各排出量を大きい

順に積み上げて計算し、全排出量の９５％を超えた時点で、積み上げにまだ考慮されていない排出源につ

いては、重要性が低いとして無視しできると判断する。 
 

３）方法論ツール：化石燃料からの排出 

EB33 において「化石燃料燃焼に関するGHG排出推定ツール」が承認された。このツールはA/R CDMプロ

ジェクト活動における化石燃料燃焼に関するGHG排出の増加（プロジェクト排出とリーケッジの両方）を推定

する。排出ソースは自動車（トラック、トラクターなどの移動可能なソース）と機械（チェーンソーなどのポータブ

ルな機械や、ウォーターポンプなどの固定された機械）など、A/R CDMプロジェクト活動で必要とされるもの

が想定されている。排出量のデフォルト値・排出係数に関しては、IPCCのガイドライン 10やIPCC排出係数

データベース11を参照する。また、このツールで算出された排出量のプロジェクトにおける有意性は、上述の

「A/R CDMプロジェクトのGHG排出量の有意性テストツール」を使って確認することができる。 
 

４）方法論ツール：土壌有機炭素プール 
EB33 において「土壌有機炭素プールをコンサバティブに無視することを決定するためのツール」が承認さ

れた。このツールはA/R CDMプロジェクト活動で土壌有機炭素プールのアカウントをどのような場合にコンサ

バティブに無視できるのかを決定するための、 近の査読された科学的文献とIPCCの文献のレビュー12をも

とに開発されたガイドラインを提供する。土地使用変化による土壌有機炭素プール変化の入手可能な証拠

が限られている場合、コンサバティブなアプローチが受け入れられる。 
 

５）方法論ツール：窒素肥料からの排出 
EB33 において「窒素肥料からの一酸化窒素排出量推定ツール」が承認された。このツールはA/R CDMプ

ロジェクト活動におけるプロジェクトバウンダリー内の窒素肥料使用からの直接的な亜酸化窒素排出量(N2O)
をex anteとex post両方で推定する簡単なアプローチを提供し、方法論の開発や修正を容易にする。EB 26
での決定 13により、(a)プロジェクトバウンダリー内の施肥からのN2Oの直接排出（例えば脱窒）のみがA/R 
CDMプロジェクト活動でカウントされ、間接的な排出（例えばランオフなど）はカウントされない。(b)もしプロ

ジェクト活動に苗を供給する苗畑での施肥がプロジェクトバウンダリー外の唯一のN2O排出ソースである場合、

このN2O排出は、直接・間接ともに無視することができる。 
 

６）追加性証明ツール 
EB21 で開発された「AR CDM プロジェクト活動の追加性証明と評価ツール」の修正が EB35 で承認された。

この改訂では、(a)適用すべき法律を遵守しない森林化の場合、このツールの使用ができないという適用条

件、(b)1989 年末以来森林であった土地への明確な配慮、(c)コモンプラクティス分析テストについて改訂が

行われた。この改訂は、後述の土地適格性ガイダンスの議論を踏まえたものである。 
これと同時に、「ベースラインの決定と追加性の証明複合ツール」が EB35 で承認された。このツールは方

法論パネルで開発された排出削減プロジェクトのベースラインと追加性証明の複合ツールと同じアプローチ

を取っており、それに加えて、A/R CDM 特有のガイダンスが含まれている。このツールは上述の修正された

追加性証明と評価ツールを基礎に、段階的なベースラインシナリオの同定と追加性証明の手順を提供する

ことにより、新方法論開発を容易にするものである。 
 

７）方法論ツール：放牧活動の移動による排出 
EB36 で「A/R CDM プロジェクト活動における放牧活動の移動に関連する GHG 排出の推定ツール」が承

                                                        
10 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories - Volume 2 Energy: Chapter 3 (IPCC 2003) 
 (http://www.ipccnggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf) 
11 IPCC 排出係数データベース (EFDB) http://www.ipccnggip.iges.or.jp/EFDB/main.php 
12 The Good Practice Guidance for Land Use, Land-use Change and Forestry (IPCC 2003), and the Revised 2006 Guidelines for 

Agriculture, Forest and Other Land Use (IPCC 2006). 
13 EB26 のミーティングレポートパラグラフ 50 
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認された。このツールは、(i)家畜の移動からのリーケッジをゼロとみなすことができる条件、(ii) 家畜が既知

の土地に移動する場合のリーケッジ推定アプローチ、(iii)プロジェクトプロポーネントが把握出来ない場所に

動物が移動した場合のリーケッジ推定アプローチを提供する。既存の承認方法論に含まれる方法論では、

家畜が移動する場合に過剰にコンサバティブなアプローチが選択される傾向があり、放牧地でのプロジェクト

を難しくする原因となっていたが、この方法論ツールによって大きな改善がみられた。 
 

８）方法論ツール：既存の植生の除去からの排出 
EB36 で「A/R CDM プロジェクト活動実施による既存の植生の除去、燃焼、分解からの GHG 排出の推定」

が承認された。このツールは地ごしらえによって起こる GHG 排出推定のために２つのアプローチ (i)デフォ

ルトデータに基づく簡素化されたアプローチ、(ii)GHG 排出の時間による推定が可能なアドバンスドアプロー

チを提供する。 
 
本事業では、５年間事業の 終年度（平成１９年度）として、今まで蓄積してきた A/R CDM に関するルー

ル、方法論等を収録した別冊を作成した。A/R CDM に関連する詳細な情報については、「CDM 植林プロ

ジェクト設計・申請のための 
規則・ガイド集」を参照していただきたい。 
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IV． 現地調査報告 

１．ブルキナファソ国における小規模 CDM 植林プロジェクトの可能性 

(１) CDM 植林プロジェクトへの取組み状況とプロジェクト実施環境  

（財）国際緑化推進センター 
 

10 月 28 日から 11 月 4 日にかけて，ブルキナファソ国における CDM 植林プロジェクトの実施環境調査を，

主として小規模プロジェトの観点から実施した。調査員は森川 靖委員（早稲田大学），森 徳典委員，大角

泰夫，仲間栄一郎（以上 JIFPRO）である。調査結果は以下の通りである。本調査には，ブルキナファソ国環

境生活省森林局の JICA 派遣専門家，中山祐介氏に全面的に協力いただいたことを記すとともに，厚く御礼

申し上げる。 
 

１）ブルキナファソ国の植生と森林資源 
ブルキナファソ国はサハラ砂漠の南，象牙海岸の北に位置する内陸国である。北から南に行くにしたがっ

て年降水量が増え，南北に大きく４つの気候帯，北サヘル帯，南サヘル帯，北スーダン帯，南スーダン帯に

分けられる（図１）。年雨量がおおよそ 600ｍｍ以下をサヘル帯と呼び，半乾燥地帯である。主な自然植生は

北からステップ，サバナ，樹林に３大別される。それぞれに草本，低木（灌木），樹木がある。例えば北部から

中部にかけては，草本ステップ，草本・低木ステップ，低木ステップ，樹木ステップなどに分類され，中部の北

スーダン帯では，ステップからサバンナに移行する。植物地理的には，南スーダン帯はさらに 4 分割され，西

Mouhoun 地方，東 Mouhoun 地方，Pendjari 地方（ベニンよりの 東端），Comoe 地方（トーゴーよりの 南

端）に分けられている（図２）。西 Mouhoun 地区は綿花栽培の中心地と言われている。 
同国の森林面積は国土の約 25%を占め，約 700 百万 ha であるとされている。南部に行くほど成長量，蓄

積バイオマス量が多くなる（表１）。ただし，これらの森林のうち，保存林や南西部の一部地域を除くと，多くは

移動耕作地の休閑地に相当する土地あるいはステップやサバンナ耕作地内に点在する小面積の農家林と

して存在するのがほとんどである。森林資源は減少傾向にある（森林局森林管理プログラム，2006-2015）。

主な原因としては，①近年の年降水量の減少傾向，②人口増加による移動耕作（耕作と休閑）のサイクルの

短縮，破綻，③綿花栽培面積の増大による森林伐採，④無計画な放牧や野火の発生などであると言われて

いる。首都ワガドグから西北部のワヒグヤまでの国道沿いでは古い地質の溶脱が進んだ瘠せた土壌であるに

もかかわらず，９割までぐらいは耕地あるいはその休閑地で占められており，開発が非常に進んでいる印象

を受けた（写真１）。 
この国の土地制度は，原則土地は全て国有地あるいは地方団体の公有地となっているが，農民は伝統的

に土地の使用権（自由な栽培権，販売権）を有している。現在政府は土地の登録を進めつつあるが，まだ，

都市近郊しか終わっていない。従って，多くの土地は農民による農耕作，多くは数年間の休閑期間を持つ移

動耕作に用いられている。北スーダン及び南サヘル帯では，ミレット，アワ，ヒエなどの穀類が主な栽培品目

のようであった。休閑地では自由放牧が行われており，山羊や牛の放牧群が散見された。従って，集約的な

農地，植林地などには柵を作る必要がある。国/地方公共団体が管理している土地もあるようであるが，国道

沿いなどの交通の便のよいところは，ほとんどが農民の耕作地とその休閑地となっているようである。 
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現地調査地点 

A： カディオゴ県キンファング村 （GC 植林地）ユーカリ林測定 
B： ヤティンガ県サメティンガ村 （GC 植林地） 
C： ヤティンガ県リコー村    （GC 植林地）ニーム林測定 
D： 森林局（A.セネガル）/Food Security (アカシア類) 植林地 
E： JICA 援助苗畑 
F： FAO 援助 輪伐薪炭林 
G： First Tree（NGO）CDM プロジェクト予定地 

 これらの地点については，4 節の植林地現地調査の項にて説明する。 
 
 
各気候帯の森林材積蓄積量は表１に示したとおりで，北から南へ，降水量が増えるに従い増加している。

しかし熱帯雨林地帯と比較するとその量は少ない。例えばha当たりの平均材積量は，北スーダン帯の

5.7m3/ha（国の平均値にほぼ近い）はインドネシアの国平均値の約 1/8，マレーシアのそれの約 1/20 程度し

かない。CDM植林地として適格性がある北部のサヘル地区の成長量はさらに低いので，炭素吸収を期待す

るには環境条件が悪いといえる。さらに詳しい情報は次節のユーカリとニームの植林地を調査した結果にお

いて報告する。 
 

２）ブルキナファソ国の森林行政 
CDM のホーカルポイント/DNA は，環境生活省の大臣官房直属の環境・持続的開発のための国家評議会

常設事務局が担当している（図２）。ただし，設立されて間もないようで，CDM プロジェクト事業に対する受け

入れ態勢はまだ十分整っていないように見受けられた。CDM 事業を実施する際のホスト国の承認手続きな

ども現在審理中とのことで，A/R CDM プロジェクトの設計に必要な，ホスト国による森林 小限定義（樹冠率，

樹高，面積）も現在検討中とのことであった。 
森林管理行政は環境生活省の一部局である森林局が担当している（図２）。森林局には地方支部がある。主

な政策目標として，①森林の持続的な管理，②林産物の生産拡大と多様化，③林業による農村住民の生活
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向上，④地域の人材育成などを掲げている。 
この国のもう一つの重要問題は，過去にサヘル地方を襲った大干ばつとその後の沙漠化の進行に対処す

る砂漠化防止のための緑化活動である。砂漠化防止条約の傘の下で，サヘル帯の砂漠化防止活動と住民

の生活安定向上は森林政策上の重要課題となっている。再植林緑化キャンペーンをここ数年来実施してい

る（再植林キャンペーン年度報告（2002～2006））。例えば 2006 年の報告書によれば，Zoundweogo 県のあ

る町で，日本で言うところの植樹祭のような記念行事を行い，全国 13 地区で植林のための苗木作りやアグロ

フォレストリーなどの研修を農民に対して行っている。2006 年に全国で生産された苗木はおおよそ 500 百万

本に及んでいる。主な苗木樹種は図４の通りである。 
 
表１ 各気候帯の森林蓄積量 

植生区分 面積 
km2 

潜在森林蓄積量

（百万 m3） 
Ha 当たりの 
蓄積量（m3/ha） 

割合（％） 

北サヘル帯 
南サヘル帯 
北スーダン帯 
南スーダン帯 

31,792 
47,641 
92,537 
98,255 

     1.785 
     8.361 
    52.714 
   114.534 

      0.6 
      1.8 
      5.7 
     11.7 

    1 
    5 
   30 
   64 

 計 270,225    177.394       6.6    100 
 
 

 
図２ブルキナファソ国の植物地理図 
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図３ ブルキナファソ国の環境生活省の組織図。 SP.CONEDD が DNA。 
 
砂漠化の進行が著しくなり始めた 2，30 年前から，緑化と薪供給のために，主として Eucalyptus 

camaldulensis, Cassia siamia, Azadirachta indica など，特に E. camaldulensis が盛んに植林されたが， 近で

は，Acacia senegal, A. nirotica などアフリカ産 Acacia 類，Prosopis spp など郷土樹種が増加してきている。こ

れは 近の導入樹種に対する厳しい評価と郷土樹種植林指向への世界的な風潮に基づいた森林局の指

導によるところが大きいようである。しかし街路樹等には依然として A. indica や C. siamia などは，その樹形

からであろうか依然として利用されているようである。緑化活動で植林された苗木本数は図５のとおり数百万

本で，仮に 1,000～2,000 本/ha 程度の密度で植林したとすれば，2006 年は数千 ha 程度の植林が実施され

たことになる（FAO の森林資源調査では，ブルキナファソ国の年平均植林面積は 5,000ha）。このように毎年

数千 ha の植林が実施されていることから，この国の植林意欲はアフリカ諸国の中では高い方に属するようで

ある。 
この国は昔から数年に一度起きる大旱魃に見舞われる歴史があるようで，そのときに住民が助け合う相互

扶助の習慣がある。この住民組織が植林活動にも参加している。地方の森林局は，この組織を対象に，普及

活動や植林活動を実施しているようである。訪問した一村では，後述するグリーンクロスジャパン＋グリーンク

ロスブルキナファソ（NGO）の援助を受けて植林を行う前から，住民組織が自主的に薪生産のための植林活

動を行っていたようである。首都のワガドク近郊では，このような薪採集用の小面積ユーカリ植林地が点在し

ているのが見られた。これらのうちの一部は，全く個人の意志で植林された薪生産林もある様であった。燃材

用の薪への需要は大変高く，後述する首都近郊での輪伐による薪生産プロジェクトは，この国で成功した

FAO のプロジェクトとして有名であるという。国道を旅行している間に，工場製品や農産物などを運ぶトラック

をほとんど見かけない中にあって，薪を輸送している大型トラックを何台か目撃するほどであった。 
Vitellaria paradoxa（カリテ）カリテは北スーダン帯の農耕地内に孤立木的に多数点在し，独特の田舎風景

を形成していた（写真１）。葉や実などが食用，薬用，飼料など多目的に利用できる樹種が重宝がられている

様子である。ブルキナファソの名産の一つである石けんはカリテの脂肪が使われていた。また，街路樹には

Kaya senegarensis の大木が残存しているが，植民地時代の後遺症からこの樹種は植林しないそうである。 
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Proportions des 12 importantes espèces produites en  2006

Cassia siamea
1%

Parkia biglobosa
3%

Anacardium 
occidentale

5%

Bauhenia rufescens
3%

Azadirachta indica
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Ziziphus mauritiniana
2%

Acacia nilotica
18% autres espèces

18%

Prosopis julif lora
6%
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19%

Eucalyptus 
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図４ 重要樹種 12 種の生産割合（2006 年） 
 
 

Evolution des plantations de 1996 à 2006
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図 5 1996 年から 2006 年までの苗木生産と植林本数 

 
 

 23



 

  
写真１ カディオゴ県（首都郊外）の耕作地（左）と休閑地（右）及び付近に散在する孤立木（遠景の高木）。

カリテの他には，ニーム，アカシア類，Parkia なども見かける。   
 

3）CDM 植林プロジェクトの可能性について 
JOFCA は CDM 植林ベースライン調査を代表的な植生について行っている（平成 18 年度報告書）。それ

によると，この国で CDM 植林が可能な地域は，土地適格条件から判断すると，CDM 植林適格地は南北サ

ヘル帯であろうとしている。各種ベースライン植生の炭素蓄積量の調査は，南サヘル帯の 南部で行われて

おり，植生によって，平均 0.5～25tonCO2/ha とばらつきが大きい。特に灌木類の地下部の重量が非常に大

きく R＞1 である。スーダン地帯の平地はほとんど農地，綿花プランテェーションとして開発されている。また，

ブルキナファソ国は未だ森林 小値定義を定めていない（近々定めるという情報あり）が，南部のほとんどの

樹林地は森林定義に当てはまると考えられる。聞き取り調査では，荒廃して樹林がなくなり再植林が必要な

土地が南スーダン帯にまとまって存在することもないと言うことであった。 
以上のことから，ブルキナファソ国は砂漠化防止を主眼とした植林地造成に対しては高い関心があるので，

CDM 植林プロジェクトを実施するには，国の後押しは十分に得られると思われる。しかしながら，土地制度

が未分化の状態にあり，法的に裏付けのある土地を必要な面積確保することは，通常規模ではかなり困難で

あると判断される。また乾燥が厳しい上に，植林されるような土地は生産力が低いところが多いので，後述す

るように（Ⅲ-1-2）ブルキナファソの人工林バイオマス），炭素固定量は非常に低いので，大きなクレジットは期

待できない。参考にブルキナファソ国の森林局が利用している材積式を文末に掲載した（表２）。 
もし CDM 植林プロジェクトの開発の可能性があるとすれば，一つは砂漠化防止条約の下での植林プログ

ラムとのドッキングである。これは健全な森林の維持管理が CER クレジットによって保証されることが期待で

きる。一方，このドッキングを容易にするには ODA の CDM 植林への流用を，砂漠化防止に限定して，容認

する必要がある。次に企業の CSR を活用した住民参加型の小規模植林 CDM プロジェクトも考えられるが，

日本からは距離的，経済的に遠すぎるという欠点がある。また，小面積の土地の使用権をもつ多数の住民の

同意を得る必要が生じると思われるので，ブルキナファソ政府の後援なしには実施は難しいと思われる。 
ブルキナファソのような，砂漠化に曝された地域の環境問題を改善するには，地球環境の保全を，二酸化

炭素の吸収増大という観点のみで創設された A/R CDM のようなシステムの外に，森林がもつそれ以外の機

能，いわゆるコ・ベネフィット，あるいは森林生態系サービスを評価するシステムの開発が望まれる。理想的に

は，森林の環境に対する機能，この場合は砂漠化防止機能を，定量的計数評価でなく，森林が存在し，持

続することで，森林を評価するシステムの開発が望まれる。 
 
4）調査植林地等の概要 

今回調査した場所（調査地 A―G）の位置は図１の A―G で示した。各調査地の環境や植林地の概要は

以下の通りであった。 
A . 北スーダン帯中部のカディオゴ県 Kienfangue 村共有林：（財）グリーンクロス（GC）ジャパン支援，GC ブ

ルキナファソ協力の植林プロジェクトを対象に住民から聞き取り調査を実施した。1990 年代半ばから

Eucalyptus camaldulensis が植林された。Acacia senegal, Azadirachta indica も植林したが，生存率は低く，

現在は散見される程度であった。この地域の移動農耕作は，耕作周期が短いようで，休閑地の割合が少な

かった。植林用地は、個人による住民組織への寄贈によるということであったが，この国には，地力の衰えた

休閑地等を地域組織に提供して植林など共同の利益に供する習慣があるようである。初期に植林した成長

の良好な場所では，すでに一部は薪として伐採され，細い残存木があるのみであった。調査した 1997 植え

 24



 

の林地は非常に瘠せた土地で，ユーカリの生長も不良であった。首都ワガドクに近いこの地域では，GC の

援助がある前からユーカリの植林を主に薪炭材目的で農民自身が実施していた。 
GC 支援プロジェクトの Eucalyptus camaldulensis 林（1997 年植林）と私有地の E. camaldulensis 植

林地（1994 年植林）の２林分の胸高直径と樹高を調査した。調査結果は次節の森川氏報告参照のこと(森川

調査地の写真 1,2)。 

 

B. 南サヘル帯北部のヤティンガ県 Sametienga 村共有林：（財）GC ジャパン支援，GC ブルキナファソ協

力植林プロジェクトの実施村落における住民聞き取り調査及び植林地調査を実施した（写真３）。地方都市

Ouahigouya 市（首都からおよそ 170km 北西）の郊外の古くからある村落で，村落のある場所は土壌的にも

肥沃なようで，ホームガーデンのインド・センダン，バオバブ等はよく育っていた。この部落でも，住民組織が

GC プロジェクトのカウンターパートとなっていた。植林用地はやはり一部住民の土地（使用権）の部落組織へ

の提供によっていた。 

Eucalyptus camaldulensis と Acacia senegal を植えたが、小さい礫の混じったラテライト土壌で，瘠悪、

高温，乾燥のため生存率きわめて低い（写真２は不成績造林地の中に残ったわずかな残存木群）。年雨量

が 4～500mm と考えられるこの地域では，植林当初に給水が不可欠のようである。周りの自然植生は，丘陵

地帯は樹高１m 前後の低木林となっており，谷沿いのやや低地には，樹高 5m 前後の樹木が散見された。 

 

C. 同上ヤティンガ県 Rikou 学校林：（財）GC ジャパン支援，GC ブルキナファソ協力植林プロジェクトで，住

民による学校緑化活動の植林地調査をした。A. indica、E. camaldulensis, Acacia senegal 等を植林

した。ユーカリの一部は既に伐採利用していた。住民組織代表からの聞き取り調査および A. indica 林の

成長調査を実施した。植林用地は学校敷地内で，隣接する校庭の井戸から植林当初に，毎日十分な給水

を実施したため活着率は非常に高い。土壌条件もサメティンガ村（B）の植林地より良好であった。林分調査

結果は森川氏報告（同写真３）参照されたい。この辺りでは土壌条件，管理条件が良好と思われる場所で

あったが，インドネシア・ロンボック島の JIFPRO 植林地の A. indica の成長と比較すると，MAI は半分以下と

なっていた（森川報告参照）。 

 

D. 同上ヤティンガ県 Ouahigouya 市郊外の住民組織植林地： 森林局の指導により，住民組織が植林を

実施した共有林２箇所の調査をした。              

① 1994 年と 1998 年に A. senegal を植林した。94 年にはユーカリも植林したが成績不良である。セネ

ガルは立地良好な場所では 70％活着し，10 年生で樹高 3-4m，直径 10-15cm 程度（写真４）に成長してい

た優良林と思われる。少量のアラビアゴムを生産しているが，今後はこのアラビアゴムの生産を増やしたいと

いう希望があり，ゴム生産効率のより固体の選抜を試みている。植林用地は、やはり個人による住民組織へ

の寄贈。住民組織は３百人単位の規模とかなり大きい。この組織は苗畑も運営して苗木生産も実施している

という話であった。 

② 森林局指導による個人分割林である。Food Security Project の植林地で 2005 年に開始された新

しい植林地である。植林用地は数十年前から荒廃地となっていた公有地で，0.5ha 単位の土地を成林すれ

ば個人に権利を分譲する約束で，農民が植林・管理する方式のプロジェクトである。集水バンクを設置して、

A. senegal, A. nirotica などを植林（写真５）していた。活着率は必ずしも高いとはいえない状況であっ

たが，集水バンクは草本の浸入等に機能を発揮していた。 

 

E. JICA 苗畑事業地（終了跡地）の見学。乾季に入っていたので残苗しかなかったが，活用されている模様。

前述の通り，植林活動はそれなりに行われている模様であった。 

 

F. 天然更新施業による薪材林調査 

FAO とブルキナファソ森林局の指導により、持続的収穫可能な森林経営が 1980 年代 に開始され，継続して

いる。20 年を周期とした区画輪伐法が採用されていた。10～20cm の直径の大きさの木のみ伐採可能で，そ

れ以上，以下の木は保存する。萌芽更新が多いようであった。３部落が３林班で薪炭林施業を実施し，優良

プロジェクトとして、ブルキナファソでは有名な薪林（JICA 水品専門家談）とのこと。 

 

G. NewTree（スイス NGO）による天然更新＋植林施業地で，小規模 CDM 植林プロジェクトとして申請中という

が，ブルキナファソ国の DNA は認可のために再提出を求めているという。スイス人女性が 10 年間ブルキナ
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ファソに滞在し活動中のプロジェクトである。柵を設置して、家畜の食害を防ぎ天然更新を促進と希望有用樹

種の植え込みの組み合わせた，個人の小面積休閑地の寄せ集めプロジェクト設計である。 

 

 
写真２ 住民聞き取り調査（サメティンガ村）    写真３ 残存ユーカリ木（同左村） 
                                  手前は野生潅木 

 
写真４ アカシアセネガル植林地          写真５ 集水バンク植林， 

 点在する植林木，バンク上側のみ草繁茂。 
 

ブルキナファソにおける材積と直径・樹高から構成される材積相対成長式リスト 
 

N° 生態区分 材積の相対成長式 有効範囲 
1 国内全体 V (m3)  = 0,11246 – 1,80224 * D + 

13,08245 * D² 
2 国内全体 V (m3)  = 0,07429 + 0,7227 * D²H 

自然植生 
7,5 cm < DBH ≤ 80 cm 
H(m) = 幹先端まで 

 
3 

ゴ ン セ 林 （ カ

ディオゴ県） 
V (m3) = [(0,61943 +(0,1746*root 
(G)))3] / 810 

自然植生 
G (m²) = 胸高断面積 

 
4 
 

 
マロ林 

V (m3)  = 0,0088478656 – 
0,003148652 * D + 0,0004457205 * 
D² 

自然植生 
5 cm ≤ DBH ≤ 25 cm 

5  
ナベレ林 

V (m3)  = 0,025383148 – 
0,0057955506 * D + 0,000549363 * 
D² 

自然植生 
5 cm ≤ DBH ≤ 40 cm 

6 マロ林 
(Forêt classée 
de Maro） 

V (m3)  = 0,00766595 + 
0,00002893 * D² * H 

Eucalyptus camaldulensis 
H (m)  = 木化した幹高 
D (cm) = 根元直径 
（これは丸太材積か） 
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上記式の出典文献 
(1):  FAO, 1983 : Inventaire forestier national de Haute – Volta (actuel Burkina Faso) 
(2):  FAO, 1983 : Inventaire forestier national de Haute – Volta (actuel Burkina Faso) 
(3):  MECV, 2003 : Rapport final de l’inventaire forestier de la forêt classée de Gonsé / Ministère de 

l’Environnement et du Cadre de Vie 
(4):  KABORE, C. 1997 : Outils de cubage du bois pour les forêts classées de Maro et Nabéré / Programme 

National de Gestion des Terroirs 
(5):  KABORE, C. 1997 : Outils de cubage du bois pour les forêts classées de Maro et Nabéré / Programme 

National de Gestion des Terroirs 
(6):  KABORE, C. 1997 : Outils de cubage du bois pour les forêts classées de Maro et Nabéré / Programme 

National de Gestion des Terroirs. 
 
本節の参考文献 
Department of Forestry：PROGRAMME NATIONAL DE GESTION DES RESSOURCES FORESTIÈRES  

2006 – 2015， APRIL 2007 
Department of Forestry：BILAN DELA CAMPAGIN DEREBOISEMENT 2002 

同上：2003～2006 まで 
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(２) ブルキナファソの人工林バイオマス 

早稲田大学 森川 靖 
 
 ブルキナファソ中心部から北部にかけて、サバナに近い疎林が点在するが、少しでも土地生産性があれば

農業用地として利用されている。イネ科植物の作物が中心で明らかに、収量は少ない印象がある。 
 農地のなかに島嶼的に Eucalyptus camaldulensis の植林地がみられるが、林間は閉鎖していない場合が

多い。乾季の長さ（土壌乾燥）と貧栄養のため、閉鎖林に到達しないうちに、用材あるいは薪炭材として抜き

切りするようである。 
 今回の調査では、首都近郊南部（中心部から約 15km）の農地に適さない乾燥・貧栄養土壌で、NGO・グ

リーンクロスが実施した Eucalyptus camaldulensis 植林地（写真１）およびある程度土地生産性のある農地で

植農民が植林した同種植林地（写真２）で、調査プロットを設定し、胸高直径および樹高測定を行った。 
 
 

   
写真１ 調査地１：グリーンクロス植林地     写真２ 調査地２：農民による植林地 
 
 
また、首都からおよそ 170km 北西の Ouahigouya 市近郊は乾燥が強く荒廃地が多いことから、緑化と緑化に

よる材生産、薬用樹液生産が試験的に行われている。同市郊外の学校周辺で行われた Azadirachta indica
植林地があったことから、この植林地（写真３）についてプロット設定後、胸高直径の測定を実施した。 

 
 写真３ 調査地３：学校林 
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表１ 各調査地の地上部バイオマス炭素（tC/ha） 
            調査地１     調査地２     調査地３ 

         E. camaldulensis    E. camaldulensis      A. indica 
植栽年                   1997              1994             1997 

植栽間隔                 4x4m             3x4m            4x4m 

現存密度（本数・ha）     354               560             730(541) 

平均 DBH（cm）            8.0             11.4             10.0 

平均樹高（m）              7.4              8.3               - 

バイオマス炭素(Ct/ha)       5.17            16.24            15.7 

MAI（tC/ha/y）             0.52            1.25             1.57 

材積（m3/ha）              14.0            48.4             44.7 
（ ）は枝分かれ個体を１個体とした場合 

バイオマスはこれまで調査した樹種で作った汎用相対成長式によった。 
正確には、現地での伐倒調査が必要である。 

 
 

ベトナムで調査した 6 年生 E. camaldulensis の地上部バイオマスは 30.5tC/ha、MAI は 5.08tC/ha/y であ

ることから、比較的土地生産性があり、すでに抜き切りが始まっている調査地２でもベトナムに比べ著しく低い

生産量であった。調査地１のような荒廃地では、落枝採集程度の薪炭材生産しか望めないであろう。した

がって、植林から成林まで長期間を要することから、この長期間に対応した地域住民の利益をどうするかが

大きな問題となる。また、平坦地であることから、水土保全機能を謳っても地域住民の理解をうることも難しそ

うである。 
 
 インドネシア・ロンボク島で調査した 5 年生 A.indica の地上部バイオマスは 46.7tC/ha、MAI は 9.4tC/ha/y
であることから、やはりブルキナファソ北部の荒廃地で用材生産を期待するのは難しそうである。ただ、調査

地のような学校周辺は、日陰の確保といった教育環境整備に役立っているようであり、こうした植林による環

境整備への提言は地域住民に受け入れられよう。 
 調査事例は少ないものの、CDM 植林による炭素クレジットを地域住民に還元することは困難なようであり、

投資家が緑化への奉仕活動と割り切って CDM 植林を実施することが唯一の期待であるかもしれない。 
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２．ウガンダにおける A/R CDM プロジェクトの現状 

(１) アフリカの CDM の現状 

（社）海外産業植林センター 
 
2008 年１月時点で登録されている 895 件の CDM プロジェクト（排出削減プロジェクト）のうち、わずか、２４

件がアフリカでのプロジェクトである（図）。アフリカの中でも、１２件が南アフリカ、８件がエジプト、モロッコなど

北アフリカで行われ、東西アフリカではあわせて２件のプロジェクト（ウガンダ・ナイジェリア）しか登録されてい

ない。アフリカの中でも地域的な偏りがあることがわかる。 
 
 

アフリカ, 24

中近東, 8

その他の
地域, 9

中南米・
その他, 99

メキシコ, 99

ブラジル, 113

アジア・
その他, 93

中国, 148

インド, 302

アジア合計
５４３件

中南米合計
３１１件

ナイジェリア, 1

ウガンダ, 1

チュニジア, 2

エジプト, 3

モロッコ, 4

タンザニア, 1

南アフリカ, 12

 
図 CDM プロジェクトの地域バランス（世界・アフリカ） 
 
 
アフリカ、特にサブサハラ地域で、ＣＤＭプロジェクトが実施されない原因として考えられるのは下記の通り

である。 
 

・インフラの整備が整っていない 
・政府、金融、法律など制度上の問題点がある。 
・財源の不足により、制度構築やプロジェクトへの初期投資ができない 
・リスクが高く、投資の対象国としてみなされていない 
・ＤＮＡなどのキャパシティーが不足している、DNA が設置されていない国も多い 
・アフリカの国々の政府にとっては、健康・教育・衛生など取り組むべき問題が多く、気候変動問題

（CDM など）のプライオリティーが低い 
・プライベートセクターの CDM に関する認識が低く、参考にできる事例も少ない 
・GHG の排出源ではないので、削減の余地があまりなく、プロジェクトの分野が限られる 
・アフリカで実施するプロジェクトに適した方法論がない 
・UNFCCC などがアフリカでの CDM の振興に力を入れてこなかった 

 
 
一方で、アフリカは、経済成長を必要としており、CDM によって新しいプロジェクトが実施され、投資が行わ

れることが強く望まれている。アフリカで実施しやすいと考えられるプロジェクトの分野としては、非再生可能

バイオマスに関わるもの、政策ＣＤＭ、植林ＣＤＭが考えられる。特に、コミュニティーに直接関わる植林や小

規模プロジェクトの燃料転換プロジェクトは、産業・雇用の創出による新しい収入源となり、貧困改善につな

がると考えられるので、その必要性は高い。 
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このような状況を受け、2006 年、ナイロビで開催された COP/MOP2 で、UNFCCC, UNDP, UNEP、世界銀

行などがパートナーとなりアフリカにおける CDM の活性化をはかるナイロビフレームワーク合意された。

CDM のキャパシティービルディングの提供やプロジェクトへの投資機会の宣伝、より活発な情報交換などを

行うことが決まった。また、一部では、アフリカで行われる CDM に対しては厳しいルールの緩和など特別措

置をとることによってプロジェクトを促進し、世界で不均一となっている地域バランスを調整するべきだという声

もあがっている。地域・国のキャパシティーにあわせたルールの適用は、今後重要になってくるだろう。本事

業ではアフリカの CDM に適していると考えられる A/R CDM の可能性について調査を実施した。 
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(２) 東アフリカにおける A/R CDM の現状 

 
ウガンダの現地調査に先駆け、ウガンダを拠点に東アフリカ地域の林業コンサルタンティング活動を行って

いる、ドイツの UNIQUE forestry consultant 社に、東アフリカ地域の A/R CDM プロジェクトの現状に関するレ

ポートを依頼した。 
Dr. Timm Tennigkeit、炭素ファイナンス専門家 

Kai Windhorst、東アフリカ地域マネージャー 
UNIQUE forestry consultants Limited 

Plot 23b Bandali Rise, Bugolobi, Kampala 
P.O. Box 70066, Kampala, Uganda 

Office: +256 (0) 312 265 071 
Cell phone Uganda: +256 (0) 782 568291 

 

1） 背景 

東アフリカは、国際的な炭素ファイナンス市場から大幅に取り残されてきた。2002 年から 2006 年、世界全

体で取引された排出削減量の全量のうち、３％のみがアフリカ起源である。この状況は、限られた産業発展と

関連の炭素ファイナンス機会によって説明される。しかし、また一方、農業や多くの森林プロジェクトタイプと

いった、アフリカにとって有益なプロジェクトタイプが、京都議定書下では適格でないという事実にも起因して

いる。限られた炭素ファイナンス機会に加え、アフリカは、温室効果ガス排出量への寄与が極めて小さいとい

う事実にもかかわらず、温暖化に も脆弱な大陸である。 
アフリカ大陸のいくつかの地域における優れた自然成長条件を考えると、新規植林・再植林クリーン開発メ

カニズム（AR CDM）プロジェクトが、アフリカにとって一つの見込みあるプロジェクトタイプである。土地再生

のための方策、持続可能な手法によって生産された木材への高まる需要は、更に個々の投資への追加的な

インセンティブとなり得る。 
本報告書は、東アフリカ、とりわけ、エチオピア、ケニア、タンザニア、ウガンダといった国々における森林状

況の概観を示すことを目的としている。AR CDM プロジェクトの必要条件、並びに当該地域における現存の

森林炭素ファイナンスイニシアティブについて紹介する。また、更に詳細な調査を開始するため、日本の政

府機関、炭素基金、及び木材投資者への投資機会と課題について説明する。   

2） 東アフリカにおける森林の状況 

いくつかの例外を除き、東アフリカの景観は、誤った管理、乱開発、様々な程度の劣化（デグラデーション）

によって特徴付けられる。伝統的に見て、農村部の住人の生活対策及び多くの住人にとって収入源の重要

な要素であることから、今日の劣化は、農村部の経済及び森林収益から来る国家歳入に深刻な打撃を与え

ている。森林の劣化に伴い、炭素貯蓄・生物多様性の消失、流域の劣化、土壌流出、及び肥沃度の劣化や

気候変動といった問題の深刻化が、森林地帯の境界をはるかに越え進んでいる。 
歴史的に見て当該地域の林業は、その大部分がエチオピアの国家管理下にある熱帯高山林、もしくはア

フリカ山地林、または程度は低いが、タンザニアのミオンボと呼ばれる主要乾燥林といった自然林の商業的

利用が中心であった。これは後に、タンザニア、ウガンダにおけるパイン、またはエチオピア、ケニアにおける

ユーカリといった外来樹種を主軸とする植林林業の猛攻に合うこととなった。  
その後、タンザニア、ケニア、ウガンダでは（エチオピアでは近年までそれ程でもなかった）、社会的課題、

特に森林管理へのコミュニティの参画に関心が移って行った。また、過去２年間は、“環境サービスへの支払

い（PES）”とも言われる生物多様性、水、気候変動の緩和を含む、森林に関連する公益的物質とサービスに

対する新たな資金調達の機会へと焦点は変わって来ている。  
ウガンダ、ケニアではすでに、国家、あるいは国際的民間部門の企業が、木材供給のギャップを見越し、植

林林業におけるビジネス機会を摑もうと関心を高めている（詳細はウガンダの節を参照のこと）。エチオピア、

タンザニアでも、民間部門による植林事業への投資に対する強い関心があるが、予測困難な政府介入のた

め、個々の投資に伴う政治的リスクは高い。 
現在の森林状況を下記の表に示す。一人当たり森林面積は、7-16 ヘクタールである。しかしながら、裏付
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けとなるインベントリデータは余り確実とは言えない。植林林業については、供給不足により全地域で木材価

格が急上昇している。木材加工設備は時代遅れとなっているが、木材資源基盤の不足により、近代設備を

取り入れるための投資は限られている。 
ウガンダは、当該地域において も高い森林伐採率と 小の植林面積を有する。結果、近隣国のコンゴ民

主共和国及び南スーダンからの輸入に依存している。当該地域の経済が年当たり 6-10％で成長しているこ

とを考えると、木材需要及び価格は継続的に上昇することが予想される。しかしながら、政府の介入、あるい

はガバナンスの欠如が、未だ乱れた木材市場を生む。 
  
表. 東アフリカの森林状況の比較 (FAO, 2005, KFS & NFA よりケニア、ウガンダの植林記録). 
国 人口 

（百万人） 
森林面積 
（百万ヘクタール） 

植林面積 私有林 森林伐採率％  
(2000-2005) 

エチオピア 100 13.7 491,000 0 % -1.1 

ケニア 58 3.6 130,000 2.2 % -0.3 

タンザニア 37 3,7 150,000 0.2 % -1.1 

ウガンダ 30 4.0 36,000 70.2 % -2.2 

 
この文脈からすると、当該地域には豊富な森林投資機会がある。しかしながら一方では、多くの場合不明

瞭な土地保有及びキャパシティの欠如と関連し、重大な投資バリアが存在する。  
全体的に、東アフリカにおいて植林に対する政府の介入は減少しているが、森林プロジェクトの好ましくな

いキャッシュフローにもかかわらず、民間部門からの投資が増加する傾向にある。特に国際的に入手可能な

長期間の資金にアクセスをもたない東アフリカを拠点とする投資者にとっては、これらキャッシュフローの形態

は大きな課題である。 
公的支援が得られないまま 10 年が経っても、コミュニティ林業は説得力があり、かつ持続可能なビジネス

モデルである。東アフリカのいくつかの地域（例えば、ケニア山西部）では、ファーム林業が広く実践され、木

材と地元収入の重要なソースとして認められている。       
炭素ファイナンス、企業の社会的責任（CRS）に対する投資を含め、多様なグリーンファイナンス産業の発

展を考慮すると、木材生産及び付加価値付けのためだけでなく、環境サービスへの支払い（PES）やバイオ

エネルギーも視野に入れた新たなファイナンス機会が生まれてきている。これらの林業プロジェクトのほとん

どは、投資バリアを乗り越えるための手段として炭素ファイナンスを一要素として含む潜在性をもっている。５

章で既存の事例について、説明する。   
次章では、森林状況と投資機会について、国ごとに述べる。 

（i） エチオピア 

エチオピアでは、ほとんどの森林が、低地の劣化した森林地あるいは低木林地である（下表参照）。バレマ

ウンテンのアフリカ山森林を除いて、高地にあるアフリカ山森林のほとんどは、すでに農地に転換されている。

保護地域外では、コミュニティ森林管理が、森林を持続可能な方法で保護し管理する成功例として試験地域

より報告されている。国際協力機構（JICA）の支援によって、特にオロミア地域の規模を拡大したイニシアティ

ブは非常に高い見込みがある。 
植林は、政府の管理下にあって十分には管理されていない。その対策として、オロミア地域では、管理の向

上と８つの植林事業を経済主導の手法で操業するため、2007 年７月、国有林監督局を再構築した。   
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表. エチオピアの森林タイプ (EFAP, 1994). 
森林タイプ 面積 成長量 
 (百万 ha) (m3/ha) 

自然高木林 2.3  

低度かく乱林 0.7 90-120 

高度かく乱林 1.6 30-100 

森林地 5.0 10-50 

低木林地 20.0 05-30 

植林 0.2  
 

エチオピアでは年間、１億万本の木が植えられていることが推測されるが、その生存率は恐らく 20％を下

回るであろう。これは木を管理するインセンティブが欠如していることを示す。しかしながら、炭素ファイナンス

は、その投資を提供することに貢献できる。 
エチオピアの木材産業は、市場価格を決定付けるいくつもの政府所有の事業によって支配されている。生

産効率は極めて低いが、植林部門同様、再構築が販売上の連鎖に沿って付加価値の機会を向上させる現

実的な可能性がある。 

（ii） ケニア 

ケニアは、当該地域の中で、 も専門的な森林公益事業を持つ。2007 年初頭、新規のフォレストアクト（森

林令）が施行された。一旦、規則や規定が実施されると、相当の投資が植林にもたらされるであろう。 
ケニアは、2006 年、すでに３万４千ヘクタールを植林しており、農地に植えられた樹木は 初の収穫可能

な農作物を生産し始めている（例えば、ケニア山西部）。 
   
表. ケニアの土地保有者別植林開発 

土地 年 

 2003 2004 2005 2006 

公有林（ha） 7,880 9,243 7,312 8,156 

私有林、コミュニティ土地（ha） 7,683 9,024 10,515 26,000

合計 15,563 18,267 17,827 34,156

 

（iii） タンザニア 

タンザニアは、およそ４千万ヘクタールの森林及び森林地を有している（国土面積の 37.8%に相当） 
(FAO, 1993; URT, 1998)。森林面積は、森林タイプ・利用・法的区分により表１の通り分類される。   
表. タンザニア－森林面積（単位：千ヘクタール；Holmes (1995 a)、Nshubemuki (1998)より） 

 密冠／常緑樹 森林地／落葉森林地 森林及び草地モザ

イク 

サブタイプ 山地林 低地林 ミオンボ森

林地 乾燥ミオンボ林 低木林 

百万ヘクター

ル 1.0 0.9 13.9 7.6 16.6 

 
およそ３分の２の森林資源は、公有地の森林地である。約１千３百万ヘクタールは、森林保護区である。こ

のうち、160 万ヘクタールは集水地域である。森林植林は約８万ヘクタールに及び、このうち 50%はサオヒル

に位置するパインの植林である。ほとんどの公有林、特にタンザニア西部のキゴマやルクワといった遠隔地

域の公有林は、現在のところ管理されていない。  
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追加の３万ヘクタールの私有林は、KVTC（チーク林（面積：８千ヘクタール））並びに TANWAT（アカシア、

ユーカリ、パイン（面積：２万２千ヘクタール））によってよく管理されている。 

（iv） ウガンダ 

ウガンダは、木材を生育するのに 良の気候条件を有している。しかし、現在のところ、残り少ない天然林を

保護するにあたっては危機的な状況であるし、更に言えば、一般利用を目的とする木材の国内需要も満た

せていない。1960 年代後半から 1970 年代初期、約１万３千ヘクタールの植林地が作られた。その大部分は

カリビアマツ(Pinus caribaea)であり、残りのいくらかがパツラマツ(P. patula)、オーカルバマツ(P. oocarpa)、ユー

カリ・グランディス(Eucalyptus grandis)であった。これらの植林の一部は、80 年代の動乱による影響を受けた。

残りの植林は、90 年代中頃から体系的に伐採され、再植林はされていない。ウガンダ国家森林機関の 新

のインベントリーによると、２千ヘクタール未満の伐採可能な植林地が残存し、その大部分は成熟し過ぎてお

り管理状況が非常に悪い（下図参照）。結果として次の 15～20 年、植林資源からの製材用素材の供給が深

刻に不足するであろう。 
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図．ウガンダの残存する針葉木材資源（SPGS, 2007） 
 
2001 年以降、ウガンダではいくつかの植林地が造成された。公共部門である NFA は、６千ヘクタールを植

林し、民間部門は追加の７千５百ヘクタールを植林することに成功した。 
FAO の も信頼できる研究成果は、現在の年当りの用材消費量を２７万立法メートルと推計している。ウガン

ダの経済が年当り５％のまま継続して成長することを考えると、この需要は年間２～３％伸びることが予想され

る。木材消費量は GDP 成長と密接な関連があるが、同時に代替効果を考慮しなければならない。こういった

仮定に基づくと、20 年後には年当りの用材の需要が、百万立方メートルに昇ることが予想される。この推計

消費量と予想される植林地の実績に基づくと（主要植林樹種であるカリビアマツ、ユーカリ・グランディスの平

均生産量と各々の伐採周期を使用）、2025 年、持続可能な方法で国内市場の供給をまかなうためには、

低６万ヘクタールの植林面積が必要となる。これは、現在設置済みの植林地面積（１万５千ヘクタール以下）

と大きなギャップがあることを示すことであり、つまり、林業投資家にとって魅力的な市場機会が不可欠である。 

3） AR CDM プロジェクトの必要条件 

（i） 活動 

京都議定書下の森林部門では、現在のところ、新規植林・再植林（AR）CDM プロジェクトのみが適格とされ

ている。森林減少及び劣化に伴う排出量の削減（REDD）や持続可能な森林管理といった他のプロジェクト

活動は、ボランタリー市場向けの限られたプロジェクトのみで採用されている。 
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（ii） 適格性 

プロジェクト開発者によって考慮されなくてはならないプロジェクトの適格基準は、いくつもある。クリーン開発

メカニズムの鍵となる基準を下記に示す。 

 プロジェクトを実施する土地は、1989 年 12 月 31 日以降、非森林地でなくてはならない。各国の

CDM 森林定義は下表の通りである。 

 
国 最低樹冠率（%） 最低土地面積（ha） 最低樹高（m） 

エチオピア >20 % >0.05 ha >2 m 

ケニア* 30 % 0.1 >2 m 

タンザニア UNFCCC に報告していない  

ウガンダ >30 % >1 ha >5 m 

出展: http://cdm.unfccc.int/DNA/index.html 

* UNFCCC には報告していないが、ケニアの指定国家機関によって定義されている。 

 プロジェクトは永続性を保証しなければならない。つまり、吸収された炭素は保管されなければなら

ない。炭素が、例えば森林火災等によって大気中に放出されないよう管理活動を実施しなくてはな

らない。  

 プロジェクト設置前に実施されているベースライン活動の 50％以上は、リーケージとして周辺地域

に広がらない。リーケージをいかに管理するかについての詳細な指針は、適用された手法によって

異なる。 

 追加性。プロジェクトは通常通り（business as usual）ではなく、炭素プロジェクトの要素が存在する

ことによってのみ実施される。既存の植林は追加性の基準に適合しないため、適格ではない。 

 個々の国の基準に従ったプロジェクトの環境影響評価（EIA）が必要である。 

 国家指定機関の基準に則って査定された持続可能な発展への貢献。つまり、プロジェクトは必ず、

持続可能な発展に貢献しなくてはならない。エチオピアでは、CDM プロジェクトの承認のための持

続可能な発展に関する基準が、国家指定機関において入手可能である。諮問委員会からの支援

を受けたエチオピアの国家指定機関は、プロジェクトが持続可能な発展に貢献することを明確にす

るため、個々のプロジェクトを３つの主要な基準（社会・経済・生態）に対して査定している。   

 国際的及び国家的保護措置法は検討されなくてはならない。例えば、近年の再定住地は適格で

はない。 

（iii） 最低土地面積 

通常、プロジェクトは年当たりに吸収される二酸化炭素等量（トン）（tCO2e）によって分類される。ほとんどの

炭素基金は、プロジェクトの設置及び排出削減量購入協定(ERPA)の締結に要する相当額の取引コストを考

慮し、年当たり２万５千から５万二酸化炭素等量（トン）の 低基準点を設けている。これは、AR プロジェクト

に関しては、樹種構成及び成長量にもよるが、 低プロジェクト面積が約２千から４千ヘクタールであることを

意味する。 
しかしながら、プロジェクトは一つの土地区画のみによって構成されなくても良い。プロジェクトはいくつものプ

ロジェクトサイト（敷地）を合計することができる。個々の敷地の 低土地面積は、ベースラインの設定及び炭

素吸収量のモニタリングにかかる費用によって決定される。個人的な経験に基づくと、50 ヘクタール以下の

敷地をいくつも設けることは薦めない。 
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（iv） 所有権構造 

排出削減量の所有権構造は、排出削減量購入協定(ERPA)に明示されている。プロジェクト開発者は、プロ

ジェクトの敷地及びその敷地から発生する排出削減量に合法的接近権を有することを証明しなくてはならな

い。  
コミュニティ AR CDM プロジェクトでは、非政府組織あるいは政府機関が、プロジェクトに携わる土地並びに

コミュニティを統合する。コミュニティと統合者間、並びにコミュニティ内での詳細な制度的取り決めや便益共

有の制度は、プロジェクト設計書に明確に記載されなくてはならない。これは、実績と公平性の基準に則った

炭素収益の分配をどう行うかを示す炭素収益分配方式を含む。インセンティブメカニズム及びコミュニティの

結束性の問題を考慮しなくてはならない。 
プロジェクトがいくつものサイトと異なる投資者シェアに基づいている場合、統合機関は単に仲介業者として

のみ機能するだけでなく、個々の資金提供者が ERPA 上の合法的パーティーとなることを防止するためにも、

全ての排出削減量を保有することが推奨される。 

（v） 検証基準 

京都議定書の CDM は、現在のところ、AR CDM プロジェクトの手法として言及される 11 の承認された基準

を提供している。  
(http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html) 
しかしながら、気候変動対策におけるコミュニティ及び生物多様性への配慮に関する基準（CCB）、あるいは

新規に開発されたボランタリー炭素基準といった、ボランタリーの炭素市場においても基準は設けられている。 
更には、プロジェクト開発者は、森林管理協議会（FSC）といった国際的な持続可能な森林管理基準を考慮

する可能性もある。 
 

4） 東アフリカにおける AR CDM プロジェクトポートフォリオ 

次章では、当該地域における既に設置された、あるいは現在開発中の AR CDM プロジェクトについて紹

介する。  

（i） エチオピア 

エチオピアでは、現在ワールドビジョン（World Vision）によって開発されているフンボ新規植林・再植生プ

ロジェクトが、エチオピアで開発中の 初で唯一の AR CDM プロジェクトである。プロジェクトは、家畜及び

集約的農業から土地を隔離することによって、劣化した土地を回復させることを目的としている。プロジェクト

の敷地は、２千４百ヘクタールに及ぶ。  
しかしながら、フンボプロジェクトのモデルを別の地域において拡大する、あるいは再現することは恐らく難

しいであろう。組織開発に要した投資に比べ吸収量は小さく、また個々の投資コストをまかない、プロジェクト

開発者及び携わったコミュニティの投資を正当化するだけの代わりとなるプロジェクト収入は非常に限られて

いる。 
現在、非耕地の土地をジャトロファ属の植林に利用するというエチオピアの新しいバイオ燃料に関する政策

制度の下、森林炭素ファイナンスプロジェクトへの新しい機会が査定されているところである。 

（ii） ケニア 

2005 年、ケニア人ノーベル賞受賞者のワンガリ・マータイ教授の組織である「グリーンベルト運動」は、ア

バーディア及びケニア山の劣化した森林地においてコミュニティ AR CDM プロジェクトを設置することで世

界銀行・バイオ炭素基金と合意した。この山脈地域は、ナイロビ在住の３百万人にとって重要な流域である。

プロジェクト開発期間中は多くの障害があったが、結果的にプロジェクト実施地の周辺に住むコミュニティに

独占的な森林使用権を保証する初の法的合意を生んだ。プロジェクトの排出削減量購入協定（ERPA）は

2006 年 11 月、ナイロビで開催された COP 会議にて締結され、プロジェクトは 2008 年初期までに認証される

ことが期待される。   
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表. ケニアの炭素森林ファイナンスの実績 
関連するプロジェ

クトパートナー 
グリーンベルト運動／世界銀行・バイオ炭素基金 

プロジェクト土地面

積 
このコミュニティ再植林イニシアティブは、アバーディア山脈及びケニア山地

域における 1,877 ヘクタールの劣化した森林地を再植林する。選定された土

地は、アバーディア・ケニア山保護林（指定）内のテナ川流域である。成長速

度の異なる自生の樹種を混交し劣化した草地を再植林する。ケニア環境・天

然資源省林野部と提携したコミュニティ森林協会(CFAs)に代わってグリーン

ベルト運動(GBM)がプロジェクトを実施する。 

購入者 京都コンプライアンス市場：世界銀行・バイオ炭素基金 

基準 UNFCCC 

設置年 2007-2009 

取引量 260,000 tCO2e（2017 年まで） 

tCOe 当たりの価格 4.15（US$） 

コミュニティの参加  登録されたコミュニティ協会は、指定された森林保護区内の草地に対し独占

的な使用権を受ける。  

 
ケニアは、AR CDM プロジェクトの機会を模索し始めるのが遅かった。しかしながら、現在では新しい森林

令が個々のプロジェクトに法的な制度を与え、更には多くの資本と関心が個々のプロジェクトに寄せられてい

ることを考えると、多くの新しいプロジェクトが次の 12 ヶ月間、ケニアにおいて開発される見通しである。   

（iii） タンザニア 

タンザニアには UNFCCC に登録された気候変動指定国家機関さえ存在しない。アメリカのクリーンエアー

アクションによって完全に所有されている「国際小規模グループと植樹 (TIST)」は、ドドマ及びモロゴロのボ

ランタリー炭素市場に向けた植樹に携わってきている。彼らのホームページによると、約 150 ヘクタールに匹

敵する 16 万本の植樹がこれまでに行われた。 
TIST は、UNFCCC に対し AR CDM プロジェクトの手法及びプロジェクト設計書を提出した。しかしながら、

プロジェクトがホスト国からの承認を欠いている点で、手法及びプロジェクト設計書は UNFCCC から承認され

ていない。   

（iv） ウガンダ 

ウガンダは、炭素森林ファイナンスの早期の開拓者である（下表の実績記録を参照）。初期の２件のプロ

ジェクトは、京都議定書が採択される以前、エルゴン山及びキバレ国立公園のウガンダ野生生物基金との協

力によってオランダのフェイス基金（Face Foundation）が実施した。プロジェクトは、自然林を修復することを目

的としており、極めて専門的な方法で計画され実施されてきた。これは、２つのプロジェクトが森林管理協議

会（FSC）の基準に則り認定を受けている事実に裏付けられる。しかしながら、現在の排出削減量の市場価格

を考慮すると、この計画はコスト高であり、同様のアプローチを再現しようとする関心は限られる。また、２つの

プロジェクトでは排出削減量のみが唯一の収入源である。エルゴン山のプロジェクトは、プロジェクト設置期

間中、国立公園の境界内に違法に暮らす人々を無理やり退去させたとして、ある欧州の NGO から批判され

た。ウガンダ並びに東アフリカの多くの地域では、十分な統治が欠如しているため、こういった対立がよく見ら

れる。貧しく土地を持たない人々は、選挙期間中しばし、地元の政治家の標的となる。極々簡単に言うと、政

治家は票の代わりに土地へのアクセスを約束する。約束された土地は、たいてい公的森林地、あるいは保護

地域でさえあり、責任者である個々の政府機関は通常、違憲の土地利用の変更に賛成しない。 
2003 年、ブシェニにおいてエコトラスト（ECOTRUST）/プランビボ（Plan Vivo）プロジェクトが DFID の支援

を受け設置された。 プロジェクトは、国際的に広く認識されているが、このコミュニティアグロフォレストリープ
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ロジェクトから生産され、取引きされた排出削減量の総量は極めて小さい。  
EU 出資の ENCOFOR プロジェクトからの技術的支援を受け、ウガンダの国家森林機関によって開発され

たウガンダナイル流域再植林プロジェクトは、2007 年 11 月、日本の指定運営機関（DOE）の JACO によって

UNFCCC の基準に対し無事検証された、アフリカ初の AR CDM プロジェクトである。世界銀行・バイオ炭素

基金は、このプロジェクトから発生する排出削減量を保証した。プロジェクトは 2006 年４月、植樹を開始して

おり、2007 年９月まででプロジェクト総面積 2,014 ヘクタールのうち、約 489 ヘクタールにおいて植樹が行わ

れた。2007 年 12 月、プロジェクトが UNFCCC によって登録されることが期待される。プロジェクトは小規模

AR CDM 手法を適用しており、５つのプロジェクトのポートフォリオが設定されている。 
AR CDM プロジェクトが一旦登録されれば、多くのプロジェクト開発者がこのプロジェクト計画と文書化を適

用することが予想される。ENCOFOR コンソーシアムの責任パートナーである UNIQUE 森林コンサルタント

には、すでに何名かのプロジェクト開発者からプロジェクト設計を使用したいとの申し出が寄せられている。 
 
表. ウガンダの炭素森林ファイナンスの実績記録 
関連するプロ

ジェクトパー

トナー 

ウガンダ野生生物協会

（UWA）/フェイス基

金/クライメート

ニュートラルグループ

（CLIMATE NEUTRAL 
GROUP） 

エコトラスト

（ECOTRUST）/ 
プランビボ（PLAN 
VIVO） 

NFA/世界銀行・バイオ

カーボンファンド 

プロジェクト面
積 

エルゴン山、キバレ国立
公園プロジェクト 

ブシェニ 
(~100 ha) 

ウガンダナイル流域再植林
プロジェクト(2,100 ha) 

購入者 ボランタリー市場：クライ
メートニュートラルグルー
プ 

ボランタリー市場：英国テ
トラパック/カーボンニュー
トラル会社 

京都コンプライアンス市場：
世界銀行・バイオカーボン
ファンド 

基準 SGS 森林管理協議会
（FSC）及び気候変動 

プランビボ UNFCCC 

設置年 1994 2003 2006 

取引 tCO2e 量  ~24,000 
取引済み 

260,000（2017 年まで） 

VER 価格 
（US$/tCOe） 

 4.5 4.15 

コミュニティの
参加  

 農民は、2.5 US$/tCOe
を支払われる。 

コミュニティはプロジェクト
の７％のシェアを持ち、
4.15 US$/tCOe を支払わ
れる。国家森林機関が取
引コストを負担する。 

 
要約すると、ウガンダは、ボランタリー及び京都コンプライアンス市場向けの森林炭素ファイナンスプロジェ

クトの開発においては、アフリカで際立った実績記録を所持している。この実績記録とプロジェクトを開発する

経験は、将来プロジェクト開発とマーケティングにかかるコストを軽減させ、更にウガンダへの炭素基金を惹き

つけるであろう。  
 

5） 結論 

炭素市場の中で、農業及び林業についてはアフリカが比較的優位な立場にある。これは、当該地域のいく

つかの部分における優れた自然成長条件、経済の構造、及びエネルギー効率や再生利用可能なエネル

ギーといった他の CDM プロジェクトタイプから便益を得る機会が限られていることに裏付けられる。 
現在、AR CDM パイロットプロジェクトが、エチオピア、ケニア、ウガンダにて開発されている。ケニア及びウ

ガンダのプロジェクトは、コミュニティの参画及びプロジェクトに適した地域が点在しているという事実を踏まえ、
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小規模プロジェクトのポートフォリオより成り立つ。ウガンダの AR CDM プロジェクトのポートフォリオはすでに

検証されており、このプロジェクトが東アフリカにおける初の登録された AR CDM プロジェクトと期待されてい

る。 
AR CDM プロジェクトの鍵となる特徴は、以下に述べる通りであり、プロジェクトから得られた経験並びに学

習事項は、下表に要約する。    
 
方法に関する課題 

必要となるデータ、異なる投資者間の分配を検討する可能性、プロジェクトの後からの追加、及びプロジェ

クトの開発コストを考慮すると、当該地域の AR CDM プロジェクト開発者にとっては、小規模方法が も適し

ていると考えられる。小規模プロジェクトのポートフォリオは、経済的に実行可能なプロジェクト規模に達する

ための前条件である。一つの不利な点としては、いくつかの指定運営機関（DOE）は、個々のプロジェクトを

個別にとらえ標準料金を要求することがある。  
 
コミュニティの参画 

AR CDM プロジェクトは、コミュニティの参画を認める。参画の形態は、プロジェクトの構造による。プロジェ

クト内でのコミュニティ所有権の共有は、永続性のリスクを低減する助けとなり（例えば、森林が燃やされる、あ

るいは伐採される）、プロプア（pro-poor）の便益を増やす。 
 
コベネフィット 

調査されたすべての AR CDM プロジェクトのコベネフィッツは、プロジェクトの参加者にとっては炭素収益

そのものよりも価値のあるものとして考えられている。ケニアのプロジェクトは、この点を上手く表している。排

出削減量の所有権を決定するというプロジェクトの要求事項によって、ケニアでは初めて、コミュニティが当該

エリアの独占的所有権を手にした。コベネフィッツには、草地刈取活動、及び養蜂・非木材森林生産物収集

の権利を含む。 
 

プロジェクトエリアの集積 
実行可能なプロジェクト規模に達するため、しばしプロジェクト所有者は集積されなければならず、そのため

に個別の契約上の合意を取り付けなくてはならない。この慎重を期するプロセスにはすべての関係者を巻き

込む必要がある。結果、そういったプロジェクトの制度的開発には、当該地域に長期間に及ぶプロジェクトを

開発、実施するだけの十分な資金をもった強力な機関があるということが必要となる。当該地域にそういった

機関がない場合、AR CDM プロジェクトを設置することは難しい。 
 
環境・社会影響 

一般的に、 適な森林実務が適用される限り（土地と樹種の適合性の考慮、住民参加型計画等）、小規模

AR CDM プロジェクトは環境及び社会的にプラスの影響をもたらす。大規模 AR CDM プロジェクトに起こり

やすい生物多様性や水流へのマイナスの影響は、プロジェクト設計時に自然景観モザイクを考慮することに

よって回避できる（個々の AR CDM プロジェクト敷地間に元来の土地利用のコリドーをつくる）。 
  
リスク管理 

AR CDM プロジェクトは常に、実施及び永続性のリスクにさらされている。実施のリスクは、プロジェクトの設

計を細心の注意を払って行い、プロジェクトの開始期に十分なキャパシティと資金を確保することで回避でき

る。  
永続性のリスク（例えば、森林火災）は、より厳しい。この問題は、プロジェクトの実施期間中を通して専門的

なプロジェクト管理を要するからである。既存の経験からすると、プロジェクトのインセンティブがより強くかつ

多様であるほど、永続性のリスクは小さくなる。炭素収益が唯一の収入源であるプロジェクトは、永続性のリス

クが高い。つまり多様な収入源をもたらし、文化的価値といった目に見えない利点を生み出す多目的プロ

ジェクトが、永続性のリスクに対して強い。 
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表. AR CDM の現状を要約した SWOT テーブル 
強み 

• 当該地域の AR CDM プロジェクトから発生す

る排出削減量には高い関心が集まっており、

これらプロジェクトには高値が付く 

• 世界銀行・バイオ炭素基金の支援によるパイ

オニア的プロジェクトの結果、多くのプロジェク

ト開発者にとっての障壁が取り除かれた 

• AR CDM プロジェクトは、養蜂、非木材森林

生産物、草地の刈取といった多様な収入をも

たらす活動と組み合わせて実施することがで

き、地元の生活改善に貢献できる 

弱み 

• 過去に行われた CDM プロジェクト開発者向け

のキャパシティ・ビルディングの支援は、排出削

減量の取引に焦点を合わせていなかった 

• 政府機関は、非政府組織の AR CDM プロジェ

クト開発者に余り支援的でない。しかしながら、

契約が履行されるという点で、非政府組織の方

が炭素基金にとっては好まれるパートナーであ

る。 

• 一般的に当該地域における管理キャパシティは

低いため、プロジェクト準備期間は長期にわたり

コストも高い。  

機会 

• AR CDM プロジェクトは、長期間の財務イン

センティブと組み合わされた外部の検証され

たモニタリングシステムを提供する。結果、高

い樹木の生存率、より良い成長が可能であ

る。 

• AR CDM プロジェクトは、高い公的投資コスト

さえも正当化する重大なコベネフィッツをもた

らす。例えば、コミュニティの独占的使用権。 

危険性 

• AR CDM の開発は相当額の先行投資を必要と

し、これは、プロジェクト開発者がプロジェクトを

実施する財務・管理的キャパシティがあることを

証明したときにのみ正当化される。当該地域に

は、未だ多くはないが、着実にこの要求事項を

満たす組織の数が増えてきている。 
 

 

（i） 日本機関の投資ポテンシャル 

AR CDM の現状の分析は、投資機会の３つの柱を明確にした。これは、日本の公的並びに民間機関の東

アフリカにおける、多様な森林及び気候変動防止投資ポートフォリオの設定を可能とした。 
  
A) 実行可能な AR CDM プロジェクトを設置するための官民パートナーシップ 

2012 年以降のポスト京都の合意が AR CDM プロジェクトを考慮し、さらに一層ボランタリー市場が官民

パートナーシップのイニシアティブを強化すると仮定すると、東アフリカにおける AR CDM プロジェクトのポー

トフォリオを開発することは極めて望ましい。公的投資は、プロプアの便益及び投資に対する高い見返りを伴

う排出削減量の取引を可能とするようなキャパシティ・ビルディングを支援することができる。民間のパート

ナーにとっては、このパートナーシップは初期段階のプロジェクト開発投資リスクを低減する。プロジェクト

ポートフォリオの開発は、個別のプロジェクトがプロジェクト実施期間中に失敗するといったリスクを回避する。

理想的には、このパートナーシップは、当該地域における日本出資の開発プロジェクトと協力して実施される

と良い。例えば、エチオピアの JICA コミュニティ森林プロジェクトなどがある。  
公的パートナーの責任は、個々の機会についての認識を強化し、より質の高いプロジェクト提案書（PINs）

を生み出すような実地のキャパシティ・ビルディングを提供することであろう。一方、民間のパートナーは、責

任を持ってプロジェクト設計書（PDD）の開発にかかる経費を事前に負担することであり、個々のプロジェクト

から発生する排出削減量に対し市場確約を提供することである。 
   
B)木材・炭素ファイナンス統合的投資機会の試験的実施 

ウガンダとケニアでは、初期投資のバリアが取り除かれた場合、私有地所有者は市場に高品質木材を提供

できると証明された。このビジネスモデルは、農村開発を支援するだけでなく、社会的責任を伴った木材調

達の新しい形態としてとらえることもできる。ウガンダでは、実績に基づいた融資や研修を提供することによっ
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て個々のバリアを取り除く試みが大成功であった。日本の投資者は、例えば、ウガンダの製材用素材生産グ

ラントスキームといった既存のスキームに参加することもできるし、あるいは木材と炭素ファイナンスへの投資

を統合した新しいパイロットスキームを立ち上げることも可能である。  
 
C) 新規 AFOLU プロジェクトタイプの開発と地域間取引の開発に対する投資 

先に述べた通り、林業と農業が、東アフリカのプロジェクト開発者が京都議定書から便益を得るのに も確

実な部門である。しかしながら、現在のところ、CDM では新規植林と再植林のみが適格として認められてい

る。したがって、東アフリカ出身のプロジェクト開発者が京都議定書から便益を得る機会を増やすには、新規

の農業、林業及びその他の土地利用システム (AFOLU)プロジェクトタイプを開発し、更には、2012 年以降

のポスト京都の合意にそれらのプロジェクトタイプを盛り込むよう働きかけなければならない。アグロフォレスト

リーや持続可能な土地管理の実践（例えば、マルチング、間作物、果樹、無耕農業）は、二酸化炭素を吸収

するだけでなく、侵食の減少、土壌肥沃度の向上、気候変動に対する回復力の増強に効果がある。つまり、

持続可能な土地管理は、 も効果のある気候変動適応策の一つである。  
日本の機関は、AFOLU プロジェクトから発生する排出削減量を取り扱う地域気候取引所の開発を支援す

ることができる。シカゴ気候取引所（CCX）はすでに、そういった AFOLU プロジェクトの取り扱いを検討し始

めている。    

（ii） キャパシティ・ビルディング支援の必要性 

AR CDM プロジェクトを開発、実施するためのキャパシティ・ビルディングは弱い。また、東アフリカの気候

変動緩和に関するキャパシティ・ビルディングへの投資が限られていることは、これまで十分に触れられてこ

なかった。プロジェクト開発者（主に NGO 及び民間部門）、サービス提供者、及び指定国家機関や投資機

関といった政府機関は、炭素ファイナンスプロジェクトを支援するための異なるスキルを習得する必要がある。 
AR CDM プロジェクトの開発は、現在もそして今後も、高い技術性を要するタスクであり続けることが予想さ

れるし、情報の有効期間は極めて短い。したがって、過去に一つか二つ、ワークショップに参加したことのあ

る大人数を集めるよりも、関連のある様々な組織に働く数人の熱心なスタッフを、排出削減量を生み出すた

めの主要なポジションに位置付けた方が良い。AR CDM プロジェクトを日常的に取り扱っていないスタッフが

認証された排出削減量を生み出すチャンスは低い。気候変動の適応に関しては、人々の意識を幅広く向上

させるという点で、異なった取り組みが必要となる。  
AR CDM 排出削減量取引をもたらすために必要なキャパシティ・ビルディングの種類を下表に示す。  
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表 特定ののグループを対象としたキャパシティ・ビルディングのための活動の提案 
対象グループ 活動 影響指標 

プロジェクト開

発者 
 炭素ファイナンスの機会とプロジェクト

開発サイクルを紹介するための国家、

地域ワークショップ 

 一般からの提案に基づいたプロジェク

ト提案書の作成の指導と事後支援  

 見込みのあるプロジェクト開発者が炭

素ファイナンスにアクセスし炭素ファイ

ナンスプロジェクトを開発、実施するた

めの支援 

 炭素ファイナンスプロジェクトを開発す

るためのキャパシティのあるプロジェク

ト開発者を示したワークショップ参加

者リスト 

 高品質のプロジェクト提案書のポート

フォリオと個々のプロジェクト開発者に

よる熟考されたレポート 

 署名された排出削減量購入協定と実

施された炭素ファイナンスプロジェクト

の数 

サービス提供

者 
 炭素ファイナンスの機会とプロジェクト

開発サイクルを紹介するための国家、

地域ワークショップ 

 炭素ファイナンスプロジェクトの設計、

開発、実施を支援するための実地訓練

のモジュール   

 炭素ファイナンスプロジェクトに関する

専門性を提供するための実績を伴っ

たサービス提供者を示すワークショッ

プ参加者リスト 

 研修費用を負担しようとする意志  

 習得スキルの実演 

政府機関  炭素ファイナンスの機会とプロジェクト

開発サイクルを紹介するための国家、

地域ワークショップ 

 指定国家機関（DNA）が炭素ファイナ

ンスプロジェクトに伴う持続可能な発展

に関する便益を評価し、また、京都議

定書の開発に関する情報を広めるため

のキャパシティの開発支援 

 投資機関が、炭素ファイナンス関連情

報を提供し、プロジェクト開発者と炭素

基金間の取り合わせ（マッチメイキン

グ）を進めるよう支援する 

 政府機関が炭素ファイナンスプロジェク

トの要求事項を理解するよう支援する

（例：安定した土地保有、排出削減量

に対する法的接近、初期支援制度）  

 炭素ファイナンスプロジェクトの承認、

支援に携わった政府機関を示すワー

クショップ参加者リスト 

 出版され、インターネット上で入手可

能な炭素ファイナンスプロジェクトのた

めの規制上の要求事項 

 プロジェクト開発者及び炭素ファイナ

ンス投資者のためのワンストップショッ

プ、記録された質問及び監視された

結果の数（炭素ファイナンスプロジェ

クトの数等） 

 排出削減取引量の数と規模 
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6） 参考文献及び入手可能な情報 

CATIE, 2007. Guidebook to markets and commercialization of forestry CDM projects.  
Cline, W.R., 2007. Global Warming and Agriculture: Impact Estimates by Country. Centre for Global Development 
& Peterson Institute for International Economics. 
ENCOFOR, 2007. Toolbox to design sustainable CDM forestry projects (http://www.joanneum.at/encofor) 
Hamilton, K.; Bayon, R.; Turner, G.; Higgins, D., 2007. State of the voluntary carbon markets. 
ITTO, 2006. Guidebook for the Formulation of Afforestation and Reforestation Projects under the Clean 
Development Mechanism. ITTO Technical Series 25. 
The World Bank, 2007. State and trends of the Carbon Market 2007 (http://carbonfinance.org). 
The World Bank BioCarbon Fund & Winrock International, 2005. Sourcebook for Land-use, Land-use Change and 
forestry projects (http://carbonfinance.org).  
The World Bank BioCarbon Fund & CATIE, 2007. TARAM (V1.1) - Tool for Afforestation and Reforestation 
Approved Methodologies (http://carbonfinance.org). 
World Resources Institute, 2007. Carbon sequestration projects in Africa: Potential Benefits and challenges to 
scaling up. 
 

7） 東アフリカの AR CDM に関するコンタクト 

国 エチオピア ケニア ウガンダ 
指定国家機関 
(DNA) 

環境保護機関 
(Environmental 
Protection Authority) 
Mr. Dessalegn Mesfin 
E-mail: 
epa_ddg@ethionet.et 

国家環境管理機関 
(National Environment 
Management Authority) 
Ms. Emily Ojoo-Massawa 
E-mail: 
emassawa@hotmail.com 

国家気候変動運営委員会

(National Climate Change 
Steering Committee: 
NCCSC)、水・環境省 
(Ministry of Water and 
Environment) 
Mr. Philip Gwage 
E-Mail: 
pgwage@hotmail.com 

林業機関 農業及び農村開発の

ONRDEPA 事務局

(ONRDEPA Bureau of 
Agriculture and Rural 
Development) 
Dr. Girma Amente 
E-mail: 
girma_an@yahoo.com 

ケニア森林機関 (Kenya 
Forest Authority) 
Mr. Anthony Maina 
E-mail: 
ammaina@forestry.go.ke 

国家森林機関 (National 
Forest Authority) 
Mr. Xavier Mugumya 
E-mail: 
xavierm@nfa.org.ug 

AR CDM の経

験を有するプ

ロジェクト開発

者 

ワールドビジョン（World 
Vision） 
Mr. Assefa Tofu 
E-mail: 
Assefa_Tofu@wvi.org 

グリーンベルト運動(The 
Green Belt Movement) 
Mr. Fredrick Njau 
E-mail: 
fnjau@greenbeltmovemen
t.org 

製材生産グラントスキーム

(Sawlog Production Grant 
Scheme) 
Mr. Paul Jacovelli 
E-mail: paulj@sawlog.ug 
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8） 略語一覧 

 
略語 説明 

AFOLU 農業、林業及びその他の土地利用システム（以前の LULUCF（土地利用、土地

利用変化、及び林業））   

BioCF 世界銀行・バイオ炭素基金 

CCB 気候変動対策におけるコミュニティ及び生物多様性への配慮に関する基準 

CCX シカゴ気候取引所 

DNA 指定国家機関 

ERPA 排出削減量購入協定 

NFA ウガンダ国家森林機関 

PIN プロジェクト提案書 

PDD プロジェクト設計書 

tCERs 短期の期限付き認証排出削減量 

SPGS 製材用素材生産グラントスキーム 

VERs 検証排出削減量 
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(３) ウガンダの A/R CDM の現状 

（社）海外産業植林センター 

 

1） ウガンダ概況 

 

 
図１ ウガンダ位置図 

 

（i） 一般概況 

ウガンダ共和国は東アフリカのビクトリア湖に接した内陸国で、コンゴ民主共和国、ルワンダ、タンザニアに

隣接する。1962 年にイギリスより独立し、英語とスワヒリ語が公用語である。面積２４１千 km2、人口は２６百万

人で６０％がキリスト教、３０％が精霊崇拝など伝統宗教である。一人当たりの国民総所得（ＧＮＩ）は約２８０ド

ルである。 
独立以降、社会主義化、独裁的な恐怖政治、複数のクーデターなど不安定な政治経済状況が続いてきた

が、1986 年に成立した現ムセべニ政権がほぼ全土を平定し、世銀、IMF、援助国の支援の下で経済再建に

取り組んでいる。 近は、ウガンダ政府と反政府武装組織が戦闘停止で合意している状況であり、治安の悪

かった北部地域も安定してきているものの、まだ、国内に多数の非難民を抱えている。 
経済の自由化は概ね達成されており、今後は民間投資の活発化が課題となっている。2000 年に策定した

「貧困削減戦略書」(PRSP)を基に貧困問題にも取り組んでおり、特に農産物を中心とした輸出産品の多様化、

付加価値の付与を 優先課題としている。タンザニア、ケニアとの三国間の協力を推進しており、東アフリカ

共同体（EAC）が 2001 年発足した。 
主要な農産物は、ビクトリア湖の鮮魚やコーヒー、紅茶、綿花、鉱物資源は銅、燐鉱石、タングステンがある。

主要な輸出相手国は約半分がヨーロッパ（ベルギー・オランダ・フランス・ドイツ）であるが、輸入は３５％がケ

ニア、続いてアラブ首長国連邦、中国、インド、南アフリカの順であり、日本は第８位である。日本の 2006 年

の対ウガンダ貿易額は輸出９５億円（自動車・金属製品）、輸入７億円（魚介類・コバルト鉱・コーヒー）であり、

日本企業の進出（直接投資）は２社のみ（繊維・自動車）で、日本にとっては、まだまだ遠い国である。 
 

（ii） 林業・森林 

赤道直下に位置するが、平均標高が 1,200ｍの高原であり、熱帯サバナ気候で平均気温は２１－２５度と過

ごしやすく、雨期は３－５月と１０－１１月である。降水量は、北東部で約 800 mm、ビクトリア湖付近の 1500 mm
と地域によって異なる。 

国土の約半分は農地であり、換金用にはコーヒー紅茶、綿花、タバコ、ココアが、食用としては料理用バナ

ナ、キャサバ、サツマイモ、ミレット、とうもろこし、ソルガムが栽培されている。森林は約１５％、３６０万 ha であ

る。森林は急速に減少しており、２０００年からの５年間で４０万 ha 失われた（図２）。 
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ウガンダは National Biomass Study を数年に１度実施しており、バイオマスに関する情報が入手出来る。植

林地は主に、マツが多く植栽され、広葉樹ではユーカリが多い（表１）。 
 

ウガンダの土地利用変化
(出典：FAOSTAT)
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図２ ウガンダの土地利用 
 
表１ ウガンダの森林面積とバイオマス、成長量 (National Biomass Study 2002) 

土地利用 面積 
(1,000 ha)

% 蓄積量 
(1,000,000t)

% 成長量 
(t/ha/yr) 

植林地（針葉樹・広葉樹） 35 0.2 4 1 16
熱帯高地林 924 5 164 35 15
灌木林 3,974 19 126 27 5
森林合計 4,933 24.2 294 63 
ブッシュ（灌木の疎林と農業放棄地） 1,422 7 14 3 1
農地 8,401 41 112 24 2
その他 5,709 28 48 10 0-1
合計 20,465 468  
 

ウガンダの森林は約 70%が個人所有となっているが、森林の多くは管理はなされないままで、農地に転換

されたり、周辺住民が勝手に薪炭収集や農耕、放牧を行っている場合が多い（表２）。国有地は森林保護区

を管理する森林局と国立公園を管理する野生生物局に大別される。 近は森林保護区内の劣化した灌木

林や放棄地などを植林事業に長期リースを行うことができる仕組み（ライセンス制）ができ、利用されている。

しかしながら、このような国有地には多くの農民の居住や放牧地としての利用がみられ、植林事業を実施す

る上で問題を引き起こしている。 
ウガンダの国内消費エネルギーの 9 割が炭・薪であるといわれており、国内の木材需要の 95%が燃料目

的である（図３）。ウガンダや周辺の東アフリカ諸国では経済発展に伴い炭の需要は増加しており、今後さら

にポールや製材などで大きな需要が見込まれると予想されているが、一方で供給は減少傾向にあり、需給の

アンバランスが懸念されている。 
ウガンダの人口の３５％をしめる 貧困層は、完全に森林に依存した生活を送っており、森林は貴重なエ

ネルギー・食糧・収入源であるが、 近の森林減少や森林の劣化によって彼らの生活は脅かされている。図

４から、薪採取のために移動する距離は昔に比べて格段に増加していることがわかる。つまり、村落の周辺の

森はすでに劣化または他の土地利用に転換しており、森林の減少や劣化が広く進行しているということがわ

かる。 
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表２ ウガンダの森林所有状況 (National Biomass Study 1999) 
土地利用 国有地 (ha) 私有地 (ha) 計 (ha) 

 森林保護区 
（森林局） 

国立公園 
（野生生物局） 

  

熱帯高地林 306,000 267,000 351,000 924,000
灌木林 411,000 462,000 3,102,000 3975,000
植林地 20,000 2,000 11,000 33,000
森林計 737,000 731,000 3,464,000 4,932,000
その他 414,000 1,167,000 13,901,000 15,482,000
合計 1,151,000 1,898,000 17,365,000 20,414,000
 
 

 
図３ ウガンダの輸入をのぞいた国内木材消費の内訳(1999 年) 
 

 
図４ ウガンダにおける薪収集のための平均移動距離 (2001) 
 
（参考文献） 
The National Forest Plan (National Forest Authority の web サイト） 
http://www.nfa.org.ug/docs/national_forest_Plan.pdf 
 
 

2） ウガンダの CDM 受入体制 

（i） ＤＮＡ 

ウガンダのＤＮＡは水・土地・環境省(Ministry of Water, Lands and Environment)の気候変動運営委員会

(National Climate Change Steering Committee)が担当している。責任者の Gwage 氏は ARWG の議長を務

めた経験があり、A/R CDM について理解のある人物である。ホスト国に申請された CDM プロジェクトの審査

 48



 

は、DNA の内部組織である技術委員会(technological committee)で行われる。法務省、財務省、文化庁、エ

ネルギー省、保健省、ＮＧＯ、プライベートセクターで構成されている。 
 

（ii） CDM プロジェクトのホスト国承認の手続き 

ウガンダのホスト国承認の手続きは、まず、PDD と、DNA の基準（次項参照）に従い用意された「CDM の

持続可能な開発の指標テンプレート(CDM sustainable development criteria template)」を水・土地・環境省に

提出する。環境影響評価に関しては、自然環境管理局(Natural Environment Management Authority)の規定

に従い、必要であれば環境影響評価を行う。環境影響評価が免除される場合は、自然環境管理局からのレ

ターをテンプレートとあわせて提出する。植林プロジェクト実施の際に環境影響評価が必要かどうかは、プロ

ジェクトの面積などで規定されているわけではなく、予想される影響が大きいかどうかについて、自然環境管

理局の判断で決定される。現在、バリデーション中の小規模 AR CDM プロジェクトの場合は、環境影響評価

が必要であった。このプロジェクトの面積は約 200ha であるが、ウガンダでは一般的に小規模プロジェクトで

はないとみなされるので、ウガンダで AR CDM プロジェクトを実施される場合には、環境影響評価の実施は

必要であると考えるべきであろう。 
 
PDD とテンプレートは DNA の技術委員会で審議され、レコメンデーションレターが発行される。問題がな

ければ、プロジェクト参加者とウガンダ政府（水・土地・環境省）との間で MOU を交わし、ホスト国承認レター

が発行される。MOU の主な合意内容は表３の通りである 
 
表３ プロジェクト参加者とウガンダ政府間で必要な合意事項 
持続可能な開発  プロジェクトはホスト国の持続可能な開発に貢献すること。 

 プロジェクトは、住民の社会サービスへのアクセス強化を通じた貧困削減、雇用機

会の創出による経済発展、環境を配慮した技術の移転を通じた技術的発展に貢

献しなければならない。 
 プロジェクト参加者は持続可能な開発に関する項目のモニタリング計画をホスト国

に提出すること。また、モニタリング結果をホスト国の要請に応じて提出すること。 
 

クレジット  プロジェクト参加者は CER を ODA やドナーファンドを利用して購入する相手に販

売することはできない。 
 CDM プロジェクトによる温室効果ガス削減に関するすべての権利はプロジェクト

参加者にある。 
 プロジェクト参加者はすべてのクレジットの移転を 10 日以内にホスト国に通知しな

ければならない。 
 

法律の遵守  プロジェクト参加者は CDM プロジェクトに関するウガンダの法律を遵守しなけれ

ばならない（現在のところ、CDM に関する特別な法律はないようである）。 
 

 
 

（iii） CDM プロジェクトに要求される持続可能な開発 

DNA は CDM プロジェクトの選択のための持続可能な開発の指標を定めている。環境影響評価ではすで

に述べた自然環境管理局が定める環境影響評価に任されており、この指標は社会経済影響に関する事項

が中心となっている。それぞれの項目には得点が割り振られており、プロジェクトは総合得点で評価される

（表４）。プロジェクト開発者自身もこれを基に、プロジェクトの設計・評価をすることが可能である。プロジェクト

開発者がＤＮＡが作成したテンプレートに必要事項を記入し提出する。プロジェクトが選択されるためには、

総合で５０％以上の得点であり、さらにすべての指標について５０％以上を満たしていなければならない。ま

た、プロジェクト開発者はそれぞれの指標のベースラインと明確なモニタリングプランを策定しなければならな

い。 
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表４ CDM プロジェクト選択のための持続可能な開発指標 
１．社会的な指標（計４０点） 

 コミュニティーの基本的な社会サービスへのアクセスを促進しているか（１８点） 
 プロジェクト設計・実施・モニタリング・表７かへのコミュニティーの参加（１５点） 
 ジェンダーバランス、社会的に不利な立場のグループの参加（７点） 

２．経済的な指標（計３５点） 
 雇用創出への貢献（８点） 
 外貨獲得への貢献（７点） 
 市場価値のあるモノとサービスの生産増加への貢献（６点） 
 プロジェクト活動からの相互的な経済ベネフィット（５点） 
 サービスへの需要の増加への貢献（５点） 
 開発が公平に行き渡っていないエリアへの開発の再分配（４点） 

３．技術的な指標（計２５点） 
 環境に配慮した技術（１０点） 
 技術移転（７点） 
 技術の性能・効率（４点） 
 コミュニティーの技術の受け入れ（４点） 

 
 
 

3） ウガンダの A/R CDM プロジェクト 

 

現地調査では、図５の３箇所（Rwhoho, Sironko, Kikonda)のプロジェクトについて調査を行った。 

 

Sironk

Kikond

Rwoh

Sironko

Kikonda 

Rwoho 

 
図５ ウガンダの地図とプロジェクトの位置 

 

（i） 現在バリデーション中のプロジェクト（小規模プロジェクト） 

小規模 A/R CDM プロジェクト「Uganda Nile Basin Reforestation Project No 3」が日本の DOE(AE)である
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JACO CDM 社によってバリデーション中となっている。この地域には、他にほぼ同じ条件の４プロジェクトが

同時に準備されている。それぞれのプロジェクトは 1km 以上離れ、プロジェクト参加者（参加住民組織）が異

なることから、通常規模プロジェクトのデバンドリングには該当せず、また、小規模プロジェクトのバリデーショ

ン時のバンドリングを許可するルールを使って、同時にバリデーションを実施している。しかしながら、JACO 
CDM 社がまずは DOE として指定されるために、その中の１つである、No 3 のプロジェクトのみがバリデー

ションに申請されている。 
これら５つのプロジェクトは世界銀行のバイオカーボンファンドのプロジェクトポートフォリオの１つでもあり、世

界銀行からのキャパシティービルディングによってサポートを受けながら、森林局（NFA, National Forest 
Authority)が森林保護地区（国有地）内に開発したプロジェクトである。5 つのプロジェクト合計で 20 年間で

合計 50 万 tCO2 以上を吸収することが予測されており、そのうち 260,000 CO2t をバイオカーボンファンドが、

4.15$US で購入する契約となっている。さらに 150,000 CO2t はオプションとしてバイオカーボンファンドが優

先購入できることになっている。 
NFA のプロジェクト担当者にインタビューしたところ、プロジェクト開発で一番大変だったことは、、世界中の

A/R CDM プロジェクトと同様に、ODA などの公的資金が使えないため、プロジェクトの初期費用を自前調達

しなければならなかったことである。このプロジェクトはバリデーション開始から約１年が経過しようとしているが、

未だ登録には至っていない（関係者によれば、数週間以内に登録手続きに入るらしい）。その理由はプロ

ジェクト自体の問題ではなく、すべての事務的手続き（DNA の承認レターの発行など）が非常にゆっくり進む

ことにあるようだ。 
NFA は、森林保護区の維持・管理（現実的にはすでに失われた森林の再生や産業植林地の造成）は、現

在の彼らの限られた予算では非常に難しいので、このプロジェクトのように、カーボンからの収入を期待でき

るプロジェクトの実施は興味深く、今後も継続・拡大していきたいと考えている。さらに、森林保護区内の政府

のプロジェクトに周辺住民の参加を促すプロジェクトは新しいアプローチであり、すでに植林を開始した地域

の周辺では、プロジェクトに参加していない住民も自ら植林を始めているケースがあり、周辺地域にもよい影

響を与えていると確認され、新しいモデルプロジェクトとして、今後普及させていきたいと考えている。 
このプロジェクトは登録されれば、一部のクレジットはすでにバイオカーボンファンドというバイヤーが存在す

るので、将来が安定したプロジェクトであると言える。しかしながら、担当者は、残りのクレジットの販売につい

ては今後バイヤーを模索しなければならず、日本政府や企業に期待しているとコメントしていた。 
 

表５ 提案されているウガンダの小規模 A/R CDM プロジェクト概要 
プロジェクトタイトル Uganda Nile Basin Reforestation Project No 3 
適用方法論 AR-AMS0001（小規模） 
ホスト国 ウガンダ 
プロジェクトプロポーネント 
（太字はプロジェクト参加

者） 

ウガンダ政府 
National Forest Authority (NFA、森林局) 
Rwoho Environmental Conservation and Protection Association 
(RECPA) and other community groups（住民組織） 
ENCOFOR （Europe Aid-funded project to support environment and 
community based design of CDM A/R project activities, ヨーロッパの

基金） 
イタリア政府（バイオカーボンファンド） 

プロジェクト期間 50 年 
クレジット tCER 

20 年の更新可能なクレジット期間 
プロジェクト開始日 2007 年 4 月 1 日 
吸収量 20 年間で 111,576 tCO2e （年間平均：5,579 tCO2e） 
面積 341.9 ha 

うち、319.2 ha を NFA が、22.7 ha を RECPA（住民組織）が植林する 
プロジェクトの位置 
基本情報 

ウガンダ南部 Mbarara という町から 70 km 離れたの Rwoho 森林保

護区内の土地。 
標高：1360-1800 m 
年平均気温 17.5 度 
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年間降水量：約 1000 mm、雨期 3-5 月と 9-12 月 
植栽樹種 Pinus caribaea (75 %)： 1960 年頃導入された外来種で、植林実績

があり、成長もよい。 
Maesopsis eminii (20 %)： 在来種。樹高 40 m に成長する。材に適

しており、ウガンダではよく使われている。 
Pinus africana (5 %)：在来種。植林に関する情報が少ない。樹皮は

薬用に使用する。 
土地適格性 1992 年 8 月の SPOT XS 衛星画像と過去の文献で Reforestation で

あることを確認 
ベースライン 荒廃した草地 

NFA がバイオマス調査を実施。平均 3.7t dry matter / ha 
追加性  投資、その他の経済・財務バリア 

 ファンド、補助金などへのアクセスがない 
 組織的なバリア 

 現在 NFA は近年伐採された植林地の再植林のみの活動

を行っていて、長期に渡って荒廃した場所での活動ができ

るキャパシティーになり 
 慣習によるバリア 

 このプロジェクトは地域で初の試みである 
 地域の生態学的条件によるバリア 

 人為的な火災によって草地化し、土壌も劣化しているので

森林への更新は起こらない。 
 社会条件によるバリア 

 地域住民には植林を行う資金も技術もない。 
 マーケットからも遠いので、投資が行われることもない 

リーケッジ 周辺住民の放牧の移動によるリーケッジを計算。但し、方法論上無

視できる量。 
環境影響 現在人為的な理由から荒廃した草原を森林化することから、地域に

は好影響を与える。指定された環境影響評価を実施し、問題はない

ことを確認済み。 
社会経済影響 植林事業を行うことで、地域の雇用を創成する。 

周辺住民の不法な侵入、耕作、火災などから森林保護区を守ること

になる。 
一部で周辺住民の植林活動を許可することで、住民の生活向上に

つながる。また、参加していない住民も植林を開始している。国有林

の新たな森林管理方法のモデルプロジェクトにもなる。 
参加住民組織には、改良苗を無料配布、植林技術の提供を行う。ま

た彼らが植栽した樹木からの収入とそのカーボンからの収入はすべ

て彼らが手にする 
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写真（左：プロジェクトエリアの様子 右：中央の土の部分に苗が植えられている） 

 
写真（左：NFA の苗畑 右：プロジェクトに参加する住民グループ） 

 
写真（左：プロジェクト周辺の農家 右：放牧の様子） 
 

（ii） 可能性のある A/R CDM プロジェクト（通常規模プロジェクト） 

ウガンダの産業植林 

ウガンダでは過去 30 年間で植林はほとんど行われてこなかった。1960 から 1970 年前半に造成された植

林地 15,000ha が過去１０年で伐採され、現在は 2,000ha 程度の成熟した植林地が残存している。2025 年ま

でにウガンダの用材需要は植林地 70,000ha と推定されており、深刻な用材不足が起こることが予想される。

一方で、ウガンダは樹木の成長に非常に適した条件がそろっており、適切な管理を行えば、世界中でも高い

レベルの成長量を達成することが可能であり、投資に対して確実なリターンを提供することが可能と考えられ

ている。 
このような状況から、EU の援助で製材生産助成スキーム(Sawlog Production Grant Scheme; SPGS) がプラ

イベートセクターによる用材生産の振興を目的とするプログラムとして 2003 年から開始され、３年間で企業
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ベース、小規模コミュニティーベースを含め 5,000ha の産業植林地の造成を達成した。 
SPGS は財政面と技術面のサポートを提供している。財政面では、ヘクタールあたり約 330$US の補助金を、

植栽から１－２年後に前渡しではなく、支給している。この補助金を得るには、SPGS が指定する厳しい基準

（樹種、推奨される改良された種・苗の使用、80%以上の生残率、適切な管理など）を満たす必要がある。技

術面では、フィールドでのワークショップの開催、トレーニングコースの提供、ガイドラインやニュースレターの

作成・配布による情報提供などが行われている。入手したガイドラインやニュースレターは非常に充実した内

容であった。ウガンダではそれまで林業は政府の行う事業という認識であったが、SPGS の活動によって産業

植林が企業だけでなく小規模農家の参加を得た。林業局（National Forest Authority）が荒廃した森林保護

地域を企業に長期リースを開始したことも産業植林の拡大を助けている。また、林業の振興は、企業や実業

家に利益をもたらすだけでなく、農村部での雇用創出を通じた貧困緩和にも貢献することが、実感されてい

る。現在 SPGS は第二期(2006-2008)に入っていて、さらに 5,000ha の植林地の造成を達成する予定である。 
SPGS は現在、カーボンスキーム（AR CDM だけでなく、ボランタリーマーケットなども対象とした活動）をプ

ログラムの一部として採用することが可能かどうかを検討中である。この SPGS のスキームを 近 A/R CDM
でも適用されることが決定した Project of Activities (PoA)として登録し、グラントを得たプロジェクトを随時追

加登録することも可能かもしれないことを議論した。この場合の問題点は、同一の方法論を使用しなければ

ならない点である。SPGS のスキームは、大規模な産業植林地も小規模な住民の植林プロジェクトも含まれ、

対象地域もウガンダ全国にをカバーしている。ベースラインやリーケッジに関連する状況は、各プロジェクト固

有となる可能性が高い。 
 
Nile Plywood 社植林予定地 

Nile Plywood 社はウガンダのジンジャに拠点を置き、ウガンダの合板マーケットの７０％を占めている、イン

ド人が経営する企業である（ウガンダの人口の約 20%はインド系である）。現在 Nile Plywood 社はほとんどの

原料を 600 km 以上離れた西ナイル地域（スーダン・コンゴとの国境付近）から輸送しており、また、ほとんど

の製品をケニアに輸出している。現在は工場のキャパシティーの約４０％で操業しており、毎年 30,000m3 の

材を消費している。100%のキャパシティーで操業すれば 75,000m3 の材が必要となる。原料をより至近で調

達することと、将来の東アフリカ地域での木材の不足を考慮して、現在はウガンダ国内で産業植林を展開し

ようとしている。すでに約 1,200ha の植林地（Pine, Eucalyptus, Terminalia）がウガンダ国内に存在する。Nile 
Plywood 社は工場で 600 人、木材生産に 200 人の地元の雇用を創出しており、地域の開発に貢献している。 
今回の調査では、Nile Plywood 社が 2008 年から植林を開始しようとしているカリビアマツの植林用地を訪問

した。同社では、この植林地を AR CDM プロジェクトとして開発することを現在検討している。 
ウガンダ北東部のカラモジャ地方を拠点とする家畜をつれて移動しながら原始的な生活している部族（カラ

モジャン）が通過するエリアとなっている。彼らは勝手に放牧を行うだけでなく家畜を盗んだりもするので、土

地所有者やそこで生活・耕作する農民との争いが起こる。一方、カラモジャは家畜を守るために武装しており、

その武装解除を武力ではかろうとしているウガンダ政府と対立している状況にあるので、社会的な問題が懸

念される。 
ベースライン植生は比較的一様な粗な潅木（乾燥耐性のあるアカシアやサボテンの類）が混じった草地で

あり、A/R CDM プロジェクトのポテンシャルは高いと考えられた。しかしながら、通常規模のプロジェクトとなり、

既存の承認方法論で対応可能かどうか、詳細な検討が必要になるだろう。承認方法論の多くはアフリカの状

況を考慮して開発されていないということは、大きな問題点である。 
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表６ Nile Plywood 社植林予定地概要 
場所 Sironko 

ウガンダ東部、ケニア国境付近の民有地 
ケニアからつながるサバンナで比較的乾燥した地域だが、近くに川があり、湿地が

隣接する。地下水は比較的容易にアクセスできる 
エルゴン山（標高 4300m）のふもと 

面積 合計 4,000 ha 
植栽樹種 カリビアマツ、製材用に約２０年ローテーション 

ユーカリグランディス（試験的に） 
ベースライン植生 非常に疎な潅木地（森林の定義は大きく下回る） 
想定されるリーケッジ 周辺住民の放牧 

放牧民族の季節的な通過 
 

 
写真 （左：プロジェクトサイト、棘のあるアカシア、サボテンの一種などが生える 右：地ごしらえ後のサイト） 

 
写真（左：プロジェクトエリアでの放牧 右：近隣住民の家） 

 
Global Wood 社植林地 

Global Wood 社はドイツの民間企業で、ウガンダの他パラグアイでも植林事業を実施している。ウガンダ西

部の Kiboga にある Kikonda 森林保護区内の土地 12,000 ha でウガンダ政府との長期リース契約を結び、

2002 年より植林を実施してきた。この土地は森林保護区と呼ばれているものの、実際は周辺住民の活動に

より劣化し、潅木地や草地となっている。事業開始当初は電気もない地域であったが、そこにステーションを

作り、現在は南アフリカ出身の若いマネージャーと地元住民を雇用して運営している。 
主にカリビアマツとユーカリグランディスが植栽されてきたが、成長は非常によい。また強度樹種で製材に

適しているマエソプシス（Maesopsis eminii）も試験的に植栽している。この樹種の成長も良好で、将来的に商

業化できるよう、苗の生産に取り組もうとしている。 
エネルギー作物として注目されている Jatropha（ナンヨウアブラギリ）も試験的に植栽されていた。90％の人
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口

フ

クトを A/R CDM プロジェクト化しようと試みたことがあった。しかしな

が

７ Global Wood 社植林地概要 

がエネルギー源を薪炭材に依存しているウガンダにとっては非常に興味深いエネルギー源であり、

Jatropha の植栽と発電プロジェクトは提案されているものの予算がなく実現化していない。このプロジェクトで

は、農民レベルでの植栽方法を確立し普及させることと将来の苗の供給を目的に試験的に栽培したが、病

虫害が発生し成長が著しく阻害されていた。現在、病虫害の同定などを行っている。また、Jatropha は家畜

が好まないことから、植林地の周りに植栽し、エネルギー供給と植林地を家畜の被害から守るための ェンス

として利用しようというアイディアもある。 
Global Wood 社はかつて、このプロジェ

ら、この地域のベースライン植生は森林ではないものの非常に複雑であり、さらに地域の住民の活動も不

法であるが多く行われていて、断念した。A/R CDM 以外のカーボンマーケットへの参入を模索中である。 
 
表

場所 Kiboga（ウガンダ西部コンゴ国境近く） 
ス） Kikonda 森林保護区（国有地を長期リー

面積 
植林を開始 

る計画 

合計 12,000 ha 
2002 年よりすでに

2020 年までに 8,000 ha を植林す

植栽樹種 に約２０年ローテーション カリビアマツ、ユーカリグランディスを製材用

マエソプシス（Maesopsis eminii）を試験的に植栽 
ナンヨウアブラギリも試験植栽 

ベースライン植生 林 
森林は薪炭収集で荒廃している。地元民が不

森林の定義以下の荒廃した潅木

国有の森林保護地区であるものの、

法に居住、放牧、耕作などを行っているので、ベースライン植生は非常に複雑 

 
想定されるリーケッジ 周辺住民の居住、放牧、薪炭材の収集、耕作 

 
写真 （左：植林地全容（近くの丘から）、右：ベースライン植生の様子 粗な潅木地） 
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写真（左：郷土樹種マエソプシス４年生、右：カリビアマツ５年生） 

 
写真（左：苗畑、右：植林地と道路沿いの民家） 
 

（iii） まとめ 

ウガンダをはじめ、東アフリカ地域は A/R CDM プロジェクトだけでなく炭素市場を意識した植林プロジェク

ト開発がすでに行われており、アフリカでも先進的な地域であるといえる。今回ウガンダで調査したプロジェク

トは小規模プロジェクトであっても用材生産を目的とした産業植林的なプロジェクトであるが、国全体の消費

エネルギーのうち９割が薪炭由来であり、森林の消失・劣化が深刻であることを考慮すると、農村部における

住民コミュニティーを主体とした薪炭生産のための植林は重要であり、プロジェクト開発の必要性があると考

えられる。 
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V． CDM 植林プロジェクト設計・投資シミュレーションプログラム開発 

（財）国際緑化推進センター 
（社）海外産業植林センター 

 

１．

２．

プログラム開発の目的 

 A/R CDM の実施を検討している植林事業者等がプロジェクトの設計・投資分析に用いることができるよう、

簡便なシミュレーションプログラムを開発する。特に、PDD 作成時に必要となるデータがこのプログラムを使う

ことで簡易に出力されることを目的とする。 
 

これまでの経緯 

1） 平成 16 年度版 

 

平成 16 年度 CDM 植林技術指針調査事業 
（財）国際緑化推進センター、（社）海外産業植林センター 

「Sink-CDM 投資モデルによる事業性評価」（MS-EXCEL シート） 

 
＜平成 16 年度版の内容＞ 

ベトナム国、樹種はアカシア・ハイブリッドで区画輪伐法モデル。tCER、lCER の選択とクレジット価格が

プロジェクトの収益性に及ぼす影響を内部収益率（IRR）や単年度黒字転換年度、累損解消年度等の指

標を用いて評価。 
＜問題点＞ 

新たなケースについては、必要な値を年次ごとに EXCEL シートに入力する必要があるため、計画の変

更が困難。 
 
 

2） 平成 17 年度版 

平成 17 年度森林吸収源計測・活用体制整備強化事業調査(2)CDM 植林基礎データ整備

（独）森林総合研究所 
（（財）国際緑化推進センター、（社）海外産業植林センター） 

「CDM 植林の投資シュミレーションプログラム」（MS-ACCESS）  
 
 
 
＜平成 17 年度版の内容＞ 

法正林区画輪伐法モデル。前提条件を入力すれば、プログラム内部で吸収量を自動的に算定した上で、

収支計算を行い、結果を出力。樹種については、熱帯林に関する収穫表のデータベースを内蔵しているの

で、適当な収穫表を選択することが可。 
プログラム内部にユーザーが入力したプロジェクト計画、諸条件を保存。 

それを基にして、一部を修正して再計算できる。 
＜問題点＞ 

① 前提条件の設定と結果出力までの間、内部計算がブラック・ボックスになっており、計算結

果の検証が困難。 
② 感度分析の計算に時間がかかりすぎる。 
③ 植林計画が、保続収穫を目的とした法正林・区画輪伐法を想定してプログラムされている。

したがって、植栽は 1、2 年目だけで、その後は伐期まで植えずに保育という事業計画、も
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しくは伐採なしの環境植林に対応できない。 
 

３．平成 19 年度に開発したプログラムの内容と操作概要 

(１) 問題点の改善方針 

① 計算結果の検証ができるように途中の計算過程も出力する。 
② プログラムの軽量化を実現するため感度分析機能は削除する。感度分析は、ユーザー自らが、前

提条件を変更することで実施する。様々な前提条件を保存することを可能とする。 
③ 植栽は 1、2 年目だけで、その後は伐期まで植えずに保育という事業計画、ならびに伐採なしの環

境植林に対応できるようにする。 
④ 専門化でない人も操作しやすいように、ユーザーフレンドリーな操作画面に改良する。 

 
上記に加えて、PDD 作成時に必要となる下記データを出力できるようにする。 
（平成 17 年度版で既に出力できるものもあるが、使いやすいよう整理する。） 
• ベースライン・シナリオにおける炭素蓄積量（5 つの炭素プールごと＆全体）（経年変化）（tC） 
• プロジェクト・シナリオにおける炭素蓄積量（5 つの炭素プールごと＆全体）（経年変化）（tC） 
• プロジェクト排出量（tCO2e・yr-1） 
• ベースライン純吸収量（tCO2e・yr-1） 
• 現実純吸収量（tCO2e・yr-1） 
• リーケージ（tCO2e・yr-1） 
• 純人為的吸収量（tCO2-e・yr-1） 
• tCER 発行量（5 年毎（tCO2e））or lCER 発行量（5 年毎（tCO2e）） 

 

(２) 平成 17 年度版との相違点 

上記改善方針に伴い、平成 17 年度版との主な相違点は、下記表の通りである。 
 
表Ⅳ－1．平成 19 年度に開発したプログラムと平成 17 年度版との主な相違点 

  平成 17 年度版 今回 

1 植林事業期間≦クレジット期間 クレジット期間≦植林事業期間 

2 クレジット期間中に全ての区画の

主伐が終了することを前提 

クレジット期間≦主伐期という設定が可能 

「クレジット期間中は伐採しない」という設定が可能 

3 輪伐期年数＝区画数、法正林とな

る区画輪伐法14を採用 

輪伐期年数≧区画数、法正林ではないが、伐期に達した区

画ごとに順次伐採収穫する方法を採用 

4 炭素プールは、地上部と地下部の

み選択（幹材蓄積量からパラメー

ターを用いて自動計算） 

炭素プールは、地上部と地下部（幹材蓄積量からパラメー

ターを用いて自動計算）に加えて、枯死材、リター、土壌有

機物についても選択可（ただし、ユーザーがクレジット期間

における炭素蓄積量の経年変化を手計算して直接入力） 

5 指定されたプロジェクト排出につ

いて、算定条件を入力すれば自

動計算 

 

プロジェクト排出は、①有意な排出なし、②項目ごとに見積

（ユーザーが手計算して、クレジット期間における各年の値

を直接入力）のうちから選択可 

                                                        
14 森林の全面積を輪伐期年数または回帰年数と等しい数の伐区に分け，年々の伐採箇所を予定して毎年

その１伐区を伐採収穫する方法 
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6 リーケージ入力機能なし リーケージは、①有意なリーケージなし、②現実純吸収量

の 15%（小規模 CDM 植林の方法論を採用可）または、③項

目ごとに見積もり（ユーザーがクレジット期間における各年の

値を手計算して直接入力）のうちから選択 

7 木材価格は、初期値と変動率を入

力可 

木材価格は一定と仮定 

8 クレジット価格は、初期値と変動率

を入力可 

クレジット価格は一定と仮定 

9 リスク割引率設定可 

 

リスク割引率設定不可 

10 幹材蓄積量、CO2 吸収量等は、内

部計算した結果、各年の総量を表

示 

幹材蓄積量、炭素蓄積量については、区画ごとにクレジット

期間における各年の値を表示（途中計算結果を表示） 

11 財務指標として、クレジット期間に

おけるプロジェクト内部収益率（プ

ロジェクト IRR）の計算結果を表示 

 

財務指標として、クレジット期間と植林事業期間の両方につ

いて、プロジェクト内部収益率（プロジェクト IRR）と自己資本

内部収益率（エクイティ IRR）それぞれの計算結果を表示 

12 感度分析機能あり 感度分析機能なし 

13 

設定した前提条件の保存方法は、

アプリケーションソフト自体を名前

をつけて保存 

前提条件の設定は、「植林事業前提条件」、「CDM 植林プロ

ジェクト前提条件」という 2 つの EXCEL ファイルに保存。

様々な前提条件ファイルを、「名前を付けて保存」することが

可能。 

それらの前提条件ファイルを、アプリケーションプログラムで

読み込むことにより、それらの前提条件を基にした計算結果

が出力される。 

 

(３) プログラムの概要 

プログラムの開発に当たっては、委員会においてアドバイスを頂くとともに、（独）森林総合研究所関西支

所の岡裕康委員、ならびに三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング（株）の竹田雅浩委員にご指導を頂い

た。 
 

1） プログラム構造 

今年度開発したプログラムの構造は下記の通りである。 
 初に、ユーザーは「植林事業前提条件ファイル」、「CDM 植林プロジェクト前提条件ファイル」において

前提条件を入力する。これらの前提条件を基に、設計・投資シミュレーション・アプリケーションプログラム内

部で計算が実施され、結果出力 Excel ファイルが指定の場所に出力される（図 IV-1）。 
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植林事業 

前提条件 

Excel ファイル 

計算結果出力

Excel ファイル

設計・投資 

シミュレーション

アプリケーション

 プログラム CDM 植林プロジェクト 

前提条件  
 

Excel ファイル  
 
図Ⅳ－1．プログラムの構造 

対応 OS：WINDOWS XP SP2 以降  
対応アプリケーション：Excel2003 以降 

 

2） 前提条件の入力項目 

前提条件として入力する項目は下記の通りである。 
 
「植林事業前提条件」Excel ファイル 

1.1. 植林事業概要 
• 事業のタイトル 
• 実施国 
• 事業開始年 

1.2. 植林樹種・収穫表の決定 
1.3. 植林事業計画 

• 総面積（ha）…① 
• 区画数…② 
• 一区画の面積（ha）（自動計算：①÷②） 
• 輪伐期（年）…③ 
• 改植回数…④ 
• 事業期間（年）（自動計算：②＋③×(1＋④)） 

1.4. 植林財務・一般 
• 自己資本金（USD） 
• 借入利子率（%） 
• %） 法人所得税率（

1.5. 植林財務・支出 
• USD） 事前調査費用（

• 土地代金（USD／ha） 
／ ）• 植林費用（USD ha  

 61



 

• 伐採搬出・輸送費用（USD／m3） 
却 

1.7. 植林

• 木材価格（単価）（USD／m3） 

「CD 」Excel ファイル 
2.1. CDM

ー、土壌有機物） 

2.3. CDM tC／ha） 
） 

 
率（tC／ｔ乾重量） 

tC） 
2.4. CDM

 
（施肥、化石燃料、バイオマス消失、バイオマス燃焼、脱窒、腸内発酵、糞

2.5. CDM

純吸収量の 15% 
見積（化石燃料、腸内発酵、糞尿処理、活動移転、世帯移転、炭素蓄積量減

2.6. CDM
にかかる費用（USD） 

録料（USD） 

min：管理費用）（USD） 
益に対するホスト国政府からの課徴金（%） 

2.7.  CDM
の適応費用支援に充てる分担分（SOP-Adaptation：適応

費用）（USD） 
• クレジット売却単価（USD/CER） 

1.「植林事業前提条件ファイル」を開き、前提条件を入力して保存する。 

1.6. 植林財務・減価償

財務・収入 
• 収穫材歩留まり（%） 

 
M 植林プロジェクト前提条件

プロジェクト概要 
• プロジェクト参加者 
• 非永続性への対処 
• クレジット期間（年） 
• クレジット初回発行年（年目） 
• 炭素プールの選択（地上部、地下部、枯死木、リタ

2.2. CDM ベースライン・シナリオ炭素蓄積量（B(t)、tC／ha） 
プロジェクト・シナリオ炭素蓄積量（N(t)、

• バイオマス拡大係数（BEF、無次元

• 材積密度（WD、t 乾重量／m3） 
• 地下部／地上部率（R、t 乾重量／t 乾重量）

• 生存バイオマス炭素含有

• 枯死材炭素蓄積量（tC）  
• tC） リター炭素蓄積量（

• 土壌有機物炭素蓄積量（

プロジェクト排出量 
• 有意なリーケージなし

• 項目ごとに見積

尿処理） 
リーケージ（Lt） 

• 有意なリーケージなし 
• 現実

• 項目ごとに

少） 
財務・支出 

• 方法論の作成・提案・承認

• PDD 作成にかかる費用（USD） 
• 有効化審査費用（USD） 
• CDM 理事会へのプロジェクト登

• モニタリング費用（USD／毎回） 
• 検証・認証費用（USD／毎回） 
• CDM 制度の運用経費に充てる徴収分（SOP-Ad
• CER 売却収

• テンポラリー・クレジット補填費用（USD） 
財務・収入 

• 気候変動に対して脆弱な途上国

 

(４) 操作手順の概要 
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図Ⅳ－2．植林事業前提条件入力ファイル（MS-Excel） 

 
2. 「CDM 植林プロジェクト前提条件ファイル」を開き、「植林事業前提条件ファイル」を読み込んだ上で、前

提条件を入力して保存する。 

 
図Ⅳ－3．CDM 植林プロジェクト前提条件ファイル（MS-Excel） 

 
3.「植林投資シミュレーション・アプリケーションソフト」を開き、上記(1)、(2)において保存された Excel ファイル

を指定し、ファイルを読み込み、「計算する」のボタンをクリックする。 
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図Ⅳ－4．設計・投資シミュレーション・アプリケーションソフト初期画面 

 
4.内部収益率が計算され、別の画面が表示される。 

 
図Ⅳ－5．設計・投資シミュレーション・アプリケーションソフト計算終了画面 

 
* 計算できない場合のエラーやステータス等もこちらの画面内で表記される。 
* 「再計算を行う」をクリックすると(3)に戻る。 
 
5.「結果 Excel ファイルを開く」をクリックすると、指定された場所にシミュレーションの計算結果が Excel ファイ

ルとして出力される。 
 

＜出力される Excel ファイル中のシートは下記の通り＞ 
• ベースライン・シナリオにおける総炭素蓄積量 
• 植林事業計画 
• プロジェクト・シナリオにおける幹材蓄積量 
• プロジェクト・シナリオにおける総炭素蓄積量 

・プロジェクト・シナリオにおける地上部炭素蓄積量 
・プロジェクト・シナリオにおける地下部炭素蓄積量 

• 年間純人為的吸収量 
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 植林財務・収入 
 植林財務・支出 
 減価償却実質支出 
 減価償却計上費 
 CDM 財務・収入 
 CDM 財務・支出 
 収支差額表 
 資金調達・返済計画 
 損益計算書 
 内部収益率 

 

 
図Ⅳ－6．出力シート例：植林事業計画 

 

４．その他に参考となる既存の CDM 植林プロジェクト設計・投資分析用ツール 

1） World Bank Carbon Finance Unit 

－LULUCF Sequestration Input（EXCEL） 
前提条件を入力すれば、プロジェクト期間における炭素蓄積量を自動計算。ただし、伐採には

対応していない。 
－PIN Financial Analysis for LULUCF Projects（EXCEL） 

前提条件を入力すれば、自動的に損益計算書が作成される。ただし、年次毎に必要な値を直

接入力する必要がある。 
 

2） CASFOR-II: Modelling Carbon Sequestration in Forested Landscapes 

   －CO2FIX-V3（アプリケーションソフト） 
プロジェクト実施による炭素ストック・フローの計算が中心。間伐にも対応。簡単な財務分析も可
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能。ただし、入力項目が多い。 

3） TARAM by Lucio Pedroni (CATIE & World Bank) and Pablo Rodriges Noriega (CATIE) 

－（EXCEL） 
A/R 承認方法論を適用して、プロジェクトを設計し、純人為的吸収量を算出。財務計算にも対応。

ただし、入力項目が多い。 

4） 住友林業（株）CDM・JI 事業調査（EXCEL） 

事例に基づいて計算されているので実践的。ただし、新たなケースについては、必要な値を年

次ごとに EXCEL シートに入力する必要があるため、計画の変更が困難。 
 

5） JICA 炭素固定森林経営現地実証調査プロジェクト（EXCEL） 

インドネシアにおける 4 つの代表的な植林プロジェクトのモデルケースに基づいて計算されてい

るので実践的。地域住民への CER 分配も考慮している。ただし、（４）と同じ問題を抱える。 
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