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第１章 はじめに
１．本事業の背景・目的
近年、国際的な課題となっている気候変動の緩和策として、温室効果ガス（特に二酸化炭素、
以下 CO2 と記す）の排出削減のみならず森林による CO2 の吸収機能が注目を集めている。日
本製紙連合会では、環境自主行動計画（1997 年）
、低炭素社会実行計画（2010 年）を策定し、
低炭素社会の実現に向けて取り組んでいる。この中で、温室効果ガスの削減目標とともに、森
林吸収源の造成目標を提示し、
「2020 年度までに製紙業界が所有又は管理する国内外の植林地
の面積を、1990 年度比で 52.5 万 ha 増の 80 万 ha とする」ことを目標にしている。
2009 年末現在、本邦製紙企業が、海外で展開する産業植林は、8 ヶ国 34 プロジェクトで 50
万 5 千 ha に達している。これらは、木材資源の安定供給のみならず、生物多様性の維持や水
資源の涵養、地域経済の発展、そして気候変動の緩和策として、CO2 の吸収源機能としても大
きな役割を果たしている。しかしながら、現状ではそれらの民間企業による海外植林地の CO2
吸収量を定量的に評価認証する仕組みは存在しない。
海外植林プロジェクトの CO2 吸収量を評価認証する制度としては、国連気候変動枠組条約・
京都議定書の CDM1／JI2やボランタリーな VCS3等がある。しかしながら、それらはカーボン・
オフセット・クレジットとして取り扱われるため様々な適格性要件が課せられており対象とな
る植林地が限られている。また、日本国内では、地方自治体独自の CO2 吸収量認証制度や環境
省のオフセット・クレジット（J-VER）制度などが創設されているが、それらは国内の森林の
みを対象としたものである。
そこで本事業では、民間企業等が推進している海外植林が果たしている CO2 吸収の役割を正
当に評価するとともに、企業の CSR 活動やボランタリーなカーボンマーケットにおいても活用
するためにも、海外植林地の CO2 吸収量ならびに炭素蓄積量（以下 C 蓄積量と記す）を評価・
認証する仕組みを構築することを目的としている。それにより、適切かつ持続的に炭素管理が
なされた森林の重要性が認識され、そのような森林経営の拡大・促進に寄与することを目的と
している。
２．これまでの経緯
本事業は、平成 21 年度からスタートし、海外植林地の CO2 吸収・C 蓄積量を積極的に評価
する方策として、CO2 吸収量のオフセット・クレジット化を念頭に入れたシステム構築へ向け
ての検討が行われてきた。平成 21 年度は、有識者による検討委員会を年 3 回開催し、海外植林
を実施する民間企業等へのアンケート等を通して、CO2 吸収量・C 蓄積量認証システムのスタ
ンダード（案）
（あり方について）を作成した。その基本方針として以下を掲げた。

1
2
3

Clean Development Mechanism、京都議定書の柔軟性メカニズムの一つ、途上国にて実施
Joint Implementation、京都議定書の柔軟性メカニズムの一つ、先進国にて実施
Voluntary Carbon Standard、ボランタリーなカーボン・オフセットの標準的な仕組み
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評価認証の対象プロジェクト

• 日本製紙連合会や海外産業植林センターの会員企業だけではなく、一般の民間企業や
NGO 等が実施する海外植林プロジェクトも対象とする。

• プロジェクトの実施場所や開始時期を限定しない。


検証認定の対象

• CO2 吸収量の認証のみでは、それが減少した場合に適切かつ持続的に C 蓄積量を維持・
管理している実態が分かりづらいので、CO2 吸収量と C 蓄積量の両者を併せて認証す
る。



信頼性の確保

• 明確なシステム設計とし、透明性を確保することにより、民間企業等が海外植林地の
CO2 吸収量や C 炭素蓄積量を外部に開示する場合や、CSR 活動へ使用する際の信頼性
を高める。



参加障壁の低減

• CO2 吸収量や C 蓄積量の算定にかかる労力・コストを低減するために、民間企業等で
一般的に行われている森林管理の延長で対応可能な算定方法とする。

• 検証コスト等の認証の手続きにかかるコストを低廉なものとする。


オフセット・クレジット化

• オフセット・クレジット化については、運営組織面、検証コスト面、追加性、永続性や
リーケージ等の課題が残されているため、今後、検討する。
また、上述の基本方針に沿って、算定報告ガイドライン（案）や検証ガイドライン（案）を
作成した。
３．今年度の方向性（２本柱での検討）
上述の CO2 吸収量・C 量認証システムのスタンダード（案）に示された方向性に沿って、平
成 22 年度は、２本柱での検討を進めた。
まず一つ目の柱として、Ⅰ．海外植林地における C 蓄積量と CO2 吸収量を定量的に評価認
証するシステムの構築である。次に、二つ目の柱として、Ⅱ．CO2 吸収量のオフセット・クレ
ジット化についてである。
２つの柱に分けた理由としては、適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林の重要性が広く
一般に認識され、そのような森林経営の拡大・促進に寄与するために、Ⅰ．の C 蓄積量・CO2
吸収量の定量的な評価認証システムを創設することを最優先目標としたためである。
Ⅱ．CO2 吸収量のオフセット・クレジット化については、Ⅰ．と同時並行で検討を進めるこ
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ととした。認証された CO2 吸収量クレジットが、温室効果ガス排出量とオフセット（相殺）で
きるシステムを構築するためには、上述の通り、運営組織面、検証コスト面、追加性、永続性
やリーケージ等の課題が残されている。また、最近注目を集めている、森林減少・劣化の抑制
等による温室効果ガス排出量の削減等（REDD-plus）や二国間クレジットの進展動向を見極め
つつ、それらの制度と本事業の森林カーボン・オフセット・クレジットとの親和性を図ってい
く必要性もある。したがって、Ⅱ．CO2 吸収量のオフセット・クレジット化については、それ
相当の時間がかかることが予想されたので、今年度事業では、それらを解決するために相当の
時間をかけて進めることとした。
認証された CO2 吸収量の取扱いについて、Ⅰ．定量的な評価認証のみの場合とⅡ．オフセッ
ト・クレジット化した場合について、想定される使途、ならびにそれらに対応する現行で使用
可能なカーボン・クレジットの一覧を表 1-1 に示す。
表 1-1. 評価認証される CO2 吸収量の使途
CO2 吸収量の

使

途

現行のクレジット

取扱い
Ⅰ．定量的な

CSR 報告書への記載

評価認証のみ

経団連／製紙連合会の低炭素社会実行計画に

VCS

J-VER

CDM/JI

○

○

○

(○)

(○)

(○)

おける吸収源造成目標の達成
Ⅱ．オフセッ

ボランタリーなカーボン・オフセット

○

○

○

ト・クレジッ

経団連／製紙連合会の低炭素社会実行計画に

×

△

○

ト化した場合

おける排出量削減目標の達成
×

△

○

×

×

○

日本国地球温暖化対策推進法における温室効
果ガス算定・報告・公表制度
国連気候変動枠組条約・京都議定書の排出量
削減目標の達成

○：使用可、(○)：使用可だが算定方法論に一部違いがある、△：吸収量クレジットは別途併記、
×：使用不可
本報告書では、Ⅰ．の C 蓄積量・CO2 吸収量の定量的な評価認証システムの構築については、
第２章、第３章、第４章および第５章にて後述する。また、Ⅱ．の CO2 吸収量のオフセット・
クレジット化については、第６章にて後述する。
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第２章 海外植林地における炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量評価認証システムの構築
１．評価認証システムの目的
前述の通り、適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林の重要性が広く一般に認識され、そ
のような森林経営の拡大・促進に寄与することを目的として、平成 22 年度は、海外植林による
C 蓄積量・CO2 吸収量の定量的な評価認証システムを構築した。
現在、製紙業界では、関係企業各社が海外植林地の CO2 吸収量をそれぞれの方法で算定し、
CSR 報告書へ記載、および製紙連合会へ報告している。それらの報告値の信頼度（透明性、正
確性、一貫性、完全性）の向上のため、また、各社の報告値の比較可能性の向上のためにも、
評価認証システムの構築を通して、CO2 吸収量の算定方法を業界基準として定める必要性があ
る。
２．評価認証システムの特徴
本評価認証システムの構築にあたっては、CDM 植林のように、あまりにも厳格で対象を限
定し過ぎると広く普及しないため、できる限り対象範囲を広くし、簡易・低廉かつ信頼性が担
保された評価認証システムとした。
また、本評価認証システムは定量的な評価認証のみであり、温室効果ガス排出量とオフセッ
トできるクレジットとして認証するわけではない。したがって、前述の通り、その使途は CSR
報告書への記載および経団連／製紙連合会の低炭素社会実行計画への報告に限られることから
申請する各社へのインセンティブは少ない。
今後この定量的な評価認証システムが広く普及するためには、認証システム自体のハードル
を出来る限り低くする必要がある。そこで、普及へ向けてのハードルとなる課題に対して以下
の対応策を取ることとした。
（１）広い対象範囲
全ての海外植林地を対象とする。ただし、当該植林活動により周辺の自然環境や社会経済状
況、特に地域住民へ顕著な悪影響がないことを条件とする。
（２）認証手続きが簡易
評価認証システムの運営主体として、新たな組織を立ち上げず、既存の海外産業植林センタ
ー（JOPP）を運営主体とする。また、プロジェクトの適格性審査と C 蓄積量と CO2 吸収量の
量的な審査を同時に行うこととする。
なお、オフセット・クレジット化する場合には、申請者と利害関係のない組織が運営主体に
なる必要がある。また、プロジェクトの有効化審査を経て、CO2 吸収量のモニタリング結果の
検証が別途必要となる。これらの認証手続きについて、オフセット・クレジット化する場合と
の比較を図 1-1 に示す。
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（３）取得費用が廉価
本評価認証システムはオフセット・クレジットを目的にするものではない。したがって、検
証にかかるコストの削減のため、第三者機関による現地審査・現地検証は不要とする。その代
わりに、運営主体である JOPP が申請者からの申請書類を机上で確認し、チェックリストを作
成した上で、有識者で構成される審査運営委員会に提出して机上審査を行い、適正と認められ
れば承認するシステムとする。

CO2 吸収量について
オフセット・クレジット化する場合

CO2 吸収量について
定量的な評価認証システム

認証センター、認証運営委員会：
適格性基準の決定、公募

運営主体
海外産業植林センター（JOPP）
、
審査運営委員会：
適格性基準の決定、公募

民間企業等：有効化申請

第三者機関：有効化審査
バリデーション

認証運営員会：審査、承認
認証センター：登録

民間企業等：
申請書、プロジェクト概要書、
吸収・蓄積量算定報告書の提出

民間企業等：モニタリング
吸収・蓄積量及びクレジット量
算定報告書の提出
JOPP：
申請書類の受・確認、
チェックリストの作成

第三者機関：検証
ベリフィケーション

認証運営委員会：
吸収・蓄積量及びクレジット量
の審査、承認

審査運営委員会：
プロジェクトの適格性審査、
C 蓄積量・CO2 吸収量の審査、承認

認証センター：
クレジットの発行・登録・管理

JOPP：
吸収・蓄積量の登録、認証書発行

図 1-1. 認証手続きについて、CO2 吸収量をオフセット・クレジット化する場合（左）と定量的
な評価認証システム（右）との比較
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（４）持続的な森林経営による C 蓄積量維持に関する評価
これまで、気候変動の緩和策としての森林の役割は、大気中から、温室効果ガスである CO2
を吸収すること（GHG removal by sink）に焦点が当てられ、CO2 吸収量が評価されていた。
たしかに、海外植林事業の開始当初には、植林地面積の増加ならびに植林木の成長に伴い CO2
吸収量も増大する。
しかしながら、成熟した海外植林地では、一定の植林地面積のなかで、収穫のための伐採と
その後の再植栽が繰り返される。すなわち、毎年の成長量に見合う分の立木を伐採、植林する
ことで、 持続な森林経営が達成される。この理想的な状態を林学用語では法正林と呼ぶ。この
法正林状態では、C 蓄積量はあるレベルで維持されるが、成長量（CO2 吸収量）と伐採量（CO2
排出量）が均衡するので、森林全体としての CO2 吸収量はゼロとなる。なお、法正林は理想的
な状態なので、実際の植林地経営にあたっては、ある年は成長量が伐採量を上回り、一方で伐
採量が成長量を上回る年もある。すなわち、森林全体としての CO2 吸収量はプラスになる年も
あれば、マイナスに振れて全体として排出となる年もある。そこで、本評価認証システムでは、
CO2 吸収量の評価認証に加えて、C 蓄積量も評価認証の対象としている。
これは、近年注目を集めている REDD-plus と同様に、C 蓄積量を維持することで温室効果
ガスの排出が抑制されることに着目した考え方である。
（５）算定方法が簡易ならびに算定のためのデータ収集、調査が簡易
本評価認証システムの C 蓄積量の算定方法として、CDM 植林や VCS 等のモニタリングで採
用されている、下記①の統計学的に設計されたサンプリング調査を利用する方法を採用した。
また、CDM 植林や VCS 等の計画段階での事前評価および J-VER で採用されている、下記②
の公的機関等が作成した収穫予想表／成長曲線を利用する方法も採用した。それらに加えて、
製紙各企業が産業植林地において、収穫予測に一般的に使用している下記の算定方法も採用し
た。
①統計学的に設計されたサンプリング調査を利用する方法
②公的機関等が作成した収穫予想表／成長曲線を利用する方法
③プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を作成して利用する方法
④年平均幹材積成長量（MAI）を利用する方法
なお、これらの C 蓄積量の算定方法の詳細については、６．C 蓄積量の算定方法において後
述する。
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３．評価認証システムの概要

社団法人海外産業植林センター（JOPP）
海外植林地における炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量評価認証システムの概要
１

目的
本システムは、海外の植林地における炭素（C）蓄積量および二酸化炭素（CO2）吸収

量を透明性・信頼性の高い方法で評価認証することにより、適切かつ持続的に炭素管理が
なされた森林経営を拡大・促進し、気候変動の緩和に寄与することを目的とする。
２

評価認証の仕組み
（１）実施運営体制
ア

本システムは、社団法人海外産業植林センター（JOPP）により運営される。

イ

JOPP は外部有識者で構成する審査運営委員会を設置する

ウ

JOPP は、C 蓄積量・CO2 吸収量の評価認証システム構築委員会4での検討結果を
基に以下のガイドライン及び関連文書の案を作成し、審査運営委員会の承認を得
て、それらを定める
【ガイドライン】
01「システム実施ガイドライン」
02「審査ガイドライン」
【関連文書】
03「C 蓄積量の算定方法」
04「CO2 吸収量の算定方法」
05「審査運営委員会設置規定」

（２）本システムで認証される C 蓄積量・CO2 吸収量
本システムの認証量は、ある時点における C 蓄積量（現存量）ならびにある 2 時点間
に達成された CO2 吸収量（実績値）の 2 種類とする。
（３）本システムの認証対象となるプロジェクトの妥当性
本システムの認証対象となるプロジェクトは、海外において造成中又は造成済みの植
林地とする。ただし、当該植林活動により周辺の自然環境や社会経済状況、特に地域住
民へ顕著な悪影響がないことを条件とする。
（４）実施手続き・流れ（図 1 参照）
4

同委員会は、JOPP により外部有識者をメンバーとして平成 21 年 7 月に設置され、本システムの構
築について検討を行った。
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ア

C 蓄積量・CO2 吸収量の認証を受けようとする者（申請者）が、下記の申請書類
一式を JOPP へ提出する。
06「申請書」
07「プロジェクト概要書」
08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」

イ

JOPP は、申請書類の内容を確認の上、チェックリストを作成し、審査運営委員会
に審査を依頼する

ウ

審査運営委員会は、審査ガイドラインに基づき、チェックリストを用いて申請書
類を審査する。申請プロジェクトが妥当であり、かつ、関連文書に定める算定方
法に則って適切に C 蓄積量・CO2 吸収量が算定されていると認められる場合はそ
れを承認する。

エ

JOPP は、審査運営委員会の承認を受けた後、プロジェクト情報および認証された
C 蓄積量・CO2 吸収量を登録し、申請者に対して C 蓄積量・CO2 吸収量の認証
書を発行する

海外植林地C蓄積量・CO2吸収量評価認証システム
02審査ガイドライン

01システム実施ガイドライン
03C蓄積量の算定方法

04CO2吸収量の算定方法

05審査運営委員会設置規定

申請者

海外産業植林センター

（民間企業、NGO等）

（JOPP、運営主体）
受理、確認

06申請書
07プロジェクト概要書
08算定報告書
の作成、提出

審査運営委員会
審査、承認

公表・PR

C蓄積量・CO2吸収量
の登録、09認証書の発行

図 1．「海外植林地における C 蓄積量・CO2 吸収量評価認証システム」の実施手続き・流れ
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４．評価認証システムの実施ガイドライン

海外植林地における
炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量
評価認証システム

「システム実施ガイドライン」
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第１章 本システムの基本要項

第１章

1.1

本システムの基本要項

目的・位置づけ
海外植林地における炭素(C)蓄積量・二酸化炭素(CO2)吸収量の評価認証システムは、海

外の植林地における C 蓄積量および CO2 吸収量を透明性・信頼性の高い方法で評価認証
することにより、適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林経営を拡大・促進し、気候変
動の緩和に寄与することを目的とする。
本システム実施ガイドラインは、海外植林地における C 蓄積量・CO2 吸収量の評価認証
について透明性・信頼性の高い算定、審査のガイドラインを示すとともに、評価認証され
た C 蓄積量・CO2 吸収量の管理に関する枠組を規定する。
本システムで認証された C 蓄積量・CO2 吸収量の用途は、企業や NGO 等が環境・CSR
報告書へ記載すること等を通して、海外植林による気候変動の緩和への貢献度を定量的に
広報することを主眼とする。
なお、本システムで認証された C 蓄積量・CO2 吸収量は、温室効果ガス排出量をオフセ
ットするカーボンクレジットとしては使用できない。また、市場流通性は持たないので、
自由に取引を行うこともできない。

1.2

本システムで認証される C 蓄積量・CO2 吸収量
本システムの認証量は、ある時点の C 蓄積量（現存量）ならびにそれを基にして算出さ

れるある 2 時点間に達成された CO2 吸収量の実績値である。
CDM 植林や VCS 等のように、ベースラインに基づき発行されるオフセット・クレジッ
トではない。したがってそれらの制度で必須条件として求められている下記の要項につい
ては考慮しなくても良い。
• ベースラインシナリオ：植林されなかった場合のシナリオ
• 追加性：該当制度によってはじめて、ベースラインシナリオと比べてプロジェクトシ
ナリオで吸収が増加すること
• 非永続性への対処：オフセット・クレジット発行後に森林蓄積が減少する場合への対
処

1.3

本システムの認証対象となるプロジェクトの妥当性
本システムの認証対象となるプロジェクトは、海外において造成中又は造成済みの植林

地とする。ただし、下記の条件を満たすものとする。


当該植林活動により周辺の自然環境へ顕著な悪影響がないこと



当該植林活動により周辺の社会経済状況へ顕著な悪影響がないこと



当該植林活動により周辺の地域住民へ顕著な悪影響がないこと
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1.4

C 蓄積・CO2 吸収認証量の信頼性確保
本システムで認証された C 蓄積量・CO2 吸収量は、安心して広報できるよう信頼性の高

いものでなければならない。そこで、国際的な考え方とも整合性を保ちつつ、透明性・信
頼性の高い指針を定める。また、運営主体である JOPP は、外部有識者による審査運営委
員会を設置し、申請者が所定の算定方法に沿って C 蓄積量・CO2 吸収量を適切に算定して
いるかどうかを審査運営委員会に諮る。審査運営委員会は、審査ガイドラインに基づいて
審査を実施し、適切と認められた場合には承認し、その上で JOPP が認証する仕組みとし
ている。

1.5

本システムのガイドライン及び関連文書
本システム実施ガイドラインは、本システムの全体的な枠組を規定したものである。本

システムの運用においては、その他にも審査ガイドラインおよび以下の関連文書を整備し
ている。
・ガイドライン等一覧
【ガイドライン】
01「システム実施ガイドライン」
02「審査ガイドライン」
【関連文書】
03「C 蓄積量の算定方法」
04「CO2 吸収量の算定方法」
05「審査運営委員会設置規定」

1.6

本システムにおけるプロジェクト計画・実施等に係る原則
本システムで認証された C 蓄積量・CO2 吸収量の信頼性を高めるため、プロジェクト代

表者等は下記の６原則に従って、プロジェクトを計画・実施し、算定方法に沿って C 蓄積
量を算定し、CO2 吸収量を算定した上で、検証を受けることが求められる。
適合性（Relevance）
申請する海外植林地が認証対象となる条件に合致しており、関連文書に定める算定方法に則
って適切に C 蓄積量・CO2 吸収量が算定されていること

完全性（Completeness）
海外植林地の面積が漏れなく特定され、算定対象となる植林活動について、算定対象期間
における C 蓄積量が漏れなく算定されていること。
一貫性（Consistency）
算定対象期間内の 2 時点間において同一の算定方法やデータ類を使用し、C 蓄積量の変化
12

が比較可能なように算定が行われていること。
正確性（Accuracy）
仮定設定や計測、計算等に含まれる偏りと不確かさを可能な限り減らし精度を高めること。
透明性（Transparency）
C 蓄積量および CO2 吸収量の算定に用いた方法やデータ類が適切に開示されていること。
保守性（Conservativeness）
C 蓄積量・CO2 吸収量が過大評価されないよう、保守的な仮定、数値及び手順が用いられ
ていること。
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第２章 認証までの流れとルール

第２章

2.1

認証までの流れとルール

体制
本システムは社団法人海外産業植林センター（JOPP）により運営される。実施にあたっ

て、JOPP は審査運営委員会を設置し、以下の実施体制を構築する（図１）。それぞれの組
織の役割は下記の通りである（表１）。

海外植林地C蓄積量・CO2吸収量評価認証システム
02審査ガイドライン

01システム実施ガイドライン
03C蓄積量の算定方法

05審査運営委員会設置規定

04CO2吸収量の算定方法

申請者

海外産業植林センター

（民間企業、NGO等）

（JOPP、運営主体）
受理、確認

06申請書
07プロジェクト概要書
08算定報告書
の作成、提出

審査運営委員会
審査、承認

公表・PR

C蓄積量・CO2吸収量
の登録、09認証書の発行

図１．本システムの実施体制
表１．本システムにおける組織
組織
海外産業植林センター
（JOPP）

役割
• 本システムの基本文書ガイドラインや関連文書等の案
を作成し、審査運営委員会の承認を得てこれらを定める
• 審査運営委員会を設置し、開催する

：本システムの運営主体

• プロジェクト代表者から提出された申請書類を受理し、
その内容を確認した上、チェックリストを作成し、審査
運営委員会に諮る
• 審査運営委員会の審査結果に基づき、C 蓄積量・CO2
吸収量認定書を発行する
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• 評価認証された C 蓄積量・CO2 吸収量を管理簿に登録
し管理する
審査運営委員会

• 本システムの基本設計について意見を提出するととも
に、基本文書ガイドライン（案）や関連文書（案）につ

：委員会のメンバーは、林

いて審議し、それらを承認する

業、海外植林、CDM 等につ • プロジェクト代表者から提出された 07 プロジェクト概
いての外部有識者（第三者）

要書、08C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書について、

で構成。独立・中立性の担

JOPP の確認結果（チェックリスト）を用いて審査する

保に十分留意する

2.2

認証までのプロセスおよびルール
本システムにおける C 蓄積量・CO2 吸収量の認証までの流れは以下の通り（図２）。

（１）審査運営委員会によるガイドライン等の承認
本システムの運営主体である JOPP が作成した下記 01～02 のガイドラインおよび 03～
05 の関連文書（案）について、審査運営委員会は審議の上、承認する。
【ガイドライン】
01「システム実施ガイドライン」
02「審査ガイドライン」
【関連文書】
03「C 蓄積量の算定方法」
04「CO2 吸収量の算定方法」
05「審査運営委員会設置規定」
（２）JOPP によるガイドライン・関連文書 01～05 および申請書類様式 06～08 の公開
審査運営委員会において承認されたガイドライン・関連文書 01～05 および申請書類様式
06～08 を JOPP が公開する。
（３）認証プロジェクトの公募
JOPP は、ホームページなどを通じて、認証を希望する海外植林プロジェクトを公募す
る。
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運営主体（JOPP）
以下の基本文書（ガイドライン）01～02 および関連文書 03～05 の公開、認証プロジェクトの公募
01「システム実施ガイドライン」、02「審査ガイドライン」
03「C 蓄積量の算定方法」、04「CO2 吸収量の算定方法」、05「審査運営委員会設置規定」

申請者（民間企業、NGO 等）
下記の申請書類 06～08 を JOPP へ提出し、認証を申請
06「申請書」、07「プロジェクト概要書」、08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」

JOPP
申請書類の受理、内容確認、チェックリストの作成

審査運営委員会
チェックリストを用いて、申請書類の審査、承認

JOPP
評価認証されたプロジェクト情報ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の登録、
09「認証書」の発行

申請者
09「認証書」を受領

図２．本システムにおける C 蓄積量・CO2 吸収量の認証までの流れ
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（４）プロジェクト代表者等による 07「プロジェクト概要書」の作成
プロジェクト代表者等が、07「プロジェクト概要書」の様式（下記）に沿って、必要事
項を記入する。

《プロジェクト概要書の掲載項目 》
A：プロジェクト活動の概要
1. 参加者情報
2. プロジェクト活動
3. プロジェクト実施場所
4. 持続的な森林経営への取り組み
5. 備考
B：プロジェクトの妥当性
1. 環境影響分析・評価・対応策
2. 社会経済影響分析・評価・対応策
3. ステークホルダーのコメント
4. 備考
C：算定に関するプロジェクト情報
1. プロジェクト期間
2. 第1回目のC蓄積量算定
3. 第2回目のC蓄積量算定
4. GHG排出量の算定
5. CO2吸収量の算定
6. 他制度への申請
7. 備考
D：適用した算定方法と使用したデータ、パラメータ等
1. 算定方法のバージョン
2. 算定方法への準拠
3. ha当たり樹木地上部・地下部バイオマスの推定方法
4 算定に使用したデータ、パラメータの選択
5. C蓄積量・CO2吸収量の定量化
6. 備考
E：現地調査やQA－QCの実施状況
1. サンプリングプロットの設置
2. 現地調査で使用した機器・設備等
3. 品質保証（QA）および品質管理（QC）の実施状況
4. QAおよびQCの実施体制図
5. 備考
添付資料
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（５）プロジェクト代表者等による 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」の作成
プロジェクト代表者等が、08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」の様式に沿って、必
要事項を記入する。

• C蓄積量の算定は、03「C蓄積量の算定方法」に従い行う。

• CO2吸収量の算定は、04「CO2吸収量の算定方法」に従い行う。

（６）プロジェクト代表者による 06「申請書」、07、08 の提出
プロジェクト代表者等が、06「申請書」に上記 07 と 08 を添えて JOPP に提出する。
《申請書の掲載項目 》
１．プロジェクト名
２．【申請者】プロジェクト代表者
３．プロジェクト事業者 ・プロジェクト関係者
４．プロジェクト概要
（７）JOPP による申請書類の受理、内容確認
プロジェクト代表者等から提出された、06、07、08 を JOPP が受理し、不備がないかど
うか、ガイドラインおよび関連文書に沿って作成されているかどうか、その内容を確認し、
チェックリストを作成する。
（８）審査運営委員会による申請書類の審査、承認
JOPP は 05「審査運営委員会設置規定」に従って、審査運営委員会を設置・開催し、上
記（７）で確認したプロジェクト代表者等からの申請書類（06、07、08）について審査運
営委員会に審査を依頼する。
審査運営委員会は、申請書類について、02「審査ガイドライン」に基づき、JOPP が作
成したチェックリストを用いて審査を実施し、適切であると認められる場合は承認する。
もし、非承認とされた場合は、申請者が審査運営委員会による指摘事項を修正の上、再度
登録申請を行うことが可能である。
（９）JOPP による認証された C 蓄積量・CO2 吸収量の登録、09「認証書」の発行
JOPP はプロジェクト登録・認証の可否の結果を、当該審査運営委員会終了後、速やか
にプロジェクト代表者等に通知する。審査運営委員会の承認を得たプロジェクトについて
は、JOPP が、認証された C 蓄積量・CO2 吸収量を管理簿に登録するとともに、JOPP 会
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長名で、プロジェクト代表者に 09「認証書」を発行する。
なお、認証書の発行は、当該プロジェクトについて、本システム上、正式に C 蓄積量・
CO2 吸収量が登録されるのみであり、なんら法的な効果を生むものではない。
登録されたプロジェクトについては、プロジェクト情報、プロジェクト概要書および C
蓄積量・CO2 吸収量算定書を Web 上で JOPP が公開する。これにより、登録されたプロ
ジェクトが広報されるとともに、以後プロジェクトを実施しようとする他の事業者が、こ
れを参考としてプロジェクト概要書を作成することで、効率化を図ることができる。
（１０）プロジェクト代表者による 09「認証書」の受領
プロジェクト代表者は、JOPP より発行された 09「認証書」を受領する。
なお、本システムで認証された C 蓄積量・CO2 吸収量は、温室効果ガス排出量をオフセ
ットするクレジットとしては使用できない。また、市場流通性は持たないので、自由に取
引を行うことはできない。
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第３章 その他のルール

第３章

その他のルール

ガイドライン等の管理

3.1

（１）ガイドライン等のバージョン管理
本システムにおけるガイドライン等のバージョン管理については次の通りとする。
ガイドライン等が新たに制定された場合、承認を受けた審査運営委員会の日付または



JOPP が公表した日を制定日とし、Ver1.0 とする。
当該文書が改訂された場合、改訂の承認を受けた審査運営委員会の日付または JOPP



が公表した日を改訂日とし、バージョンを 1 単位（例：Ver1.0 から 2.0）更新する。そ
の際、改訂日は文書表紙に明記する。ただし、改訂が軽微と委員会が認めた場合は、
バージョンを 0.1 単位（例：Ver1.0 から 1.1）更新することができる。
（２）ガイドライン等の有効期限
プロジェクト代表者等は有効期限を経過したガイドライン等を用いることはできない。
ただし、当該文書において、別途定めがある場合はその限りではない。
本システムにおけるガイドライン等及び有効期限は以下の通りとする。
新規（修正後）文書が発効した時点から、旧文書は即時無効とするもの。

A.

01「システム実施ガイドライン」
05「審査運営委員会規程」
新規（修正後）文書が発効した時点から、旧文書は 8 ヶ月間有効とするもの。

B.

02「審査ガイドライン」
03「C 蓄積量の算定方法」
04「CO2 吸収量の算定方法」
C.
•

新規（修正後）文書が発効した時点から、旧文書は 3 ヶ月間有効とするもの。
その他、上記各号の定めに従い、本システムに基づき、審査運営委員会により承認さ
れ、JOPP により定められる文書

（３）ガイドライン等の保存期間
本システムにおけるガイドライン等の保存期間は、有効期限満了後から起算して 3 年間とする。
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3.2

用語の定義
用語

定義

システム運用主体

社団法人海外産業植林センターを指す。

プロジェクト代表者

海外植林プロジェクトの関係者であり、C 蓄積量・CO2 吸収
量の認証を受ける際の代表者を指す。プロジェクト事業者と
同一の場合もある。

プロジェクト事業者

海外植林プロジェクトの関係者のうち、実際に海外植林活動
を実施する者を指す。

プロジェクト関係者

プロジェクト事業者以外に当該プロジェクトの実施に携わ
る者

C 蓄積量の算定方法

海外植林プロジェクトによる C 蓄積量の算定を行うための
方法及びその算定にあたって必要な数量を調査するための
方法を定めた文書

CO2 吸収量の算定方法

海外植林プロジェクトによる CO2 吸収量の算定を行うため
の方法及びその算定にあたって必要な数量を調査するため
の方法を定めた文書

審査

プロジェクト概要書および C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告
書に記載された情報が、定められたルールに従い適正に作成
されているかどうかについて、審査ガイドラインに基づき、
関連する証拠を客観的に評価すること

認証

申請された海外植林プロジェクトによる C 蓄積量・CO2 吸
収量について、審査運営委員会による審査手続きを経て承認
された後、JOPP がこれを公式に認めること
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５．審査のガイドライン

海外植林地における
炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量
評価認証システム
「審査ガイドライン」

2011 年 x 月 xx 日 (Ver.1.0)
社団法人海外産業植林センター（JOPP）
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第 1 章 はじめに
1．目的
本審査ガイドラインは、海外植林地における C 蓄積量・CO2 吸収量評価認証システムに
おいて、プロジェクト代表者から提出された 06「申請書」
、07「プロジェクト概要書」お
よび 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」（以下、「申請書類」という。）を審査するに
当たり、審査運営委員会の委員および JOPP が遵守すべき事項を定めたものである。
2．プロジェクトの妥当性および C 蓄積量・CO2 吸収量の審査
2.1 プロジェクトの妥当性の審査
本システムにおける妥当性審査とは、07「プロジェクト概要書」に記載されたプロジェ
クトの内容が、本システムのガイドラインである 01｢システム実施ガイドライン」の 1.3
本システムの認証対象となるプロジェクトの妥当性を確認するために、審査運営委員会が
関連する情報を客観的に評価するものである。
2.2 プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査
本システムにおける C 蓄積量・CO2 吸収量の審査とは、07「プロジェクト概要書」およ
び 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」に記載されたプロジェクトの C 蓄積量・CO2
吸収量が、本システムの算定方法である 03「C 蓄積量の算定方法」ならびに 04「CO2 吸
収量の算定方法」へ準拠していることを確認するために、審査運営委員会が関連する情報
を客観的に評価するものである。
3．役割と責任
3.1 プロジェクトの妥当性審査
プロジェクトの妥当性審査の目的は、プロジェクト代表者が作成した 07「プロジェクト
概要書」に記載された情報に対して、審査運営委員会が意見を表明することにある。審査
運営委員会の責任は、独立した立場から意見を表明することにある。
プロジェクト概要書の作成については、プロジェクト代表者が責任を負う。
3.2 プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査
プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査の目的は、プロジェクト代表者が作成した
07「プロジェクト概要書」および 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」に記載された情
報に対して、審査運営委員会が意見を表明することにある。審査運営委員会の責任は、独
立した立場から意見を表明することにある。
プロジェクト概要書の作成については、プロジェクト代表者が責任を負う。
3.3 専門家としての判断
本ガイドラインは、実施すべき事項を示しているが、プロジェクトの内容は多様であり、
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プロジェクトの妥当性ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の審査に際しては個々の専門的、具
体的な判断が必要となる。審査委員会は、温室効果ガスの吸収努力を促進するという本シ
ステムの目的に沿って、妥当性ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の審査は、究極的には個々
の事業者の利益よりは公共の利益に資するものであることを十分に理解し、審査に努める。
4．行動規範
審査運営委員会は、その責任を果たすため、下記に留意して、独立性を保持し、公正不
偏の態度を持って、プロジェクトの妥当性ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の審査を実施す
る。


正当な注意を払い、職業的懐疑心を保持する



意見表明の根拠を明らかにする



正当な理由なく他に漏らし、又は窃用してはならない

第 2 章 妥当性ならびに
妥当性ならびに C 蓄積量・CO2
蓄積量・
吸収量の審査方法
0．審査のためのチェックリストの作成
JOPP は、プロジェクト代表者から提出された「申請書類」が、本システムのガイドラ
インである 01｢システム実施ガイドライン」や関連文書である 03「C 蓄積量の算定方法」
ならびに 04「CO2 吸収量の算定方法」へ準拠しているかを確認したチェックリストを作成
する。
JOPP は、申請書類の確認に当たって、プロジェクト代表者に対して追加資料の提出を
求めることができる。
JOPP は、
申請書類に確認を終えたチェックリストを添付して審査運営委員会へ提出し、
審査を依頼する。
1．審査体制
審査運営委員会は、審査の責任者である委員長及びその他のメンバーにより構成される。
審査運営委員会は、
「審査ガイドライン」に基づき、事前に JOPP が作成したチェックリス
トを用いて「申請書類」の審査を実施し、審査結果を取りまとめて評価し、十分かつ適切
な情報に基づいて結論を決定する。
2．審査の流れ
2.1 プロジェクトの妥当性審査の流れ
審査運営委員会における申請プロジェクトの妥当性審査は、以下の流れで実施される。
ステップ

実施内容

１．プロジェクト概

07「プロジェクト概要書」および添付資料に記載されたプロジェ
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要の把握

クトの目的・内容、実施状況、持続的な森林経営への取り組み、
環境・社会経済影響分析・評価やステークホルダーのコメント等
についての情報を確認する。

↓
２．チェックリスト

JOPP から提出されたチェックリストを用いて、各事項に対応す

を用いて各項目の

る情報を評価する。

情報の評価
↓
３．妥当性審査の意

情報の評価に基づいて、プロジェクト代表者より申請のあったプ

見の形成

ロジェクトが 01｢システム実施ガイドライン」の妥当性基準に準
拠しているか審査意見を確定する。

↓
４．承認または非承

確定された審査意見に基づき、申請されたプロジェクトを承認ま

認

たは非承認とする。

2.2 プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査の流れ
審査運営委員会における申請プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査は、以下の流
れで実施される。
ステップ

実施内容

１．C 蓄積量の算定

07「プロジェクト概要書」、08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告

に用いた情報の把

書」および添付資料に記載された、適用した算定方法と使用した

握

データやパラメータ等の C 蓄積量の算定に用いた情報を確認す
る。
↓

２．CO2 吸収量の

07「プロジェクト概要書」、08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告

算定に用いた情報

書」および添付資料に記載された、適用した算定方法と使用した

の把握

データやパラメータ等の CO2 吸収量の算定に用いた情報を入手
する。
↓

３．チェックリスト

JOPP から提出されたチェックリストを用いて、各事項に対応す

を用いて各項目の

る情報を評価する。

情報の評価
↓
４．C 蓄積量・CO2

情報の評価に基づいて、プロジェクト代表者より申請のあった C

吸収量の審査につ

蓄積量・CO2 吸収量が、03「C 蓄積量の算定方法」ならびに 04

いて意見の形成

「CO2 吸収量の算定方法」に準拠して算定されているか審査意見
を確定する。

↓
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５．承認または非承

確定された審査意見に基づき、プロジェクト代表者より申請のあ

認

った C 蓄積量・CO2 吸収量を承認または非承認とする。

3．審査の実施
3.1 プロジェクトの妥当性についての審査
審査運営委員会では、申請プロジェクトが、01「システム実施ガイドライン」に定めら
れた妥当性に関する要件を満たしているかを確認する。
3.2 C 蓄積量・CO2 吸収量についての審査
審査運営委員会は、C 蓄積量・CO2 吸収量が 03「C 蓄積量の算定方法」ならびに 04「CO2
吸収量の算定方法」に定められたとおり正しく算定されているかを審査する。また、審査
運営委員会は、07「プロジェクト概要書」ならびに 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」
の記載事項について、01「システム実施ガイドライン」、03「C 蓄積量の算定方法」ならび
に 04「CO2 吸収量の算定方法」で定められた項目が記載されているかを審査する。
3.3 誤りの評価
07「プロジェクト概要書」ならびに 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」に記載され
た情報に誤りがあると判断された場合には、審査運営委員会は、その誤りの影響を評価す
る。
3.4 07「プロジェクト概要書」ならびに 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」の修正事
項の確定
審査運営委員会は、誤りの性質及び不確かさを勘案して、修正すべき事項を確定する。
3.5 07「プロジェクト概要書」ならびに 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」の修正
審査運営委員会は、修正すべき事項について、JOPP を通してプロジェクト代表者に伝
達する。
3.6 プロジェクトの妥当性ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の審査について意見の形成
審査運営委員会は、07「プロジェクト概要書」ならびに 08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定
報告書」（修正された場合は修正後のもの）に対する妥当性審査・C 蓄積量・CO2 吸収量
の審査意見を確定する。
3.7 プロジェクトの妥当性ならびに C 蓄積量・CO2 吸収量の承認
審査運営委員会は、確定された審査意見に基づき、プロジェクト代表者より申請のあっ
たプロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量を承認または非承認とする。
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3.8 記録と保存
JOPP は、チェックシートによる確認結果及び審査運営委員会の妥当性ならびに C 蓄積
量・CO2 吸収量の審査から審査意見の形成までの過程を記録し、提出された申請書類とと
もに十分な期間保存する。
4．審査結果の報告
審査運営委員会へは、プロジェクト代表者の作成した「申請書類」が、本システムのガ
イドラインである 01｢システム実施ガイドライン」や関連文書である 03「C 蓄積量の算定
方法」ならびに 04「CO2 吸収量の算定方法」に準拠して適切に作成されているかについて
の結論、すなわち承認か非承認かを、JOPP 宛の審査報告書によって表明する。
4.1 審査報告書の記載事項
審査報告書には、日付、審査の対象・範囲、実施した審査の内容、結論を記載する。
4.2 審査運営委員会の責任
審査運営委員会および委員個人は、審査報告書の結果により生ずるいかなる問題につい
ても一切の責任を負わない。
4.3 審査報告書の発行
審査報告書は、審査対象とした「申請書類」に添付し、発行する。
4.4 審査完了後の対応
審査報告書が発行された後に、審査結果に対し重大な影響を与えかねない事実が判明し
た場合、JOPP は審査運営委員会を再び開催し、再審査の実施を依頼するなど当該事実に
準じた適切な措置を検討する。

5．本ガイドラインの改正
本ガイドラインの改正については、審査運営委員会委員の過半数以上の委員の意見を受
けた決定に基づき行われる。
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（別紙） チェックリスト
JOPP は、以下の項目についての確認結果を下記のうちから選択して記入する。
◎：基本文書に全て準拠する、全て適切、特に優れた実践
○：基本文書に全て準拠する、全て適切
△：基本文書に一部準拠しない、一部不適切
×：基本文書に全く準拠しない、全て不適切
特に必要があると認められる場合は、コメントを記載する。
1．プロジェクト活動およびプロジェクト実施状況の理解
07「プロジェクト概要書」の A を確認する。
A.

プロジェクトの概要

情報の

07「プロジェクト概要書」

JOPP

審査運営

源泉

委員会

A.1.

申請者情報

A.2.

プロジェクト活動

A.2.1.

プロジェクトの目的及び内容

A.2.2.

プロジェクト実施前の状況

A.2.3.

海外植林の実施手段

A.3.

プロジェクト実施場所

A.3.1.

事業実施者名

A.3.2.

プロジェクト住所

A.3.3.

プロジェクト位置図

A.4.

持続的な森林経営へ向けた取り組み

A.5.

備考

2．プロジェクトの妥当性の審査
妥当性の審査に当たっては、07「プロジェクト概要書」の E を確認する。
B.

プロジェクトの妥当性

情報の

07「プロジェクト概要書」

JOPP

源泉

審査運営
委員会

B.1.

環境影響分析・評価・対応策

B.2.

社会経済影響分析・評価・対応策
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B.3.

ステークホルダーのコメント

B.4

備考

3．プロジェクトの C 蓄積量・CO2 吸収量の審査
C 蓄積量・CO2 吸収量の審査に当たっては、07「プロジェクト概要書」の B、C、D を
確認する。
C.

算定に関するプロジェクト情報

情報の

07「プロジェクト概要書」

JOPP

源泉

委員会

C.1.

プロジェクト期間

C.2.

第 1 回目の C 蓄積量算定

C.3.

第 2 回目の C 蓄積量算定

C.4.

CO2 吸収量の算定

C.5.

他制度への申請

C.6.

備考

D.

審査運営

適用した算定方法と使用したデータ、パラメータ等

情報の

07「プロジェクト概要書」

JOPP

源泉

審査運営
委員会

D.1.

算定方法のバージョン

D.2.

算定方法への準拠

D.3.

ha あたり樹木地上部・地下部バイオマ
スの推定方法

D.4.

算定に使用したデータ、パラメータの
選択

D.5.

C 蓄積量・CO2 吸収量の定量化

D.6.

備考

E.

現地調査や QA－QC の実施状況

情報の

07「プロジェクト概要書」

JOPP

源泉

審査運営
委員会

E.1.

サンプリングプロットの設置

E.2.

現地調査で使用した機器・設備等

E.3.

品質保証（QA）および品質管理（QC）
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の実施状況
E.4.

QA および QC の実施体制図

E.5.

備考

以下、08「C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」を確認する。

Ⅰ. 算定対象範囲と算定対象期間
情報の 08｢C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」

JOPP

源泉

審査運営
委員会

Ⅰ-1.

算定対象地の境界

Ⅰ-2.

算定対象とする炭素プール

Ⅰ-3.

算定対象とする排出源

Ⅰ-4.

C 蓄積量の算定対象時点（t1、t2）

Ⅰ-5.

CO2 吸収量の算定対象期間（T）

Ⅱ. ある時点 t1 における C 蓄積量の算定
情報の 08｢C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」

JOPP

源泉

審査運営
委員会

Ⅱ-1.

算定対象地の層化

Ⅱ-2.

算定対象地内の総 C 蓄積量の算定

Ⅱ-3.

算定対象地内の総樹木地上部・地下部
バイオマスの算定

Ⅱ-4.

各層の樹木地上部・地下部バイオマス
の算定

Ⅱ-5.

各層の ha 当り樹木地上部・地下部バイ
オマスの推定方法

Ⅲ. ある時点 t2 における C 蓄積量の算定
情報の 08｢C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」
源泉

JOPP

審査運営
委員会

Ⅲ-1.

算定対象地の層化

Ⅲ-2.

算定対象地内の総 C 蓄積量の算定

Ⅲ-3.

算定対象地内の総樹木地上部・地下部
バイオマスの算定
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Ⅲ-4.

各層の樹木地上部・地下部バイオマス
の算定

Ⅲ-5.

各層の ha 当り樹木地上部・地下部バイ
オマスの推定方法

Ⅳ.

CO2 吸収量の算定

情報の 08｢C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」

JOPP

源泉
Ⅳ-1.

審査運営
委員会

ある時点 t1 と t2 の間 T における CO2
吸収量の算定

Ⅳ-2.

ある時点 t1 における総炭素蓄積量の
CO2 相当量の算定

Ⅳ-3.

ある時点 t2 における総炭素蓄積量の
CO2 相当量の算定

Ⅳ-4.

ある時点 t1 と t2 の間 T における GHG
排出量の推定

Ⅴ. 添付資料
情報の 08｢C 蓄積量・CO2 吸収量算定報告書」
源泉

JOPP

審査運営
委員会

Ⅴ-1.

t1 における各層のバイオマス量

Ⅴ-2.

t2 における各層のバイオマス量

Ⅴ-3.

t1 と t2 間における植栽面積の増減

Ⅴ-4.

収穫予想表／成長曲線等
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６．C 蓄積量の算定方法

海外植林地における
炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量
評価認証システム
「炭素(C)蓄積量の算定方法」

2011 年 x 月 xx 日 (Ver.1.0)
社団法人海外産業植林センター（JOPP）
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第 1 章 はじめに
1．目的
本算定方法は、海外植林地における C 蓄積量・CO2 吸収量評価認証システムにおいて、
海外植林地における C 蓄積量を算定するための方法を定めたものである。
2．適用条件
本指針の算定対象地は、民間企業や NGO 等が海外で造成している植林地とし、プロジ
ェクトの実施地域や開始時期を問わないものとする。
第 2 章 C 蓄積量の算定方法

1.

算定対象範囲

1.1 算定対象地の境界
算定対象地である海外植林プロジェクトの地理的境界線を、次の情報等により明らかに
する。


国名や行政区名などの名称



地理的確認をするための位置図および位置情報（基準点や緯度経度、方位）



スケールを示す情報（縮尺、面積）

1.2 算定対象とする炭素プール
算定対象とする炭素プールは、樹木の生体バイオマス（表 1）とする。
表 1．算定対象とする炭素プール
炭素プール

算定対象

正当性／根拠の説明

樹木地上部バイオマス

含める

主要な炭素プール

樹木地下部バイオマス

含める

主要な炭素プール

枯死木

含めない

IPCC5「土地利用、土地利用の変化及び林業に

落葉落枝（リター）

含めない

関するグッドプラクティスガイダンス

土壌有機炭素

含めない

（GPG-LULUCF）」の tier1（デフォルト）では、
持続的森林経営がなされる限りこれらの炭素プ
ールへのインプットとアウトプットは平衡して
いると仮定され、炭素蓄積の変化量は有意では
ないとされている。したがって、本評価認証シ
ステムでは保守的にみて無視できる。

5

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：気候変動に関する政府間パネル

37

2.

算定対象地の層化

2.1 層の区分指針
算定対象地の総炭素蓄積量をより正確に把握するために、
“樹種”、
“林齢”の 2 指標を用
いて層化を行う。例えば、植栽樹種が A と B の 2 樹種、伐期がどちらも 7 年の場合、2 樹
種×（7 林齢＋1）＝計 16 層に区分する（図 1）
。
林齢

樹
種
A

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

植栽前
または
伐採後
階層9

樹
種
B

植栽前
または
伐採後

図 1．植栽樹種 A、B（どちらも伐期 7 年）の海外植林地における層区分（例）
なお、算定対象地内において、区域ごとに植林木の材積・上長成長量に明らかな違いが
見られる場合には、
“樹種”、
“林齢”の 2 指標に加えて、
“地位級6”という概念を加えて層
化を行う。例えば、上記の植栽樹種 A（伐期 7 年）について、地位級が 3 段階に分かれる
場合、樹種 A については、（7 林齢＋1）×3 地位級＝計 24 層に区分する（図 2）
。
林齢

地
位
1

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

階層18

階層19

階層20

階層21

階層22

階層23

階層24

植栽前
または
伐採後

階層9

地
位
2

植栽前
または
伐採後
階層17

地
位
3

植栽前
または
伐採後

図 2．植栽樹種 A（伐期 7 年）について地位級が 3 段階に分かれる場合の層区分（例）
地位級とは林地の生産力を示す等級であり、土壌・地形・地床植物の種類・繁茂の状況などを参考
にして、材積・上長成長量により決定される。
6

38

3.

算定に使用するデータ、パラメータ等の選択指針
算定に使用するパラメータやアロメトリー式の選択に当たっては、CDM 植林のガイドラ
インに準拠して、以下の基準に従うこと。


算定対象地内または周辺地域において植栽樹種と同樹種を実測することにより導き
出されたもの



公的機関、学術雑誌等でオーソライズされたもの（優先順位は、地域レベル＞国レ
ベルまたは自然条件の似た近隣国）



同樹種がない場合は、同じ属、類似樹形、類似生活形



上記が利用不可能な場合は、国際的な値（IPCC 等）

実測値により導き出した場合はその実測値を資料として添付する。それ以外は出典を明
記する。パラメータやアロメトリー式の選択に当たっては、蓄積量が過大評価されないよ
う保守的な観点から選択する。

4.

C 蓄積量の算定式

4.1 算定対象地内の総 C 蓄積量の算定式
ある時点 t における算定対象地内の総 C 蓄積量（Ct）は、算定対象地内の総樹木地上部・
地下部バイオマス（Bt）に、炭素含有率（CF）を掛けることにより算出する（式 1）。
Ct ＝ Bt × CF ・・・(1)

Ct

ある時点 t における算定対象地内の総 C 蓄積量（tonC）

Bt

ある時点 t における算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス乾重量
（ton d.m.7）であり、算定方法は 5.1.2 で説明
樹木バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）IPCC 規定値

CF

4.2 算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマスの算定式
ある時点 t における算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス（Bt）は、各層（1
～ni）の樹木地上部・地下部バイオマス蓄積量（Bi,t）の総和とする（式 2）。
ni

Bt ＝ ∑ Bi,t ・・・(2)
i=1

7

dry matter の略。乾燥重量のこと。

39

Bt

ある時点 t における算定対象地内の総樹木地上部・地下部バイオマス
（ton d.m.）

Bi,t

ある時点 t における層 i の樹木地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）

ni

層 i の総数

4.3 各層の樹木地上部・地下部バイオマスの算定式
ある時点 t における層 i の樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t）は、層 i における ha 当
たりの樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）に層 i の面積（Ai）を掛けることにより算
出する（式 3）
。
Bi,t ＝ Ai × Bi,t /ha ・・・(3)

Bi,t

ある時点 t における層 i の樹木地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）

Ai

層 i の面積（ha）

Bi,t /ha

ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス
（ton d.m./ha）

5.

各層の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定方法
本評価認証システムでは、申請者が下記の 4 つのうちから、各層の ha 当り樹木地上部・
地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定方法を選択できることとする。
①計学的に設計されたサンプリング調査を利用する方法
CDM 植林、VCS の実施後のモニタリング等で採用
手法：

・ 無作為（ランダム）または格子状のシステマティック・サンプリングに
より蓄積量を推定

長所：

・ 統計学的精度を示すことができる
・ 第 3 者による定量的信頼性の客観的評価が可能

短所：

・ 企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用していない
・ 成長のバラツキが大きい場合、必要な精度を満たすためにはサンプルプ
ロット数が増加 → コスト・労力大
・ ある時点の蓄積量を把握できるが、将来予測には使えない

②公的機関等が作成した収穫予想表／成長曲線を利用する方法
CDM 植林、VCS の事前の推定で採用。J-VER8でも採用
手法：

8

・ 標準地サンプリング調査により地位を特定し、既存の収穫予想表を選択

環境省オフセット・クレジット（J-VER）制度
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して蓄積量を推定
・ 地位の特定にあたっては保守性を考慮する必要
長所：

・ 土地にあった既存の収穫予想表が存在すれば、あとは、適切な地位を決
定することで、ある時点の蓄積量のみならず将来予測も可能
・ 適切に標準地調査を行うことにより、統計学的調査よりも少ないサンプ
リング数で林分地位の把握が可能

短所：

・ 統計学的精度を示すのが困難
・ 既存の収穫予想表、成長曲線が存在しない場合は使用できない

③プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を作成して利用する方法
企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用
手法：

・ 標準値調査の結果を基にして、プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲
線を作成
・ 各林分の地位に適した収穫予想表／成長曲線を利用して蓄積量を推定

長所：

・ その土地にあった収穫予想表が作成される
・ 適切な地位を決定することで、ある時点の蓄積量のみならず将来予測も
可能

短所：

・ 統計学的精度を示すのが困難

④年平均幹材積成長量（MAI）を利用する方法
企業等が産業植林地において収穫予測に一般的に使用
手法：

・ 収穫までの年平均幹材積成長量（MAI）をサンプリング調査や実際の出
材量より把握して蓄積を推定

長所：

・ MAI×林齢でその時点での蓄積量が把握できるので計算が容易
・ 出材量データが利用可能な場合は、全数調査なので、サンプリング調査
よりも林分全体の量をより正確に把握できる

短所：

・ 統計学的精度を示すのが困難
・ 収穫予想表／成長曲線と比較して、蓄積が弱齢で過大評価、高齢で過小
評価になる可能性あり
・ 出材量データを利用している場合は、次のローテーションも前回と
同様の成長をするかが不確定要素

5.1 統計学的に設計されたサンプリング調査を用いて推定する方法
統計学的に設計されたサンプリング調査方法（図 3）を用いて、下記の通り、ある時点 t
における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。
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： プロット位置

図 3．統計学的なサンプリング設計（システマティック・サンプリング）
5.1.1 統計学的に設計されたサンプリング調査方法の実施手順
ステップ 1：サンプリングプロットの形と大きさを設定
円形または方形プロットとし、円形プロットならその直径、方形プロットならその一
辺が、プロット内植林木の成熟樹高以上とする。
ステップ 2：サンプリングプロットの数を設定
「CDM 植林の測定のためのサンプリングプロット数の計算ツール9」を使用して、サ
ンプリングプロットの数を設定する。
ステップ 3：サンプリングプロットの配置を設定
プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置する。
ステップ 4：各サンプリングプロット内の樹木の胸高直径（DBH）および樹高（H）を実測
実測方法の詳細については、第 3 章 森林資源調査の方法を参照。
5.1.2 ある時点 t における層 i のサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一本一本の地上部・地
下部バイオマス（ton d.m.）
次の二つの方法のうちどちらかによって算出する。
（a） バイオマス拡大係数（BEF）法
（b） アロメトリー式法
（a）バイオマス拡大係数（BEF）法
ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一本一本の地
上部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）は、実測調査の結果である胸高直径（DBH）および
樹高（H）を基にして幹材積表または幹材積式を用いて導き出される樹種 j の樹木一本一本

9

Calculation of the number of sample plots for measurements within A/R CDM project activities
(Version 02.1.0), http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-03-v2.1.0.pdf
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の幹材積（VTREE,j,p,i,t）、容積密度（Dj）、バイオマス拡大係数（BEFj）および地下部／地上
部比（Rj）を用いて算出する（式 4）。
BTREE,j,p,i,t ＝ VTREE,j,p,i,t × Dj × BEFj × ( 1 + Rj ) ・・・(4)

BTREE,j,p,i,t

ある時点 t における層 i のサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一
本一本の地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）

VTREE,j,p,i,t

ある時点 t における層 i のサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一
本一本の幹材積（m3）

Dj

樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密
度（ton d.m./m3）

BEFj

樹種 j の幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位な
し）

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための
地下部／地上部の比率（単位なし）

（b）アロメトリー式法
ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一本一本の
地上部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）は、実測調査の結果である胸高直径（DBH）お
よび樹高（H）を基にしてアロメトリー式を用いて導き出される樹種 j の樹木一本一本の
地上部バイオマス（fj (DBHt,Ht)）および地下部／地上部比（R j）を用いて算出する（式 5）。
BTREE,j,p,i,t ＝ fj (DBHt,Ht) × ( 1 + Rj ) ・・・(5)

BTREEj,p,i,t

ある時点 t における層 i のサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一
本一本の地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）

fj (DBHt,Ht)

ある時点 t において層 i のサンプルプロット p 内の樹種 j について計
測された樹木一本一本の胸高直径（DBH）および樹高（H）を基に
して、樹木一本一本の地上部バイオマスへ変換するアロメトリー式

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための
地下部／地上部の比率（単位なし）

5.1.3 ある時点 t における層 i のサンプルプロット p の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマ
ス（Bp,i,t/ha）
ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p 内の樹種 j の樹木一本一本の地
上部・地下部バイオマス（BTREE,j,p,i,t）の和をサンプルプロット面積（Ap,i）で割ることによ
り算出する（式 6）
。
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nj,p,i

Bp,i,t /ha ＝ ∑ BTREE,j,p,i,t ／ Ap,i ・・・(6)
j=1

ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p の ha 当り

Bp,i,t /ha

樹木地上部・地下部バイオマス（ton d.m./ha）
ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p 内樹種 j

BTREEj,p,i,t

の樹木一本一本の地上部・地下部バイオマス（ton d.m.）
Ap,i

階層 i におけるサンプルプロット p の面積（ha）

nj,p,i

階層 i におけるサンプルプロット p 内の樹種 j の総数

5.1.4 ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定
ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p の ha 当り樹木地上部・地下部
バイオマス（Bp,i,t/ha）の平均値を用いて推定する（式 7）。

np,i

Bi,t /ha ＝ ∑ Bp,i,t /ha ／ np,i ・・・(7)
p=1

Bi,t /ha

ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス
（ton d.m./ha）

Bp,i,t /ha ある時点 t における層 i に設定されたサンプルプロット p の ha 当り樹木地
上部および地下部バイオマス（Bp,i,t/ha）
np,i

階層 i におけるサンプルプロット p の総数

5.2 公的機関などが作成した収穫予想表／成長曲線を用いて推定する方法
公的機関などが作成した収穫予想表／成長曲線を用いて、下記の通り、ある時点 t にお
ける層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。
5.2.1 標準地サンプリングによる地位の特定手順
既存の収穫予想表における地位を特定するために、下記のステップに沿って各層におい
て標準地サンプリングを実施する。その結果により、各層に適した収穫予想表を特定する。
ステップ 1：サンプリングプロットの形と大きさを設定
円形または方形プロットとし、円形プロットならその直径、方形プロットならその一
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辺が、プロット内植林木の成熟樹高以上とする。
ステップ 2：サンプリングプロットの数を設定
各層の地形、傾斜に応じて、目安として、30～100ha に一つの標準地サンプリングプ
ロットを設定する。
ステップ 3：各サンプリングプロットの位置を設定
プロットの位置は、林縁を外し、斜面なら中腹に設定する等、地形等に偏りがないよ
う配慮して層を代表する地点にする。
ステップ 4：各サンプリングプロット内の樹木の胸高直径（DBH）および樹高（H）を測定
実測方法の詳細については、第 3 章森林資源調査の方法を参照。
ステップ 5：既存の収穫予想表の地位別樹高曲線と照らし合わせて地位を特定
既存の収穫予想表の地位別樹高曲線にあわせて、測定結果を基にして上層樹高（Hup）
または平均樹高（Hav）を算出し、地位別樹高曲線と照らし合わせて、保守的に地位を特
定する（図 4）。
ステップ 6：各層における ha 当たり幹材積（Vi,t）の特定
決定された地位を基にして、該当する収穫予想表から該当林齢を参照し、各層におけ
る ha 当たり幹材積（Vi,t）を特定する。
参考資料として、J-VER のモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）
を参照。
5.2.2 ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定
上記 5.2.1 ステップ 6 で特定した各層における ha 当たり幹材積（Vi,t）を基にして、下記
の通りバイオマス拡大係数（BEF）法を用いて算出する。
バイオマス拡大係数（BEF）法
上記で特定した各層の ha 当たり幹材積（Vi,t /ha）に、容積密度（D）、バイオマス拡大係
数（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する（式 8）。
Bi,t /ha ＝ Vi,t /ha × D × BEF × ( 1 + R ) ・・・(8)

Bi,t

ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス
（ton d.m./ha）

Vi,t /ha

ある時点 t における層 i の ha 当たり幹材積（m3/ha）

D

幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度
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（ton d.m./m3）
BEF

幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし）

R

地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための地下部／地上部
の比率（単位なし）

5.3 プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて推定する方法
プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて、下記の通り、ある時点 t における
層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）を推定する。
5.3.1 プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線の作成
算定対象地である海外植林プロジェクトにおいて固有の収穫予想表／成長曲線を作成す
る（図 3）
。なお、地位級ごとに層化が必要な場合は、地位級ごとに成長曲線を作成する（図
4）。
（m3/ha）
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図 3．植栽樹種 j についてプロット調査の結果を基にして作成した成長曲線（例）
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図 4．植栽樹種 j の地位級ごとの成長曲線（例）
プロジェクト固有の成長曲線の作成は、算定対象とする海外植林事業地のなかに、サン
プルプロットを設定し、その実測調査データを基にして作成する。プロットの配置は、算
定対象地内において、無作為または規則的に配置する方法（統計学的サンプリング）と林
分を代表する場所に配置する方法（標準地調査10）がある。
植栽樹種が、短伐期の早成樹の場合は、林齢ごとに 5～10 つ程度のプロットを設定し実
測調査する。その場合、例えば、7 年伐期なら、合計で 35～70 程度のプロットが必要とな
る。
植栽樹種が、中・長伐期の場合は、伐期齢までの期間を 5～10 区間に区切り、それぞれ
の区間において 5～10 つ程度のプロットを設定し実測調査する。その場合、例えば、20 年
伐期なら、2 年～4 年間隔で 5～10 区間に区切るとすれば、合計で 25～100 程度のプロッ
トが必要となる。
そうして得られた胸高直径（DBH）や樹高（H）のデータを基にして、ha 当たりの幹材
積蓄積量を幹材積表やアロメトリー式を用いて推定する。それらのデータを、カレイダグ
ラフや Excel 等のソフトを利用して、散布図にプロットし、回帰曲線や近似曲線を作成す
ることによって、プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を作成する。
5.3.2 各層の ha 当たりの幹材積量（Vj,i,t /ha）を特定
作成したプロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を用いて層 i の該当林齢における ha
当たりの幹材積量（Vi,t /ha）を特定する。
なお、算定対象地内において、地位級ごとの収穫予想表／成長曲線が利用可能な場合は、
それらを用いて層 i の ha 当たりの幹材積量を特定する。

10

詳細については、J-VER のモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）を参照。
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5.3.3 ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定
上記で特定した各層の ha 当たり幹材積（Vi,t /ha）を基にして、容積密度（D）、バイオマ
ス拡大係数（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する（上述の 4.2.2 と同様、
式 8 を参照）
。

5.4 年平均幹材積成長量（MAI）を用いて推定する方法
算定対象地内における各層の ha 当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を用いて、下
記の通り、ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t /ha）を
推定する。
5.4.1 各層の ha 当たりの平均幹材積成長量（MAIi,j /ha）を特定
統計学的に設計されたサンプリング調査（4.1 参照）または標準地調査（4.2 参照）等に
よって、算定対象地の各層における ha 当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を特定す
る。または、ha 当たりの出材実績から伐期齢における ha 当たりの年平均幹材積成長量（MAIi
/ha）を特定する。
5.4.2 各層の ha 当たりの幹材積量（Vi,t /ha）を特定
上記で特定した各層の ha 当たりの年平均幹材積成長量（MAIi /ha）を基にして、それに
林齢（Agei）を掛けることにより、ある時点 t における各層の ha 当たり幹材積（Vi,t /ha）
を算出する（式 9）
。
Vi,t /ha ＝ MAIi × Agei ・・・(9)

Vi,t /ha

ある時点 t における層 i の ha 当たり幹材積（m3/ha）

MAIi

階層 i における ha 当たり年平均幹材積成長量（m3/ha）

Agei

階層 i における林齢（年生）

4.4.3 ある時点 t における層 i の ha 当り樹木地上部・地下部バイオマス（Bi,t/ha）の推定
上記で算出したある時点 t における各層の ha 当たり幹材積（Vi,t /ha）を基にして、容積
密度（D）
、バイオマス拡大係数（BEF）および地下部／地上部比（R）を用いて算出する
（上述の 4.2.2 と同様、式 8 を参照）。
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第 3 章 森林資源調査の方法
1.

実測調査プロットの配置
プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置する方法（統計
学的サンプリング）と林分を代表する場所に配置する方法（標準地調査11）がある。
なお、地位級ごとに層化が必要な場合は、地位級ごとにそれぞれ必要なプロット数を配
置する。

2.

実測調査プロットの形
プロットの形は、円形プロットならびに方形プロットのどちらでもよい。

3.

実測調査プロットの大きさ
円形プロットならその直径、方形プロットならその一辺が、プロット内植林木の成熟樹
高以上とする。

4.

実測調査項目
設定したプロット p において、以下の 3 つの項目（表 2）を実測調査する。
表 2．プロットにおける実測調査項目
実測調査項目
（1）

Ap

（2）

DBH

（3）

H

概

要

プロット p の面積（ha）
プロット p 内の全植林木の胸高直径
プロット p 内の植林木の樹高（15 本程度）
。DBH の最大級
から最小級までの個体がまんべんなく含まれるようにする

（1）ap の実測調査
コンパス等の測量機器、または高精度の GPS を用いた実地測量を実施してプロット p の
境界を特定し、プロットの面積（Ap）を算出する。
（2）DBH の実測調査
プロット p 内の全植林木について、直径巻き尺等を用いて胸高直径（DBH）を実測する。
（3）H の実測調査
プロット p 内の植林木について、15 本程度のサンプル木について樹高（H）を実測し、
胸高直径－樹高の関係式を導き出す。導き出した関係式を用いて、プロット p 内の全植林
木の樹高（H）を算出する。なお、サンプル木には DBH の最大級から最小級までの個体が
まんべんなく含まれるようにする。
以上
11

詳細については、J-VER のモニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）を参照。
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７．CO2 吸収量の算定方法

海外植林地における
炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量
評価認証システム
「二酸化炭素(CO2)吸収量の算定方法」

2011 年 x 月 xx 日 (Ver.1.0)
社団法人海外産業植林センター（JOPP）
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第 1 章 はじめに
1．目的
本算定方法は、海外植林地における C 蓄積量・CO2 吸収量評価認証システムにおいて、
海外植林地における CO2 吸収量を算定するための方法を定めるものである。
2．適用条件
本指針の算定対象地は、民間企業や NGO 等が海外で造成している植林地とし、プロジ
ェクトの実施地域や開始時期を問わないものとする。
第2章
1.

CO2 吸収量の算定方法

算定対象範囲

1.1 算定対象地の境界
別途定める「C 蓄積量の算定方法」と同じとする。
ただし、CO2 吸収量の算定期間である 2 時点間で対象となる植林地の面積が異なる場合
は、そのどちらの時点においても全ての植林地面積が含まれる区域を算定対象地とする。
1.2 算定対象とする炭素プール
別途定める「C 蓄積量の算定方法」と同じとする。
1.3 算定対象とする排出源
算定対象とする排出源は、CDM 植林のルールに準拠して、表 1 の通りとする。
表 1．算定対象とする排出源
排出源

ガス

算定対象として

正当性／根拠の説明

木質バイオ

CO2

含めない

ただし、木質バイオマスの燃焼時に発生する

マスの燃焼

CO2 排出量は、炭素プールにおいて、炭素蓄
積の変化量としてカウントする
CH4

含める

木質バイオマスの燃焼から発生する CH4 排出
量をカウントする

N2O

含める

木質バイオマスの燃焼から発生する N2O 排出
量をカウントする

2.

CO2 吸収量の算定式
CO2 吸収量の算定は、IPCC12の「土地利用、土地利用の変化及び林業に関するグッドプ

12

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)：気候変動に関する政府間パネル
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ラクティスガイダンス（GPG-LULUCF）」の蓄積変化法に準拠することとする。
海外植林地におけるある 2 時点（t1 と t2）の間の期間 T における CO2 吸収量は、算定
対象地内の t1 と t2 における総炭素蓄積量（CO2 相当量）の差から、プロジェクト実施に
より発生する上記 1.3 で規定した算定対象とする温室効果ガス（GHG）の排出量を差し引
いたものとする（式 1、図 1）。

⊿CO2T ＝ (Ct2, CO2 - Ct1, CO2) - GHGE,T ・・・(1)
⊿CO2T

ある 2 時点（t1 と t2）の間 T における CO2 吸収量（tonCO2／T）

Ct1, CO2

ある時点 t1 における総炭素蓄積量の CO2 相当量（tonCO2）

Ct2, CO2

ある時点 t2 における総炭素蓄積量の CO2 相当量（tonCO2）

GHGE,T

ある 2 時点
（t1 と t2）の間 T におけるプロジェクト実施による GHG
排出量（tonCO2／T）

ある時点
t1における
炭素蓄積量
の
CO2相当量

Ct1
(tonCO2-e)

ある時点
t2における
炭素蓄積量
の
CO2相当量

Ct2
(tonCO2-e)

ある期間
Tにおける
炭素蓄積量
の差
（CO2
相当量）

⊿CT
(tonCO2-e)

ある期間T
における
GHG排出量

GHGE,T
(tonCO2-e/T)

ある期間
Tにおける
CO2吸収量

⊿CO2,t
(tonCO2-e/年)

図 1．ある 2 時点（t1 と t2）の間 T における CO2 吸収量の算定方法

3.

ある時点 t における総炭素蓄積量を CO2 相当量へ換算する式
算定対象地内における、ある時点 t における総炭素蓄積量の CO2 相当量は、その時点に
おける総炭素蓄積量を下記式により CO2 相当量に換算したものとする（式 2）。
Ct, CO2 ＝ Ct × 44/12 ・・・(2)

Ct, CO2

ある時点 t における総炭素蓄積量の CO2 相当量（tonCO2-e）

Ct

ある時点 t における総炭素蓄積量（tonC）
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44/12

4.

炭素蓄積量を CO2 相当量へ換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

ある時点 t における総炭素蓄積量の推定
算定対象地内における、ある時点 t における総炭素蓄積量の推定は、別途定める「C 蓄積
量の算定方法」を参照すること。

5.

ある 2 時点（t1 と t2）の間の期間 T における GHG 排出量（GHGE,T）の推定
期間 T における GHG 排出量（GHGE,T）については、上記表 1 の通り、木質バイオマス
の燃焼時に発生する非 CO2 温室効果ガスである CH4 と N2O のみを算定対象とする。
木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2 温室効果ガスである CH4 と N2O の算定方法
は、CDM 植林の方法論支援ツール、「CDM 植林プロジェクト活動によるバイオマス燃焼
による非 CO2 温室効果ガス排出量の推定13」に準拠して下記の通りとする

5.1 木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2 温室効果ガス（CH4 と N2O）の算定方法
森林火災時などに木質バイオマスの燃焼から発生する非 CO2 温室効果ガス（CH4 と
N2O）の算定式は下記の通り（式 3）。
GHGE,T ＝ BBURN,T × CF × 44/12 × 0.07 ・・・(3)

GHGE,T

ある期間 T における木質バイオマスの燃焼から発生する GHG 排出

量の
CO2 相当量（tonCO2-e）
BBURN,T

ある期間 T における木質バイオマスの燃焼量（ton.d.m.）

CF

木質バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）（IPCC 規
定値）

44/12

炭素蓄積量を CO2 相当量へ換算するための係数（CO2 と C の分子
量比）

0.07

バイオマスの燃焼時に発生する CO2 量に対する非 CO2 温室効果ガ
ス（CH4 と N2O）排出量の比（IPCC 規定値）

5.2 火入れ地ごしらえ時に発生する非 CO2 温室効果ガス（CH4 と N2O）の算定方法
火入れ地ごしらえ時に林地残材の燃焼等により発生する非 CO2 温室効果ガス（CH4 と
N2O）の算定式は下記の通り（式 4）。

13

http://cdm.unfccc.int/Reference/tools/index.html よりダウンロード可。
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GHGE,T ＝ BHARVEST,T × fBL × CF × 44/12 × 0.07 ・・・(4)

GHGE,T

ある期間 T における木質バイオマスの燃焼から発生する GHG 排出
量の CO2 相当量（tonCO2-e）

BHARVEST,T

ある期間 T における出材量のバイオマス（ton d.m.）

fBL

出材量に対する林地残材率

＝ 0.10（温帯林）、0.25（熱帯林）

（IPCC 規定値）
CF

木質バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）（IPCC 規
定値）

44/12

炭素蓄積量を CO2 相当量へ換算するための係数（CO2 と C の分子
量比）

0.07

バイオマスの燃焼時に発生する CO2 量に対する非 CO2 温室効果ガ
ス（CH4 と N2O）排出量の比 （IPCC 規定値）
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８．審査運営員会の設置規定

社団法人海外産業植林センター（JOPP）
海外植林地における炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量評価認証システム
「審査運営委員会設置規定」
第 1 条 総則
本規定は、海外植林地における炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量評価認証システムの運営の
ため、ルールやガイドラインの策定等システム全般の整備や、算定方法、算定結果報告書の
審査・承認等を行う審査運営委員会の手続きにつき定めたものである。
第 2 条 業務
審査運営委員会は、以下に掲げる職務を行う。
① C蓄積量・CO2吸収量評価・認証システム構築委員会14での検討に基づき、社団法人海外
産業植林センター（JOPP）が作成した本システムのガイドライン等（システム実施ガイ
ドライン、審査ガイドライン等）およびシステムの運用規定全般について審議し、適切と
認められる場合は承認する。
② 申請者から提出されたプロジェクト概要書、算定報告書等の審査を実施し、適切と認めら
れる場合は承認する。
第 3 条 委員の任用等
1．委員の任用
① 審査運営委員会の委員は、本評価認証システムの運営主体であるJOPPにより任命され
る。
② 委員の任期は、第1 回会合より年度末日までとし、再任も可とする。
③ 委員による審査運営委員会への出席は個人による資格とする。
2．その他
① 委員による審査運営委員会の活動に必要となる費用については、別に定める基準に従い、
事務局がこれを負担する。
② その他の必要な事項については、別途これを定める。
第 4 条 委員長及びその他の役職者
① 審査運営委員会は、委員長を選出する。
② その他の必要な活動に必要な役職者の任命については、審査運営委員会がこれを決定す
る。

同委員会は，JOPP により外部有識者をメンバーとして平成 21 年 7 月に設置され，本システ
ムの構築について検討を行った
14
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第 5 条 会合の開催
① 審査運営委員会は、必要に応じて会合を開催する。
② 審査運営委員会において審議する議題については事務局により提案され、審査運営委員
会がこれを承認する。
③ 会合の開催については、全体の3 分の2 以上の委員による出席をもって行われる。なお、
欠席委員による委員長委任状の提出については、出席とみなす。
④ 審査運営委員会は必要に応じて、電磁的方法又は書面による審議を行うことができる。
第 6 条 審査運営委員会の決定
① 審査運営委員会における決定は、原則として、コンセンサス方式により採択される。
② ①による決定の採択が困難な場合は、出席委員の過半数以上の賛成を可決の要件とする
投票により決定が行われる。
③ 審査運営委員会は、必要に応じて、電磁的方法又は書面による決定を行うことができる。
第 7 条 免責事項
審査運営委員会および委員個人は、審査運営委員会の決定の結果生ずるいかなる問題につ
いても一切の責任を負わない。
第 8 条 本規則の改正
本規則の改正については、審査運営委員会委員の過半数以上の委員の意見を受けた決定に
基づき行われる。

58

なお、本評価認証システムの審査運営委員会の委員は、検討委員会のメンバーを基本にして、
下記の通りを予定している。検討委員会のメンバーである王子製紙株式会社（辻本委員）
、日本
製紙株式会社（松本委員）は、本評価認証システムの申請者となる可能性があり、その場合は
利害関係者となるので、審査運営委員会のメンバーには入っていない。
＜審査運営委員会の委員（予定）＞
委員長

天野 正博

早稲田大学人間科学学術院教授

委員

小林 紀之

日本大学法科大学院教授

松本 光朗

森林総合研究所研究コーディネータ

邊見 達志

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング株式会社

野村 恭子

あらた監査法人／サステナビリティ

９．考察
本評価認証システムの構築にあたっては、広く普及することを最優先目標として、できる限
り対象範囲を広くし、簡易・低廉かつ信頼性が担保された評価認証システムとした。ただし、
簡易・低廉なシステムとした分、CO2 吸収量の信頼性の担保については、現行のオフセット・
クレジット制度である CDM 植林、VCS や J-VER 等が採用している「第三者審査機関による
検証」は採用していない。また、CDM 植林や VCS 等が採用している CO2 吸収量について「統
計学的精度」による保証基準も必須とはしていない。
CO2 吸収量の評価認証システムの構築に当たっては、そもそも“簡易さ・低廉さ”と“信頼
性の担保”とは、背反（トレードオフ）の関係にある。本評価認証システムにおける“信頼性
の担保”に関する考え方を以下に示す。
（１）統計学的精度について
CDM 植林や VCS 等の国際的なオフセット・クレジットは、CO2 排出量と相殺されるので、
1 トンの CO2 吸収量が、1 トンの排出量と同等でなければならない。そこで、①統計学的に設
計されたサンプリング調査を利用する方法を採用し、統計学的な精度を示すことで定量的な信
頼性を担保している。また、国内のオフセット・クレジットである J-VER では、統計学的な精
度は示していないが、②保守的な標準地サンプリング調査方法に基づき、公的機関等が作成し
た収穫予想表／成長曲線を保守的に選択することで CO2 吸収量の過大評価を避け信頼性を担
保している15。
上述の①、②には、CO2 吸収量の算定のために追加的な調査が必要となることから申請者の
負担が大きい。そこで、本評価認証システムでは、前述の通り、C 蓄積量／CO2 吸収量の算定
方法として、上記①、②に加えて、製紙各企業が産業植林地において、収穫予測に一般的に使
用している下記の算定方法も採用した。

15

J-VER モニタリング方法ガイドライン（森林管理プロジェクト用）Ver. 2.1 を参照
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③プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線を作成して利用する方法
④年平均幹材積成長量（MAI）を利用する方法
しかしながら、上記③、④については、CO2 吸収量／C 蓄積量の統計学的精度を示すのが困
難であるとともに、プロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線もしくは年平均幹材積成長量
（MAI）を算定に用いる場合は、それが適正かどうかについても、第三者が客観的に評価する
ための基準がない。
そこで、本認証評価システムでは、申請者がプロジェクト固有の収穫予想表／成長曲線もし
くは年平均幹材積成長量（MAI）を算定に用いる場合は、申請者が実施した調査の元データを
提出し、それらを総合的に検討して、専門家判断（エキスパート・ジャッジメント）によって、
適正かどうかを審査することとした。
（２）第三者審査機関による検証について
現行のオフセット・クレジットであれば、CO2 吸収量の信頼性を担保するために、第三者審
査機関による検証が実施される。第三者審査機関は、申請者より提出された申請書類およびモ
ニタリング報告書について、記載内容に関する証拠資料（evidence）を集めて現地審査を含む
検証を実施することが必須とされている。しかしながら、本評価認証システムでは、簡易・低
廉なシステムとしたため、第三者審査機関による現地審査を含む検証は実施せず、実施運営主
体である JOPP が申請書類を机上で事前確認した上で、有識者による審査運営委員会が机上で
審査を実施し、適正かどうかを判断するシステムを採用している。
その際、オフセット・クレジットについての机上審査であれば、申請書類の記載内容につい
て証拠書類の点検が必要となる。本評価認証システムはオフセット・クレジットを発行しない
ことを前提としており、簡素化の観点から、申請書の記載内容については、JOPP の事前確認
ならびに審査運営委員会の審査において、専門家判断（エキスパート・ジャッジメント）によ
って適正であると判断された場合には証拠書類の提出は必要ないこととした。もし、申請書類
に記載された内容からは適正であるかどうかが判断できない場合に限り、JOPP が申請書類を
確認する段階、もしくは審査運営委員会の委員へ申請書類を事前送付し事前確認の段階で、申
請者に追加資料として証拠書類の提出を求めることができ、それらを用いて審査を実施するこ
ととした。
（３）透明性について
現行のオフセット・クレジットであれば、CO2 吸収量の算定に用いたデータ、パラメータや
申請書類については、原則、ホームページで公開され、パブリックコメント等を受け付けるこ
とにより、審査の透明性を確保している。
本評価認証システムにおいては、パブリックコメントは実施しないが、CO2 吸収量の算定に
用いたデータ、パラメータや申請書類については、原則、ホームページで公開する予定である。
その際の懸案事項として、企業秘密に関わるデータやパラメータ等の取り扱いについて、検討
委員会で指摘があった。検討の結果、本評価認証システムにおいては、企業秘密に関する事項
については、運営主体である JOPP ならびに審査運営委員会内の機密事項とし、一般公開する
60

際には別途考慮することとした。
（４）まとめ
前述の通り、現在、製紙業界では、関係企業各社が海外植林地の CO2 吸収量をそれぞれの方
法で算定し、CSR 報告書へ記載、および製紙連合会へ報告している。それが本評価認証システ
ムの構築を通して、CO2 吸収量／C 蓄積量の算定方法が業界基準として明示され、実際に評価
認証されることにより、それらの報告値の信頼度（透明性、正確性、一貫性、比較可能性、完
全性）が向上すると考えられる。
平成 21 年度から検討を進めてきた本評価認証システムは、平成 22 年度をもって初版が完成
した。今後は、本評価認証システムの普及へ向けて、JOPP のホームページでの公開や様々な
メディア・機会を利用して、広告宣伝に努めるとともに、海外植林事業関係者への周知徹底す
ることにより、第 2、第 3 の認証事例が出てくることが期待される。
実際に、認証事例が増えていく中で、本評価認証システムも修正が必要な部分が出てくると
予想される。今後は、当初の目的である、
「できる限り対象範囲を広くし、簡易・低廉かつ信頼
性が担保された評価認証システム」という基本方針に沿って、修正する部分は修正して、より
良い評価認証システムとして改善が期待される。
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第３章 海外植林地における CO2 吸収量のオフセット・クレジット化への検討
１．検討の背景
近年、企業の社会的責任（CSR：Corporate Social Responsibility）への要請が高まり、環境
分野では温室効果ガスの排出削減や、生物多様性保全への配慮等が特に注目を集めている。
製紙業は原料として木材チップを必要とすることから、環境負荷に関する CSR 活動に積極的
に取り組んでいる。また、経団連の一翼を担う業界団体として、製紙業界における環境自主行
動計画（1997 年）、低炭素社会実行計画（2010 年）を策定し、温室効果ガス排出の削減、低炭
素社会の実現に向けた取り組みを行っている。この低炭素社会実行計画の中では、削減目標と
ともに、吸収源造成目標として「2020 年度までに所有又は管理する国内外の植林地の面積を、
1990 年度比で 52.5 万 ha 増の 80 万 ha」と提示している。本事業による CO2 吸収量・炭素蓄
積量の評価方法の検討は、こうした業界の取り組みを定量的に評価する方策として開始された。
この章では、さらに本事業で評価した CO2 吸収量・炭素蓄積量をオフセット・クレジット化
することの可能性について検討する。
２．検討の目的・方法
本章では、製紙企業各社の吸収源造成の取組みの一層の促進のためのインセンティブとして
オフセット・クレジット化することを想定し、考慮すべき制度設計等について整理・分析を行
うことを目的とする。
昨年度の検討結果等を基に、国際的潮流等の外的要素、および海外産業植林の特徴等の内的
要素を勘案して、オフセット・クレジット化の方向性について検討を行う。

図 6-1 オフセット・クレジット化に関する検討のイメージ図
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３．オフセット・クレジット化について
（１）オフセット・クレジットとは
平成 21 年度の海外植林地における炭素蓄積量・CO2 吸収量の評価・認証制度の検討におい
て作成された「スタンダード」の中でも、理念として以下の内容が挙げられている。


適切かつ持続的に炭素の固定・吸収活動を管理し、持続的な森林経営を拡大、促進する。



そのため、本制度では今後新たに植林される森林（新規植林・再植林）の拡大・促進の

みならず、既存の植林事業の森林管理の促進にも資するものとする。


上記を行い、活性化させる仕組みとして、CO2 吸収量・蓄積量の認定制度を整備する。

さらに、インセンティブとしてのオフセット・クレジットの付与も将来的に目指すこととする。
上述のように、
「スタンダード」においては CSR 的な取り組みから踏み込んで「オフセット・
クレジット」について言及されている。オフセット（offset）とは、相殺・埋め合わせという意
味である。ここでは、海外植林地の活動から「カーボン・オフセット」に利用する「クレジッ
ト」を発行する事を目指している。
「カーボン・オフセット」とは、
「自分の温室効果ガス（GHG）
排出量のうち、どうしても削減できない量の全部又は一部を他の場所での排出削減・吸収量で
オフセット（埋め合わせ）すること」16である。また、環境省の「我が国におけるカーボン・
オフセットのあり方について（指針）
」17において、カーボン・オフセットに利用するクレジッ
トとして、信頼性を構築するため、①確実な排出削減・吸収があること、②温室効果ガスの吸
収の場合その永続性が確保されていること、③同一の排出削減・吸収が複数のカーボン・オフ
セットの取り組みに用いられていないこと等の基準を満たしていることが必要とされている。
カーボン・オフセットは、それに利用するクレジットの様態によって①市場流通型および②
特定者間完結型の二つに大別されている。①市場流通型は、市場を通じて流通するクレジット
を活用し、②特定者間完結型は市場を通さずに直接特定者間のみで実施される。
また、カーボン・オフセットの目的によって(a)コンプライアンスと(b)ボランタリーに類別で
きる。(a)コンプライアンスとは、何らかの排出削減義務が課されている状況において、オフセ
ットによってそれを達成しようとすることである。一方の(b)ボランタリーは、義務ではないが
自主的に排出削減を実施するためにカーボン・オフセットを行うことである。
（２）昨年度の検討結果
平成 21 年度事業の中では、オフセット・クレジット化について、次のような方針が示されて
いる。
①スタンダードに照らして認証される。
②独立した第三者機関に検証を受ける。
③環境省の「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方」に定めるボランタリーなカ
ーボン・オフセット活動での使用を想定する。
④登録簿の中で管理される。

環境省, 2009「特定者間完結型カーボン・オフセットの取組に係る信頼性構築のためのガイド
ライン(Ver.1.0)」
17 環境省、2008「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）
」
16
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つまり、市場流通については言及していないが第三者機関の検証によって信頼性を高めボラ
ンタリーな活用を図るということである。制度の具体的な中身については、永続性や追加性、
リーケージの詳細について再度検討が必要としている。また、ディスカッションポイントとし
て、REDD+等の国際議論の進捗との整合を図ることや、国内の既存制度からのオフセット・ク
レジットとの整合性や性質の同等性等について再度検討すること、とされていた。
（３）今年度検討内容
そのため、平成 21 年度事業の成果の中で示された方向性である、
「ボランタリーなカーボン・
オフセット活動での使用」に加えて、今年度事業では、近年急速に注目を集めている REDD+
や、日本が独自の枠組みとして打ち出している二国間スキームなども視野に入れた検討を行っ
た。検討の主な項目は図 6-1 に示した項目である。
本事業によって創出されるオフセット・クレジットの用途としては以下の表 6-1 のようなも
のが想定される。
表 6－1. オフセット・クレジットの用途
用途

備考

ボランタリーなカーボン・オフセット

今後クレジット化の検討及び制

経団連／製紙連合会の低炭素社会実行計画における排

度実施側との交渉が必要

出量削減目標の達成
日本国地球温暖化対策推進法における温室効果ガス算
定・報告・公表制度
国連気候変動枠組条約・京都議定書の排出量削減目標の
達成
４．海外産業植林による CO2 吸収・蓄積量評価の現状
製紙連合会が策定した低炭素社会実行計画の中でも CO2 吸収量・蓄積量について言及がある
ように、すでに各製紙企業が自社の方法で CO2 吸収量・蓄積量を算定した結果が報告・集計さ
れている。しかし現状においては各製紙企業が用いる吸収量算定基準は統一されておらず、そ
れを集計した場合には業界の成果を明確に定量的評価できないという問題がある。そのため、
統一的な算定・評価方法の確立が必要である。
すでに確立されている算定方法として、京都議定書における市場メカニズムのひとつの A/R
CDM がある。A/R CDM は新規植林/再植林による二酸化炭素吸収量をオフセット・クレジット
化するための制度である。同制度によるクレジットは、国際的な取引が可能であり、京都議定
書の削減目標に貢献することができる社会的信頼性のあるクレジットである。しかし、クレジ
ットの信頼性を維持するがゆえ追加性の要求や期限付きクレジットなど制度的制約が多く、登
録された A/R CDM プロジェクトの件数は 2011 年 3 月時点で 21 件と、3000 件近く登録され
ている排出源 CDM に比べ少ないのが現状である。
特に海外産業植林を A/R CDM 化する際に大きな問題になるのが追加性の証明である。A/R
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CDM は、
「CDM の制度がなかったとしても実施されるであろう植林活動」は対象としないこ
とから、採算が成り立っているとみなされる産業植林は対象となりにくい。また、クレジット
化にあたっては透明性確保の観点から情報公開が必要となるが、算定に必要な幹材積成長曲線、
MAI 等は企業秘密であって公開は困難であることもクレジット化が進まない理由のひとつで
ある。
海外産業植林をクレジット化するにあたってはこうした海外産業植林の特徴に配慮した制度
設計が必要となる。
海外産業植林地は、環境植林地と比較すると以下の 3 つの特徴があげられる。
①企業による植林地の管理体制が強固
②単一樹種の一斉造林が多く、成長が比較的均一で炭素蓄積量の推定が容易
③植林事業を継続している間は炭素蓄積量のモニタリングが継続的に可能
５．既存クレジット制度の検討
（１）A/R CDM
①特徴
A/R CDM は、京都議定書の柔軟性メカニズムのひとつ、クリーン開発メカニズムの中で吸
収源分野の活動である新規植林・再植林による CDM 活動を指す。プロジェクト活動の対象地
として認められるためには土地適格性の条件があり、新規植林活動については過去 50 年間非森
林である土地、再植林活動については 1989 年末に非森林である土地に限定されている（ここ
でいう「森林」は各ホスト国が CDM 理事会に報告した定義による）。また、
「CDM によるイン
センティブがなければ植林が実施されなかった」という追加性の証明が必要であることや、ク
レジットが期限付きで一定期間を経過すると失効するという性質であることから、登録プロジ
ェクトはまだ少ない。
②海外産業植林への適用
海外産業植林を A/R CDM 化するに当たっては特に対象地の土地適格性と追加性証明が障壁
となっている。1990 年以降に非森林化したような土地や、もともと植林地だった土地などにお
ける事業は対象とならないうえに、企業活動として採算が取れている状態では追加性証明が困
難となるからである。
（２）REDD+
①特徴
REDD＋は、本来の REDD を指す「森林減少・劣化防止」と、プラス部分の「森林保護・持
続的管理・炭素蓄積増加」を合わせた活動・概念である。そもそも REDD は森林減少・劣化が
進行している途上国において、その進行を遅らせる・食い止めることにより、
「そうした取り組
みがなかった場合の参照レベル」と実際の森林蓄積の変化を比較し、差分をクレジットとして
インセンティブを与えるという発想の枠組みである。これに、積極的に炭素蓄積量を増やすよ
うな活動を加えて REDD+と称されている。しかしプラスの部分の具体的な内容についてはま
だ国際議論の結論が出ていない。
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現在は、セーフガード等を含めた制度について気候変動枠組条約の下の特別作業部会で議論
が進められている。制度自体は国レベル（または準国レベル）での参照レベルの構築する方向
で議論が進んでいるが、現在プロジェクトレベルで実施されている実証事業等を制度の中にど
う組み込むか制度的な橋渡しはまだ結論が出ていない。
②海外産業植林への適用
参照レベルをどう設定するのか（プロジェクトエリアのものを設定するのか、周辺地域等の
ものを適用するのか）や国の制度の中にどう組み込むか、地域住民や生物多様性への配慮（セ
ーフガード）にどう対応するか、等の課題をクリアする必要があるが、まだ詳細が決定してい
ない状況である。
（３）二国間クレジット制度
①特徴
二国間クレジット制度とは、日本政府と途上国政府の間で協定を結び、日本から排出削減技
術等で協力する代わりにそれによる削減量を日本と途上国で折半し、日本の削減努力の成果と
して活用することを目的とした枠組みである。この枠組のためのパイロット事業が平成２２年
度から経済産業省主導で行われ、採択された３０件のうち４件が REDD+分野であるなど、森
林分野が期待されている役割は大きい。採択された内容は天然林の保護や植林事業などまだ内
容は幅広く、今年度の結果を受けて方法論として整理されていくと考えられる。ただし、国際
的に受け入れられるには、現行の A/R CDM で要求される追加性の基準等や、今後議論される
REDD+との整合性が必要になると考えられる。
②海外産業植林への適用
日本と相手国との合意で成り立つ制度であり、CDM 等と同様に第三者検証の実施や適切な
方法論の構築等を行うことで、海外産業植林への適用も可能になると考えられる。しかし、排
出削減の目標達成への利用を謳っているため、追加性についての説明は必要であり、対応の検
討が必要である。
（４）国内排出量取引制度
①特徴
日本でも、国全体の排出削減目標を達成するため、排出量の大きい企業に対して排出量の制
限（キャップ）を加えた上で、その余剰が発生した際にはそれを取引できる枠組みの構築が検
討されている。この制度は、義務を課すことによって排出削減の取り組みが促進されると同時
に、より費用対効果が高い分野や企業で一層の排出削減が進むという利点がある。EU やニュ
ージーランドがすでに導入している他、アメリカやオーストラリアなどの先進国も導入に向け
た準備を進めている。ニュージーランドのように、林業部門も対象として組み入れられている
制度もあるが、多くは制度の外から「外部クレジット」として取り入れる形で吸収減を位置付
けている。日本での検討においても、費用負担措置の一環として外部クレジットの利用も議論
されているが、
「活用できるクレジットは、国際的な枠組に基づく、又は国際的に活用されてい
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る基準（例：ISO）に準じる算定・検証・報告の仕組みが確立している等必要な条件を考慮し
つつ、特定する必要がある。また、外部クレジットを活用できる量についても、一定の上限を
設ける必要がある」18としている。また、国内の森林吸収源については 2013 年以降の枠組みの
位置づけや二重計上回避の観点等を踏まえて採否を検討する必要があるとされている。
②海外産業植林への適用
制度は国内での削減を対象としているため、海外における植林活動による吸収量が国内の工
場における排出削減量と同等に評価されることは困難であると考えられる。外部クレジットと
して利用できるような制度を構築するという方向性が考えられるが、国際的制度との質的な差
があってはならないということで、同様の追加性や検証等の対応が必要であると考えられる。
（５）VCS：Verified Carbon Standard
①特徴
VCS は、The Climate Group, the International Emissions Trading Association (IETA)およ
び the World Business Council for Sustainable Development によって設立された VCSA によ
って運営されている、ボランタリー・クレジット制度である。A/R CDM が途上国しか対象地
とできないのに対し、先進国・途上国双方を対象とできることや、ISO をベースにした制度設
計や CDM と共通の方法論・ツール等による信頼性を背景にボランタリー・クレジットの中で
最も大きなシェアを持っている。対象となっている活動は、ARR（新規植林・再植林・植生回
復）や IFM（森林経営）に加え、REDD（森林劣化・減少からの排出削減）も含んでいる。す
でに 1 件 REDD のクレジットを発行するなど先進的な取り組みが行われており、現在二国間ク
レジットのパイロット事業で REDD+を実施している中に VCS をベースとしたものも多い。ま
た、再植林の土地適格性条件が「過去１０年間非森林」であることとして A/R CDM の 1989
年末の条件よりも緩和されていることや、CO2 吸収量の一部をバッファーとして差し引いてク
レジットを発行することによって非永続性の問題を解決している点などが A/R CDM との相違
となっている。
②海外産業植林への適用
追加性については A/R CDM 同様に要求されるが、対象となる活動が新規植林・再植林だけ
でなく森林経営などにも広げられており、既存植林地の買収等による植林地でも実施が可能と
なる可能性がある。
（６）まとめ
以上の制度についてまとめると表 6-2 のとおりである。
REDD+、二国間クレジット、国内排出量取引制度はまだ制度が決まっていないが、どれも国
際的な排出削減目標との関連を有していることから、現行の A/R CDM 等の国際的コンプライ

中央環境審議会地球環境部会国内排出量取引制度小委員会、2010「我が国における国内排出量
取引制度の在り方について（中間整理）
」
18
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アンス制度に準じた要件が求められると考えられる。したがって、実績のある A/R CDM を前
提としたクレジット化の検討は必要である。また、VCS の制度もボランタリーでありながら確
実にカバーする範囲を広げて存在感を増しつつあり、バッファーなどの独自の仕組みは検討の
必要がある。この二つの制度の構成要素を参考にし、海外産業植林の特徴と併せて考えること
で本事業のクレジット化について検討する。
表 6－2. 既存・検討中のオフセット・クレジット制度間の比較
A/R CDM
対象地域

途上国

REDD+
途上国

二国間クレ

国内排出量

ジット

取引

（協定を結

日本（外部ク

先進国・途上

んだ）途上国

レジット未

国

VCS

定）
取引範囲

世界

世界

日本・途上国

日本

世界

対象活動

新規植林・再

REDD+

（REDD+）

未定

ARR、IFM、

植林
備考

REDD

国連の枠組

国連の枠組

国連の枠組

国内の制度

基本的には

み。追加性等

み。国レベル

みと同等の

だが、クレジ

A/R CDM と

の条件あり。 での枠組み。 信 頼 性 が 必

ットには国

同等だが土

要となる見

際的制度同

地適格性等

込み。

様の信頼性

緩和した部

必要

分が併存。

海外産業

追加性、土地

国際制度が

REDD+ と し

外部クレジ

活動の種類

植林への

適格性、期限

未定。プロジ

て検討の余

ットのひと

やバッファ

適用

付きクレジ

ェクトレベ

地あり。ただ

つとして検

ーなど CDM

ット等が障

ルの評価法

し国際的承

討の余地あ

よりは適用

壁

未定

認は今後。

り

しやすい
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６．オフセット・クレジット化の方向性
（１）目的・用途
3.で述べたとおり、昨年度の検討ではボランタリーなオフセットへの活用を想定していた。
しかし、二国間クレジット等のスキームが議論され始めている状況を鑑み、こうしたコンプラ
イアンス・スキームでの活用の可能性も視野にいれて検討を行った。
オフセットの枠組みと、クレジット生成の枠組みの組み合わせの検討結果は表 6-1 の通りで
ある。独自クレジットが二国間クレジットや国内排出量取引制度において活用可能なものとし
て認められるかどうかも含め、今後の議論の行方を注視し柔軟な対応が必要である。
表 6-1 オフセットの用途とクレジット生成スキーム

目 的

カーボン・
オフセット

独自ボランタリーオ
フセット
経団連・製紙連合会
の排出削減目標

（独自クレ
ジット）

クレジット生成スキーム
国連制度
日本国制度
（国内排
（二国間ク
A/R CDM
（REDD+）
出量取引
レジット）
制度）

その他
VCS

◯

◯

◯

◯

◯

◯

△・◯

◯

？

◯？

◯？

☓

日本の排出削減目
標（議定書）

☓

◯
（補填義務
あり）

CP1：☓
将来：
◯？

◯（国際
的承認
後）

☓

☓

日本国内
排出量取引制度

△

◯？

◯？

△

◯

☓

◯：利用可、△：要交渉、☓：利用不可、？：未定
（網掛け部分）は、現在検討中のもの

（２）組織体制
オフセット・クレジット化した場合の、運営組織の体制について、検討委員会での議論や審
査機関等への聞き取りを基に検討を行った。
その結果、以下のような方向性を得た。
・クレジット化するには、適切に能力を有した第三者機関による審査が不可欠
・運営組織（事務局）も、日本製紙連合会や海外産業植林センターとは別組織とすべき
（３）適用条件
オフセット・クレジット化の対象となる海外植林地の条件について検討を行った。検討は、
クレジット化に際して議論となる「土地適格性」および「追加性の取り扱い」について行った。
(i)土地適格性
土地適格性とは、プロジェクト対象地の植生状況について限定を加えることによって、“ク
レジット獲得のために天然林を伐採して植林していない”ことを担保するためのルールであ
る。A/R CDM、VCS のそれぞれの制度における土地適格性への対応は表 6-2 の通りである。
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A/R CDM の場合、京都議定書が 1990 年を排出削減の基準年としているため、1989 年末非
森林が条件となっているが、ボランタリーでの利用を前提とする VCS 等はこれに縛られてい
ない。また、海外植林地は、非森林で実施される場合も多いが、既存の植林地等の買収・レ
ンタルの場合もある。A/R CDM の場合、既存森林での活動は現在認められていないが、VCS
は IFM（森林管理の向上）という枠組みで認めている。
本事業によるオフセット・クレジットの場合、その目的・用途によって設定を検討する必
要がある。
表 6-2. 土地適格性
制度
A/R CDM

適格地
1989 年末時点及び活動開始
時点で、非森林地
(ARR)活動開始時点で、過去

VCS

10 年間非森林地
(IFM)活動開始時点で植林地

対象地

実施面

極めて少ない

非常に困難

(ARR)少ない

（ARR)困難

(IFM)比較的多い

（IFM)やや困難

(ii)追加性の取り扱い
追加性とは、プロジェクトを実施することによってはじめて炭素蓄積の増加が認められる
ことである。それぞれの制度の追加性の取り扱い及びクレジットによる追加的な排出量のオ
フセットに関しては表 6-3 の通りである。
この条件は、A/R CDM において、植林活動が「BAU（Business as usual）＝通常の営利
活動）
」ではなく、CDM によるクレジット収入がなければプロジェクトが実施されない、つ
まり追加的な CO2 の吸収である、という証明のために要求されるものである。海外産業植林
においても、クレジット化する場合は追加性が求められるので、対処が必要である。しかし
CDM 植林と同様に、投資分析を実施すると証明が困難になると想定される。そこで、
「これ
までは植林活動を妨げていた障壁（バリア）があった」ことを説明するバリア分析や、
「こう
いう活動は追加性がある」というポジティブリスト方式を検討する必要がある。
表 6-3. 追加性の取り扱い
制度

追加性の取り扱い

クレジットによる追加的な排
出量のオフセット

・ベースラインよりも炭素蓄積が増加
A/R CDM

・この制度があって初めてプロジェクトが成

できる

立（投資分析 or バリア分析）
VCS

同上

同上
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（４）対象活動
A/R CDM は新規植林／再植林を、VCS は ARR（新規植林・再植林・植生回復）と IFM（森
林経営）および REDD（森林減少・劣化による排出の削減）を対象としている。
本事業によるクレジット化の対象としてはどれも適当と考えられるが、REDD の場合は参照
レベルを設定する必要があり、その方法も検討する必要がある。
（５）算定方法
算定方法については、
「モニタリング・算定方法（不確実性への対処）
」
「ベースライン順吸収
量の取り扱い」について検討を行った。
(i) モニタリング・算定方法（不確実性への対処）
工場等の計測可能な排出と異なり、植林地の成長は樹木毎・林分毎に均一ではない。その
ため、CO2 吸収量の算定においてはクレジット化可能な信頼性を確保するため不確実性への
対処が重要である。それぞれの不確実性への対処とその利点・不利点は表 6-4 の通りである。
海外産業植林地においては、出材積の把握が各植林地において行われているため、これを
利用した方法が最も実態に即したものになると考えられる。ただし、そのデータをそのまま
利用することには企業秘密等への配慮から問題があり、出材積をもとに地位を判別したうえ
で成長曲線を利用するなどの工夫が必要である。
表 6-4. 不確実性への対処
制度

不確実性への対処
-地上調査による統計的サ

A/R CDM

VCS

ンプリング

利点

不利点

客観的基準（信頼区間・ プロット数が多くなり、
標準偏差）を用いて信頼 労力・コストの負担が大

-過大評価しないよう配慮 性を担保

きい

同上

同上

同上

(ii) ベースライン純吸収量の取り扱い
ベースラインとは、プロジェクトがなかったと仮定したときの純 GHG 吸収量のシナリオ
（年次的な変遷）のことである。プロジェクトを実施した場合の年次的な変遷は、プロジェ
クトシナリオと呼ばれる。同年の両シナリオの差がクレジットとなり、以上をまとめて、ベ
ースライン&クレジット（B&C）方式と呼ぶ。それぞれの制度におけるベースラインの純吸
収量の取り扱いについては、表 6-5 の通りである。
海外産業植林地の場合でもベースライン純吸収量は A/R CDM 等と同様に差し引くべきで
あるが、A/R CDM においても今後標準化ベースラインの導入が検討される見込みであり、
適切なものであればデフォルト値の利用等の簡素化の方法は検討されるべきである。
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表 6-5. ベースライン純吸収量の取り扱い
制度

ベースライン純吸収量の取り扱い

A/R CDM

現実純吸収量から差し引く（B&C 方式）
同上

VCS
（６）審査基準

ISO 等国際的基準に基づいた審査基準を設定し、審査機関も CDM における DOE 資格や
ISO 資格を有する機関に依頼することとする。また、保証水準には「合理的保証」
「限定的保
証」の 2 種類があるが、クレジット化の用途にあわせ再度検討する必要がある。
（７）クレジット発行方法
CO2 吸収によるカーボン・オフセットを行う際には、特定者間完結型であっても非永続性
への対処が必要となる。これは、大気中から吸収した CO2 が伐採、山火事等により大気中へ
再放出された場合のことを考慮することである。それぞれの制度の非永続性への対処とそれ
に伴う利点と不利点は表 6-6 の通りである。
海外植林地においては、オフセットに利用したいという目的および企業により長期的に管
理が継続され伐採や山火事の影響も少ないという実態から、バッファー方式で十分であると
考えられる。バッファー方式とは、事業年数やリスク等に応じてクレジットの一部を差し引
いてプールしておき、再放出に備える制度である。
表 6-6. 非永続性への対処
制度

A/R CDM

非永続性への対処

利点

期限付きクレジッ

獲得クレジット

ト

量が多い
補填の必要なし。

VCS

バッファー（保険） 市場で取り扱い
易い

不利点
期限切れる前に補填義務。別途補
填用クレジットが必要になるなど
市場で取り扱い困難
保険で取られる分だけ獲得クレジ
ット量が少ない

７．まとめ
海外産業植林地における CO2 吸収量のオフセット・クレジット化の方向性としては、独自の
ボランタリー・クレジットとするか、現在検討されているコンプライアンス・スキーム（二国
間クレジット、国内排出量取引等）に対応可能なクレジットとするか、の二通りが想定される。
しかしここまでの分析のとおり、新スキームにおいても既存制度と同等の信頼性が求められる。
表 6-7 に、現行制度の概要とその適用範囲をまとめる。今後も議論の進展によって柔軟な対
応が必要であり、利用するスキームによってさらなる検討が必要である。
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表 6-7 想定されるクレジット化の方向性の例

例1

例2

例3
国内排出量取引制

・目的・用途

独自オフセットでの

二国間クレジット化

度での外部クレジッ

活用

を目指した仕組み

ト化を目指した仕組
み

・適用条件

土地適格性

（植林）過去 10 年間

（プロジェクト

非森林

開始時点で）

（森林経営）森林

追加性の取り
扱い
・対象活動

（植林）過去 10 年間
（REDD+)森林

非森林
（森林経営）森林
（REDD)森林

考慮せず

考慮必要

植林、森林経営

（REDD+)

考慮必要
植林、森林経営、
REDD

①統計サンプリング
・算定方法

不確実性へ

②公的収穫予想表

の対処

③独自収穫予想表

①統計サンプリング

①統計サンプリング
②公的収穫予想表

④MAI
ベースライン
・クレジット発行方法
（永続性対応）

デフォルト値

参照レベル設定

設定

バッファー

バッファー

バッファー
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第７章 検討委員会の構成と開催
１．趣旨
本システムの構築に当たっては、海外植林による CO2 吸収量を評価認証する既存のコンプラ
イアンス制度である CDM 植林やボランタリーな VCS および国内の森林を対象とした J-VER
等を参考にして検討を進める必要がある。また、実際に海外で植林を実施している本邦製紙企
業からの意見をシステム構築に反映することも非常に重要である。
そのため、それらの分野に精通する専門家およびオブザーバーとして経済産業省、環境省、
林野庁の関係省庁からも参加する検討委員会を設置し、平成 22 年度は年 3 回開催した。
２．検討委員会の委員
前年度の委員を基本として、下記のとおりの委員構成で平成 22 年度の検討委員会を開催した。
委員長

天野 正博

早稲田大学人間科学学術院教授

委員

小林 紀之

日本大学法科大学院教授

松本 光朗

森林総合研究所研究コーディネータ

邉見 達志

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

辻本 篤郎

王子製紙植林部グループマネージャー

松本 哲生

日本製紙原材料本部森林資源部長代理

上河 潔

日本製紙連合会常務理事

田辺 芳克

海外産業植林センター専務理事

若柳 哲郎

海外産業植林センター業務部長

金澤 弘行

国際緑化推進センター業務部長

仲摩 栄一郎

国際緑化推進センター研究員

棚橋 雄平

国際緑化推進センター研究員

事務局

３．検討委員会の開催
下記の通り、平成 22 年度は年 3 回検討委員会を開催した。検討委員会の資料および議事要約
は添付資料を参照。
（１）第 1 回検討委員会
日時：2010 年 6 月 24 日 10:00～12:00


本事業の主旨説明
日本製紙連合会 常務理事 上河 潔

議題：


評価・認証システムの設計及び今年度の実施計画
海外産業植林センター 専務理事 田辺 芳克



パイロット事業の実施及び算定・モニタリングガイドライン
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国際緑化推進センター 研究員 仲摩 栄一郎


オフセット・クレジット化に向けた課題の整理
国際緑化推進センター 研究員 棚橋 雄平

（２）第 2 回検討委員会
日時：2010 年 9 月 8 日 14:00～16:00
議題：


第１回検討委員会（要旨）報告と「海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価認証シス
テム」の設計（案）
海外産業植林センター 専務理事 田辺 芳克



パイロット事業の実施及び吸収量算定方法について
国際緑化推進センター 研究員 仲摩 栄一郎



カーボン・オフセット クレジット化への課題
国際緑化推進センター 研究員 棚橋 雄平

（３）第 3 回検討委員会
日時：2011 年 3 月 28 日 13 時～15 時
議題：


「海外植林地炭素蓄積量・CO2 吸収量の評価・認証システム」の構築方針（案）
国際緑化推進センター 研究員 仲摩 栄一郎



オフセット・クレジット化についての検討
国際緑化推進センター 研究員 棚橋 雄平



パイロット事業実施結果：ベトナム現地調査概要
海外産業植林センター 業務部長 若柳 哲朗



パイロット事業実施結果：各算定方法による炭素蓄積量の比較調査
国際緑化推進センター 研究員 仲摩 栄一郎
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添付資料
１．第 1 回検討委員会
（１）資料
海外植林地 C02 吸収・蓄積量評価・認証システムの構築
資料 1-1

「海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価、認証システム」の制度設計

資料 1-2

事業の進め方

資料 1-3

審査運営委員会規程（DRAFT）

資料 2-0

パイロット事業の対象地として民間企業の海外植林事業地を公募

資料 2-1

パイロット事業申込書および QPFL 社の詳細情報

資料 2-2

CO2 吸収・蓄積量の算定・モニタリングガイドライン（案）

資料 2-3

CO2 吸収・蓄積量の算定フロー

資料 3

オフセット・クレジット化に向けた課題の整理
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海外植林地 CO2 吸収・蓄積量評価・認証システムの構築
平成２２年６月２４日
日本製紙連合会
１．目的
我が国の製紙企業が推進している海外植林は、木材資源の安定供給に資するのみなら
ず、生物多様性の維持、水資源の涵養、地域経済の発展など様々な面においても大きな
役割を果たしている。なかんずく、無立木地等において造成されることから、CO2 の吸収源
として機能には大きいものがある。
しかるに、現行の京都議定書の枠組みにおいて、民間企業の植林地の CO2 吸収源クレ
ジットを政府レベルで正式に承認する仕組みとしては植林 CDM（AR/CDM）しか認められ
ていない。しかもその承認プロセスが極めて複雑かつ厳格なためほとんど進展が見られて
いない。一方、森林の吸収源クレジットをボランタリーに認証する仕組みとして、環境省は、
２００８年に創設したオフセット・クレジット（J-VER）制度の中に森林経営を追加（２００９年３
月）している。また、国内において排出権取引の試行が始まるとともに、消費者の環境意識
の高まりを受けて、カーボンオフセットやカーボンフットプリントなどの動きが官民で進めら
れているが、その中で森林の吸収源クレジットを評価する方向が示されている。
しかしながら、このような取り組みは、いずれも国内の森林を対象としており、海外の植
林地は想定されていない。製紙産業が推進している海外植林が果たしている CO2 吸収の
役割を正当に評価するとともに、企業の CSR 活動やボランタリィなカーボンマーケットにお
いても活用するためにも、民間企業による海外植林地のＣＯ２吸収源クレジットを評価・認
証する仕組みを創設する必要がある。
このため、2009 年度に（社）海外産業植林センターに、そのための評価・認証システムの
構築を委託したところであり、昨年度は主に CO2 吸収・蓄積量評価システムの制度設計を
実施したところである。2010 年度については、この評価システムを円滑に実施するための
パイロット事業を推進するとともに、カーボンクレジット認証システムの制度設計を引き続き
下記の要領で検討を実施することとしている。
２．検討体制
２００９年度に引き続き、（社）海外産業植林センターに評価・認証システム構築検討委員
会を設置する。
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３．検討スケジュール及び検討内容
2009 年度
（実施済み）

・内外諸制度の比較、
・CO2 吸収・蓄積量の算定・評価方法の確立、
・CO2 吸収・蓄積量評価システムの策定

2010 年度
（実施予定）

・ＣＯ２吸収・蓄積量算定マニュアルの作成
民間事業者等が、CO2 吸収・蓄積量評価システムを申請するに
あたって、自らの植林地の CO2 吸収・固定量を正確かつ容易に算
定できるための算定マニュアルを作成する。
・CO2 吸収・蓄積量評価システムの実証（現地調査）
２００９年度に策定した CO2 吸収・蓄積量評価システムの円滑
な運用を図るため、民間企業の海外植林地を対象にパイロット
事業として評価システムの実証を行う。
・カーボンクレジット認証システムの策定
評価システムで算定した CO2 吸収量を、ボランタリィなカーボ
ンクレジットとして国内外で活用できるように、第三者機関の検
証を加えた後に審査運営委員会において審査し、登録及びモニ
タリングを行うシステムを構築する。

４．評価・認証システム構築検討委員会のメンバー
天野
小林
松本
邉見
辻本

正博氏
紀之氏
光朗氏
達志氏
篤郎氏

松本 哲生氏

早稲田大学人間科学学術院教授
日本大学法科大学院教授
森林総合研究所コーディネータ(温暖化影響研究担当)
三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング
王子製紙植林部グループマネージャー
日本製紙林材部部長代理

(オブザーバー)
環境省
経済産業省
林野庁
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海外植林地 C02吸収胴蓄積量評価・認証システムの構築
平成 22年 6月24日
日本製紙連合会

1
. 目的
我が国の製紙企業が推進している海外植林は、木材資源の安定供給に資するの
みならず、生物多様性の維持、水資源の潤養、地域経済の発展など様々な面におい
ても大きな役割を果たしている。なかんずく、無立木地等において造成されることから、
C02の吸収源として機能には大きいものがある。

しかるに、現行の京都議定書の枠組みにおいて、民間企業の植林地の C02吸収
源クレジットを政府レベルで正式に承認する仕組みとしては植林 CDM(AR/CDM)し
か認められていない。しかもその承認フロセスが極めて複雑かつ厳格なためほとん
ど進展が見られていない。一方、森林の吸収源クレジットをボランタリーに認証する仕
組みとして、環境省は、 2008年に創設したオフセット・クレジット (J‑VER)制度の中
に森林経堂を追加 (2009年 3月)している。また、圏内において排出権取引の試行
が始まるとともに、消費者の環境意識の高まりを受けて、カーボンオフセットやカーボ
ンフットプリントなどの動きが官民で、進められているが、その中で森林の吸収源クレジ
ツトを評価する方向が示されている。
しかしながら、このような取り組みは、いずれも圏内の森林を対象としており、海外
の植林地は想定されていない。製紙産業が推進している海外植林が果たしている
C02吸収の役割を正当に評価するとともに、企業の CSR活動やボランタリィなカー

ボンマーケットにおいても活用するためにも、民間企業による海外植林地の C02吸
収源クレジットを評価・認証する仕組みを創設する必要がある。
このため、 2009 年度に(社)海外産業植林センターに、そのための評価・認証シス
テムの構築を委託したところであり、昨年度は主に C02 吸収・蓄積量評価システム
の制度設計を実施したところである。 2010年度については、この評価システムを円滑
に実施するためのパイロット事業を推進するとともに、カーボンクレジッ卜認証システ
ムの制度設計を引き続き下記の要領で検討を実施することとしている。

2
.検討体制
2009年度に引き続き、(社)海外産業植林センターに評価 認証システム構築検討
E

委員会を設置する。
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3
.検討スケジュール及び、検討内容

2009年度

阻内外諸制度の比較、

(実施済み)

.C02吸収圃蓄積量の算定掴評価方法の確立、
.C02吸収・蓄積量評価システムの策定

2010年度
(実施予定)

.C02吸収 蓄積量算定マニュアルの作成
E

民間事業者等が、 C02 吸収・蓄積量評価システムを申請
するにあたって、自らの植林地の C02 吸収・固定量を正確
かつ容易に算定できるための算定マニュアルを作成する。

.C02吸収・蓄積量評価システムの実証(現地調査)
2009年度に策定した C02吸収・蓄積量評価システムの
円滑な運用を図るため、民間企業の海外植林地を対象に
パイロット事業として評価システムの実証を行う。
‑カーボンクレジット認証システムの策定
評価システムで算定した C02吸収量を、ボランタリィなカ
ーボンクレジットとして国内外で、活用で、きるように、第三者
機関の検証を加えた後に審査運営委員会において審査し、
登録及びモニタリングを行うシステムを構築する。

4
.評価 認証システム構築検討委員会のメンバー
E

天野正博氏

早稲田大学人間科学学術院教授

小林紀之氏

日本大学法科大学院教授

松本光朗氏

森林総合研究所コーディネータ(温暖化影響研究担当)

遷見達志氏

三菱 UFJリサーチ&コンサルティング

辻本篤郎氏

王子製紙植林部グループマネージャー

松本哲生氏

日本製紙林材部部長代理

(オブザーバー)
環境省
経済産業省

林野庁
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(参考)
海外植林地 C02吸収・蓄積量評価・認証システムの概要

1.目的
民間事業者等が海外で造成している植林地の C02吸収量及び蓄積量を客観
的に評価するシステムを構築するとともに、その吸収量がポランタリィなカー
ボンクレジッ卜 (
V
E
R
) として認められるレベルのものであることを第三者機
関による検証を加えることによって認証するシステムを構築する。
その際、 J‑VERなど国内外の認証制度との整合性を図るとともに、手続
きの簡素化及び費用の低廉化に配慮する。
2. 対象となる森林
民間事業者等が海外で造成した植林地(環境・社会貢献目的の植林地を含む。)

3. 評価・認証管理機関
(社)海外産業植林センター (
J
O
P
P
) に学識経験者、専門家等で構成される
審査運営委員会を設置する。 (
J
O
P
Pは、審査運営委員会の運営及び評価・認証
の発行・登録を行う。)

4
. 評価・認証する内容
(1) C02吸収・蓄積量評価システム (2009年度策定)
海外植林地の C02吸収量及び蓄積量を審査運営委員会で定めた方法論によ
り t‑C02で算定する。方法論は、基本的に IPCCが定めた国際的な計算方
法に準ずるものとし、 J‑VERの方法論などとも整合性を図ることとする。
計算は、植林を実施する民間事業者等が行い、その結果について審査運営委
員会が認定する第三者機関の検証を受けた後、審査運営委員会における審査を
経て証書が発行されることとする。
使用目的 :CSR、環境報告書、自主行動計画、カーボンフットプリント等
(2)カーボンクレジッ卜認証システム (20 10年度策定予定)

(1)の方法論で算定した C02吸収量について、国内外のカーボンマーケッ
トにおいても VERとして使用できるよう民間事業者等が精査を加えた上で、審
査運営委員会が認定する第三者機関による検証を受けた後に、審査運営委員会
による審査を経てクレジットが発行・登録されることとする。
環境面・社会面に対する配慮の確認やモニタリングについては森林認証制度
等を活用する。
使用目的:ボランタリィな排出権取引、カーボンオフセット等
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「海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価、認証システム」の制度設計
ＤＲＡＦＴ
1. 評価・認証制度の目的
本評価・認証制度では、適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林の重要性を認識し、
その森林経営を拡大、促進することを目的に、海外の新規植林・再植林・森林管理プロジ
ェクトを対象とする。また、国や地域、プロジェクトの開始時期を問わないものとする。
当事業では CO2 吸収量・蓄積量の評価認定とカーボンクレジットの両方に対して、先ず
CO2 吸収量・蓄積量の評価認定実務を行い、カーボンクレジットに対しても調査・検討を
進める。
◎注記：CO2 吸収量・蓄積量の評価認定（ガイドラインの作成）にあたって、将来のカー
ボンクレジットを見通したものにするか、否かで、内容的に大きく異なってくる。今年度
の事業は、CO2 吸収量・蓄積量の評価認定であるが、将来のカーボンクレジットも視野に
入れた中での制度設計を行うものとする。
本制度の整備・運用は、段階的に次図１のとおり進める予定である。

図１．本制度の整備・運用予定
2.

本評価・認証制度の対象者
本制度の目的である適切かつ持続的に炭素管理が成された森林に適うものに重点を置き、

森林経営の目的は産業植林のみならず環境・社会貢献を含める。制度の申請者も、日本製
紙連合会や海外産業植林センターの会員企業をはじめとする企業だけではなく、上記の森
林活動を実施する NGO 等も含める。
3.

インセンティブ付与
本制度により、企業が CO2 吸収量・蓄積量を外部に開示する場合や、CSR 活動へ使用す

る際の信頼性をより高めることが出来、適切な炭素管理がなされた森林管理の促進につな
がる。また、将来的に検討するカーボンクレジットは、CO2 吸収量・蓄積量を生み出す森
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林経営に直接的に経済面でのインセンティブを与える。
4.

普及および受容性
本制度の普及や、申請者に受け入れられるための理解のし易さに関して、参加障壁の解

消、本制度に対する信頼性の確保、明確な制度説明及び既存スキームとのリンクの構築の
視点から検討した。
① 参加障壁の解消
申請者のデータの保有や算定の難易度などの懸念が強いＣＯ２吸収量・蓄積量の算定は、
現在広く行われている森林管理の延長で可能な算定方法や提出書類に基づくものとした。
② 信頼性の確保
本制度に対する信頼性を構築するために、制度構築段階における透明性の確保と、本制
度の構築及び運営の立場を明確にすることとする。また、本制度の完成後はドラフト段階
で開示し、本制度の全体像を一般に公開することとする（注記：申請者との合意が必要）。
③明確な制度説明


本制度の理念とあり方について明記し、本制度の目的と意義を明確にした。



本制度の仕組みと建てつけを記載し、制度申請者または認証された CO2 吸収量・蓄積
量、将来的なカーボンクレジットの利用者が、本制度の一連の手続きについて理解で
きるものとした（図２）。

平成 22 年度は CO2 の吸収・蓄積量の
評価、認定を行うパイロット事業であ
り、「審査運営委員会」が行う。
（変更）
プ ロ ジ ェ ク ト申 請 者

評 価 ・認 証 管 理 機 関

検証機関

算 定 ガイドライン
算定
資料作成
報 告 ・公 表
検 証 ガイドライン

C O ２吸 収 量 ・
蓄 積 量 （物 量 ）
数値の信頼性
公 表 ・P R

ガバナンス
ガイドライン

検証
O K 、C O ２ 吸 収 量 ・蓄 積 量 の 評 価

審査

図２．本制度の仕組みと建てつけ


検証については、検証を実施する第三者機関が具備すべき要件や検証業務実施に当た
って、拠って立つ検証基準について記載し、本制度が求める検証業務について本制度
の関係者が理解できるものとする。
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5.

本評価・認証制度の概要と今後の論点

制度を運営していくために必要な留意事項について検討した結果をまとめる。
① 森林規模の要件：詳細について今後早い時期に具体的に定める。
② CO2 吸収量と蓄積量の開示
評価認定後の CO2 に関する開示情報については、CO2 吸収量のみの開示では CO2 吸収
量が減少しても適切かつ持続的に炭素の吸収量や蓄積量を管理している実態が分かり
づらく、一方、蓄積量のみの開示では CO2 吸収量の増減が分かりづらいため、両者を併
せて開示することとした。
③ CO2 吸収量と蓄積量の考え方
本制度における当該年の CO₂吸収量は、期末と期首の炭素蓄積量の差を CO2 換算した
ものからその他の排出量を差し引いたものとする（次式、図３）。なお、期末における
炭素蓄積量は、当該年の成長量から伐採等による減少量が既に差し引かれたものである。

ΔCO2 ＝（Ce－Cb）×44/12－GHGE
Δ CO2

当該年の１年間の CO₂吸収量（tonCO₂/年）

Ce

当該年の期末における炭素蓄積量（tonC）

Cb

当該年の期首における炭素蓄積量（tonC）

GHGE

当該年におけるプロジェクト実施による GHG 排出量（ton CO２/年）

図３．本制度における CO2 吸収量と蓄積量の考え方
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蓄積変化の算定で考慮すべき炭素プールは次表１のとおりとする。
表１．蓄積変化の算定で対象とすべき炭素プール
炭素プール

本制度での取扱

地上部バイオマス（幹、枝、樹皮、葉）

含める

地下部バイオマス（根）

含める

枯死木

含めない

落葉落枝（リター）

含めない

土壌有機炭素

含めない

④ 本制度の運営体制と役割について


本制度の運営体制
本制度に最も適した制度運営体制について、以下の 3 案を議論した。
A 案. 評価・認証管理機関を JOPP が運営し審査運営委員会を JOPP 内に設置
B 案. 評価・認証管理機関を JOPP 内に設置・運営し、審査運営委員会を外部に設置
C 案. 評価・認証管理機関を JOPP とは独立した機関として設置し、独自に運営、審査
運営委員会は認証管理機関内に設置

審査運営委員会
図４．本制度の運営体制

➱平成 21 年度における検討委員会での結論として、独立性、透明性等の視点からはＣ案
が適当である。しかし、平成 22 年度は CO2 吸収・蓄積量の評価、認定を行うパイロット
事業であり、評価・認証管理機関は設置せず、評価・認証機関として「審査運営委員会」
を設置し、事務局業務は JOPP が担当することとする。カーボンクレジットの事業を行う
場合には、速やかにＣ案にて実施する体制を整える。
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表２．本制度に関係する諸機関の役割
組織

役割

審査運営委員会

独立の立場において、本制度の制度設計、運用に関する事項及び検証
後のプロジェクトの許認可等を決定する。
・ 委員会のメンバーは、学識経験者、林業、CDM 等海外植林の専門
家など第３者で構成し、独立性の担保に十分留意する。
・ 本制度に参加し検証を実施する検証機関を認定する。
・ 検証機関が当該プロジェクト申請者から独立した第三者機関であ
ることを確認する。
・ 検証機関による検証結果の妥当性を判定し、認定する。

事務局

【JOPP：海外産業植林センター】
・ 評価・認証された CO2 吸収量・蓄積量を管理簿に記録し管理する。
・ 「認定証」を申請者に交付する。
・ 評価・認証管理機関の事務一般業務を受託する。

検証機関

・ プロジェクト申請者から独立した第三者機関として検証を実施す
る。
・ 検証の対象は、CO2 吸収量・蓄積量である。
・ 検証した結果を検証報告書として作成し、評価・認証管理機関に
提出する。
・ 検証報告書は、本制度の検証ガイドラインに沿って作成され、当
該プロジェクトが本制度の検証規準を満たすことを示すに十分な
情報を含める。

⑤ 検証関連

第三者検証機関の要件
本制度の普及・受容性さらに他制度との互換性を重視するためには、多くの第三者
機関の参加が必要になるが、そのために特定の資格を要件とせず、経験と知識による
検証業務の遂行能力を要件とした。なお、本制度の検証業務における遂行能力を保持
していると考えられる例として J-VER や VCS にて要求される ISO14065 の認証取得
機関、京都メカニズムにおける指定運営機関（DOE）または認定独立組織（AIE）が
挙げられる。なお、CO2 吸収量・蓄積量とカーボンクレジットでは第三者機関に要求さ
れる専門性や知見が全く同一というわけではないため、カーボンクレジットの検証に
ついてはさらに追加的な専門性が求められることが考えられる。
なお、第三者検証機関候補は審査運営委員会に諮問する。（６月 24 日）


検証にあたっての規準
本制度においては次の規準に基づいて検証業務を実施することとした。
・ISAE3000 あるいは／かつ
・ISO14064-3「温室効果ガス－第３部：温室効果ガスに関する主張の有効化確認及び
検証のための手引き」
5
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 検証のレベル
CO2 吸収量・蓄積量の検証レベルは検証コストの関係から限定的保証としていたが、
将来検討されるカーボンクレジットは利害関係者も多く経済的な影響も大きくなるこ
とが想定されるため高い信頼性が求められる。このため、本制度においては検証対象
により検証レベルが異なる限定的保証1と合理的保証2の 2 種類を設定した。
⑥

カーボンクレジット化に関する事項（今後の検討）



カーボンオフセットの促進
政府は 2020 年までに CO2 排出量を 1990 年度比 25％削減する目標を示しているが、
日本国内での削減だけで達成することは難しい現状である。
そのような中、2020 年の経団連自主行動計画内で、海外オフセットクレジット利用
の推進を掲げ、海外植林による CO2 吸収量の利用を（日本製紙連合会として）推薦する
ことも可能と考える。



永続性の考慮
将来的に想定するカーボンクレジット化においては、永続性の考慮についての検討が

望まれる。永続性の考慮の方法としては、ポートフォリオ方式、保険方式、バッファー
方式などが参考となる。
以上

1

限定的保証では、消極的形式によって検証人が意見を表明することでもたらされる保証のこと。この場合、
対象となる CO2 吸収量・蓄積量は『算定報告書に記載されている CO2 吸収量・蓄積量が「算定及び報告ガ
イドライン」に準拠して正確に測定、算出されていないと認められるものはなかった。』という程度の保証
内容となる。
2
合理的保証では、積極的形式によって検証人が意見を表明することでもたらされる保証のこと。この場合、
対象となる CO2 吸収量・蓄積量は『算定報告書に記載されている CO2 吸収量・蓄積量が「算定及び報告ガ
イドライン」に準拠して正確に測定、算出されているものと認める。』という保証内容となる。

6
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資料 1-2
海外植林地 CO2 吸収・蓄積量評価・認証制度の構築事業
～ 事業の進め方 ～
カーボンクレジット制度の構築

民間基準として、吸収・蓄積量の

（上位目標）

モニタリング･算定・検証体制の確立
（H22 年度目標）

認証センター、認証運営委員会：
適格性基準の決定

評価認証管理機関（事務局）：
パイロット事業対象地の公募

民間企業等：申請

民間企業等：申請

第三者機関：有効化審査
バリデーション

認証運営員会：審査、承認
認証センター：登録

評価認証管理機関（事務局）：受理
審査運営委員会：承認

民間企業等：モニタリング
吸収・蓄積量及びクレジット量
算定報告書の提出

民間企業等：モニタリング
吸収・蓄積量算定報告書の提出

第三者機関：検証
ベリフィケーション

第三者機関：検証
ベリフィケーション

認証運営委員会：
吸収・蓄積量及びクレジット量
の審査、承認

審査運営委員会：
吸収・蓄積量の審査、承認

認証センター：
クレジットの発行・登録・管理

評価認証管理機関（事務局）：
吸収・蓄積量の登録、認定書発行

確立されたモニタリング･
算定・検証体制を採用
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資料 1-3

海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価認証制度
審査運営委員会規定（ＤＲＡＦＴ）
第1 条

総則

本規定は、海外植林地におけるCO2吸収・蓄積量評価認証制度の運営のため、ルール策定
等制度全般の整備や、算定・モニタリング報告書、検証報告書の承認等を行う審査運営委
員会の手続きにつき定めたものである。
第2 条

業務

審査運営委員会は、以下に掲げる職務を行う。
① 実施ルール(算定・モニタリングガイドライン、検証ガイドライン)等制度全般について
の検討
② 算定・モニタリング報告書・検証報告書等の審議・承認
③ 本制度においてCO2吸収・蓄積量の第三者検証を実施する機関（検証機関）の承認
なお、審査運営委員会の決定に基づき、一部の職務を事務局である社団法人海外産業植林
センター（以下JOPP）が代行することを認める。
第3 条

委員の任用等

1．委員の任用
①審査運営委員会の委員は、本制度の評価・認証管理機関を運営するJOPPにより任命され
る。
② 委員の任期は、第1 回会合より年度末日までとし、再任も可とする。
③ 委員による審査運営委員会への出席は個人による資格とする。
2．その他
① 委員による審査運営委員会の活動に必要となる費用については、別に定める基準に従い、
事務局がこれを負担する。
② その他の必要な事項については、別途これを定める。
第4 条
①

委員長及びその他の役職者

審査運営委員会は、委員長を選出する。

② その他の必要な活動に必要な役職者の任命については、審査運営委員会がこれを決定す
る。
第5 条 会合の開催
①

審査運営委員会は原則として年３～４回程度会合を開催する。
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②

審査運営委員会において審議する議題については事務局により提案され、審査運営委

員会がこれを採択する。
③ 会合の開催については、全体の3 分の2 以上の委員による出席をもって行われる。
なお、欠席委員による委員長委任状の提出については、出席とみなす。
④

審査運営委員会は必要に応じて、電磁的方法又は書面による審議を行うことができる。

第6 条

審査運営委員会の決定

①

審査運営委員会における決定は、原則として、コンセンサス方式により採択される。

②

①による決定の採択が困難な場合は、出席委員の過半数以上の賛成を可決の要件と

する投票により決定が行われる。
③

審査運営委員会は、必要に応じて、電磁的方法又は書面による決定を行うことができ

る。
第7 条

免責事項

審査運営委員会、委員個人は、審査運営委員会の決定の結果生ずるいかなる問題について
も一切の責任を負わない。
第8 条

本規則の改正

本規則の改正については、審査運営委員会委員の過半数以上の委員の意見を受けた決定に
基づき行われる。改正規則は、評価・認証管理機関の承認を得て発効する。
以上
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資料 2-0
2010 年 5 月 18 日

～

海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量の評価・認証制度
パイロット事業の対象地として民間企業の海外植林事業地を公募

～

（社）海外産業植林センター
（社）海外産業植林センター（JOPP）は、日本製紙連合会の委託を受け、「海外植林地におけ
る CO2 吸収量・蓄積量の評価・認証システムに関する調査・研究」を昨年度より実施中です。こ
のたび、その成果として海外植林地の CO2 吸収量・蓄積量を評価する制度が発足する運びとなり
ましたので、そのパイロット事業として、自社の海外植林事業地の CO2 吸収量・蓄積量の評価を
希望する民間企業を募集します。
１．制度概要
本制度は、海外における植林活動の CO2 吸収量・蓄積量を、より効率的、低コストで評価す
ることを目的としたものです。実施手順としては、本制度の「評価・認証管理機関」のなかに、
学識経験者等で構成する「審査運営委員会」を設置し、本制度の実施要領、算定・モニタリン
グ及び検証のガイドラインを定めます。それらに沿って、
「民間企業等」からの申請を受け、
「第
三者機関」が検証した結果を、審査運営委員会で審査し、評価認定する制度です（図 1）。
今回のパイロット事業によりにより評価認定を受けた海外植林事業者は、評価・認証管理機
関が発行する認定証を他の企業に先駆けて受け取ることができるとともに、それに基づいて第
三者機関により信頼性が検証された CO2 吸収量・蓄積量を、企業の環境報告書や CSR 報告書
等を通して外部に公表・PR することができます。

検証ガイドライン

申請者（民間企業等）

第三者機関

CO2吸収量・蓄積量
の算定・モニタリング
報告書、申請書作成

検証

公表・PR

評価・認証管理機関
審査運営委員会
審査

実 施 要 領

算定・モニタリング
ガイドライン

認定

図 1．本制度の仕組みと手順
２．対象となる海外植林事業地
今回募集する民間企業の海外植林事業地は、国や地域、規模、事業の開始時期を問いません
が、パイロット事業として、下記の４つの条件を満たす事業地を優先させて頂きます。

① 森林（調査）簿等及び図面により、林小班の位置が把握されていること
② 林小班ごとに、植栽樹種、林齢、施業履歴が把握されていること
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③ 林小班ごとに、期首・期末の立木材積（蓄積）量が把握されており、その算定方法が明
確であること

④ 立木材積（蓄積）量の信頼性確保のために、モニタリング（実測調査）を実施している、
または本制度のモニタリングガイドライン（後日配布）に沿って実測調査の実施が可能
であること
３．公募及び検証・認証スケジュール
項

目

時

期

公募期間：

5 月 18 日（火）～6 月 11 日（金）

採択結果通知：

6 月下旬

パイロット事業として採択された場合、
CO2 吸収量・蓄積量の算定・モニタリング報告書、 7 月～8 月（予定）
申請書の作成（支援体制1）：
第三者機関による書類検証及び現地検証：

9 月～10 月（予定）

認証結果通知：

11 月～12 月（予定）

４．必要経費

 立木材積（蓄積）量の信頼性確保のためのモニタリング（実測調査）費用：自己負担
 算定・モニタリング報告書及び申請書の作成費用：自己負担
（ただし、JOPP 及び JIFPRO からの作成支援費用については、パイロット事業のため無料）

 第三者機関による検証費用：有償（申請者の負担で、検証費用及び現地渡航費用等）
 評価・認証管理機関による審査、認証費用：パイロット事業のため無料
５．申込先・問合せ先
（社）海外産業植林センター
田辺、若柳

TEL：03-3546-3690

FAX：03-3248-4829

E メール：info@jopp.or.jp
以上

1支援体制：CO2

吸収量・蓄積量の算定・モニタリング報告書、申請書の作成にあたっては、パイ
ロット事業のため、事務局の JOPP 及び本調査・研究のコンサルタントとして、
（財）国際緑化推
進センター（JIFPRO）が全面的に支援いたします。
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資料 2-1
2010 年

社団法人

海外産業植林センター

6月

8日

御中

「海外植林によるにおける CO2 吸収量・蓄積量の評価・認証制度」
平成 22 年度パイロット事業申込書
標記の件、パイロット事業に下記の通り申し込みます。
１．申込者（本邦会社）情報
名称：王子製紙株式会社
代表者：代表取締役

篠田

和久

担当部署：植林部
担当者

役職：グループマネージャー
氏名：辻本

篤郎

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座 4-7-5
電話番号：03-3563-4567
FAX：03-3563-1140
メールアドレス：atsuo-tsujimoto@ojipaper.co.jp
２．対象となる海外植林地プロジェクト（会社）情報
名称：Quy Nhon Plantation Forest Company of Vietnam Limited
所在地：ベトナム ビンディン省 クイニョン(124 Phan Chu Trinh Street,Quy Nhon City
Binh Dinh Province Vietnam)
代表者：社長

安倍 博宣

担当部署：
担当者

役職：取締役
氏名：野口 亮
住所：ベトナム ビンディン省 クイニョン(124 Phan Chu Trinh Street,Quy Nhon
City Binh Dinh Province Vietnam)
電話番号：(84)56-3891980
FAX：(84)56-3891865
メールアドレス：ryo-noguchi@vnn.vn

総面積：9,777

(ha)

（内、立木地面積：9,482(ha)

2010 年 3 月末時点

無立木地は、

伐採跡地で 10 年度に植栽予定）
プロジェクト開始：1995

年

5 月（会社設立）

主な植栽樹種：アカシア
その他、別紙 1「海外植林地についての詳細情報」を添付いたします。
以上
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別紙１．海外植林地についての詳細情報
プロジェクト（会社）名：Quy Nhon Plantation Forest Company of Vietnam Limited
１．CO2 吸収・蓄積量の評価に必要となるデータ
NO

分類

データ

概要

あり/

コメント

なし
1-1

植栽前の土地状況の記

土地権利

国有、民有、慣習利用

あり

録

データベース化は
していない。

1-2

土地利用

森林、農地

あり

〃

1-3

前生植生

草地、灌木林、2 次林、天然林

あり

〃

2-1

植林地概要

位置

行政区及び緯度経度（または UTM 座標） あり

2-2

／森林（調査）簿

面積

あり

天然／人工林別

あり

2-3
2-4

林班、小班（施業区）ご

樹種

2-5

との

林齢

2-6

立木材積

学名及び現地名

あり
あり

実測または推測

なし

伐採前の材積調査
は 09 年から開始。
各林齢でサンプル
プロット(地位級で
は未分類)を設定し
継続的な成長確認
を行っている。しか
し、全林地へこれら
のデータを適用し
材積推測すること
は行っていない。

3-1

図面

地図

地形図、林班図

あり

3-2

航空写真

なし

3-3

衛星画像

なし

4-1

成長量予測

地位級

林地の生産力を示す等級。材積・上長成

△

成長確認のための

長量による方法と、土壌・地形・地床植

サンプルプロット

物の種類・繁茂の状況などによる方法

を各林齢において
設定しているが、地
位別には分類され
ていない。

4-2

（樹種毎の）

樹高曲線

地位毎の林齢に対する樹高の曲線

△

〃

4-3

（樹種・地位毎の）

MAI

ha 当りの年平均（材積）成長量

△

〃

4-4

（樹種・地位毎の）

収穫表

ha 当たりの本数や材積、成長量等を主林

△

〃

△

〃

木・副林木別に林齢毎に示した表
4-4

（樹種毎の）

丸太材積表

胸高直径、樹高等を因子として標準的な
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材積を示した表
5-1

CO2 量予測

材積密度

材積を乾燥重量へ換算するための係数

あり

過去に森林研究所
より換算係数を頂
いているが、その後
数値の確認、更新は
行っていない。

5-2

5-3

5-4

6-1

（樹種毎の）

（樹種・地位毎の）

（樹種毎の）

立木実測データ

バイオマス拡大

幹材積量に枝葉量を加算補正するための

係数

係数

アロメトリー式

胸高直径（及び樹高）から樹木地上部の

（回帰式）

乾燥重量を導く式

地下部／地上部

地上部バイオマスと地下部バイオマスの

率

比率

樹高

林班、小班毎に、毎木またはサンプル

なし
なし
なし
△

林班、小班毎には行
っていない。サンプ
ルプロットは林齢
ごとに数点、設定し
ている。

6-2
7-1

丸太実測データ

胸高直径

同上

△

〃

丸太長

林班、小班毎に、全木またはサンプル

なし

ハンドリング上、丸
太長の基準は設定
しているが測定は
行っていない。

7-2

（伐採材）

丸太径

同上

なし

用材として販売時
は、サンプル調査を
行っている。５cm
間隔で分類。パルプ
材については行っ
ていない。林地、林
班については追跡
可能。

7-3

丸太生重

同上

△

トラックスケール
での計量のみ。単木
の確認は行ってい
ない。林地、林班に
ついては、追跡可
能。

8-1

施業履歴

新植／更新

林班、小班毎

あり

データベース化は
していない。

8-2

＊ あり/なし

間伐、主伐

同上

が明確でない場合等は、コメントに状況を記入してください。

あり

〃
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２．その他の情報
下記情報については、持続的な森林経営の証明として用いるものであり、対象とする海外植林事業地が
FSC 等の森林認証制度を取得していれば、それで代用できる。
今回のパイロット事業については、確認のため森林認証制度を取得している場合でも、下記項目を満たし
ているかどうかについて確認してください。
NO

分類

項目

概要

あり/

コメント

なし
9-1

管理方針

9-2

土地、森林資

登記簿・公図

あり

源の所有者、

権利書・契約書

あり

管理者
9-3

持続的な森林

森林施業計画／森林管理計画

あり

9-4

経営の証明

森林認証制度（FSC 等）

あり

9-5

管理体制

業務分担と責任

あり

管理体制図

あり

管理方針

基本、管理計画、技術指針

あり

10-2

保全地域

コア、バッファー

あり

10-3

絶滅危惧種

対象種・生息域の把握、保護

あり

9-6
10-1

生物多様性

対策
10-4

自然植生

下層植生、林縁植生の維持、

2006 年 FM 取得

基本方針はある。技術指針なし。

絶滅危惧種は確認されていな
い。

あり

保護

伐採後、植林作業を行う前に野
焼きを行っている。植栽後、下
刈も実施。小川沿いに保護エリ
アは設定している。

10-5

野生動植物

コリドー、工作物設置に際し

あり

て、小動物への配慮

林地内であっても、成熟した自
然林はそのまま残している。小
川沿いに保護エリア設定。

11-1

土壌及び水資

事前調査

環境影響調査

あり

事業開始前に行った。

11-2

源の保全

保護樹帯

水系保全帯

あり

小川沿いに保護エリア設定。

林道、作業道

環境に負荷が少ない方法、技

あり

基本方針及び建設基準(道路密

11-3

術指針

度、道路幅等)について設定して
いるが、詳細な技術指針はない。

11-4

伐採、集運材

環境に負荷が少ない方法、技

あり

伐採作業マニュアル

あり

苗畑では認可されている薬品を

術指針
11-5

汚染物質

燃料、オイル、農薬等の取扱
指針

使用しているが、林地では薬品
(農薬等)の使用を禁じている。

12-1

運営管理

森林資源調査

立木蓄積量の調査

あり

林齢ごとに数点のサンプルプロ
ットを設定(地位は区別していな
い)。09 年より伐採前に材積調査
実施。
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12-2

モニタリング

環境、社会状況の確認

あり

モニタリングリポートは毎年更
新している。社会状況について
は特に記録していない。

12-3
12-4

伐採（主伐、

技術指針、成長量と収穫量の

間伐）計画

バランス

伐採後の更新

更新予定表、活着調査

あり

年度計画及び中期伐採計画(4 年
間)を設定。

あり

再植林予定については、予算内
で作成。活着調査は植栽終了後
に確認しているが、その後、サ
ンプルプロット以外では継続調
査は行っていない。

12-5

保育

保育計画

あり

下刈については、年度計
画作成。

12-6

天然林

天然林施業計画、保全・維持

―

天然林は含まれない。

あり

林地での薬品の使用は禁止。苗

計画
13-1

リスク管理

病虫害

病虫害対策（薬剤取扱指針）

畑のみで認可されている薬品を
使用。

13-2

山火事

防止・消化体制整備、普及・

あり

啓発

作業請負会社等に対しては毎年
セミナー(伐採、植栽等)を行って
おり、その中で防火に対する指
導も行っている。地区政府の開
催する防火訓練に参加。

14-1

法令遵守等

あり

国際法／国内
法

14-2

ベトナム国内法に準拠してい
る。

あり

地域社会の慣

〃

習法
14-3

内部規定

あり

14-4

訓練の実施

あり

15-1

社会経済的便

地域住民や利

益の維持及び

害関係者

配慮、連携等

あり

施。地域住民に対し、苗木の無

増進
15-2

利害関係者へのアンケートを実

償提供を行っている。

森林・環境教

プログラム、施設

なし

プログラム、施設

なし

遺跡や価値の高い森林の保護

あり

育
15-3

森林レクレー
ション

15-4

文化的・歴史
的配慮

15-5

CO2 排出への
配慮

保護価値の高い森林は商業植林
対象地に含まれない。

化石燃料の節減への配慮

あり
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CO2 吸収への

炭素蓄積を維持する林分構成

配慮

への配慮

記録、チェッ

森林情報の記

場所別・年次別

あり

データベース化はしていない。

ク、情報公開

録
場所別・年次別

あり

〃

被害履歴の記

病虫害、獣害、森林火災、気

あり

〃

録

象害

森林管理計画

チェックリスト

あり

チェックリストはないが確認は

15-6
16-1
16-2

施業履歴の記

あり

毎年ほぼ同面積の伐採・再植林
を行っている。

録
16-3

16-4

の達成度のチ

行っている。

ェック
16-5

生物多様性の

チェックリスト

あり

機密情報を除く

なし

モニタリング
16-6

情報公開

自社から外部に向けての積極的
な情報公開は行っていない。地
方政府等に伐採作業等の必要な
報告は行っている。

以上
＜データ項目作成参考資料＞
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第1部
第1章

はじめに
目的

本ガイドラインは、海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を評価するための方法論を定め
るものである。
第2章

適用条件

本ガイドラインの対象は、民間事業者等が海外で造成している植林地とし、国や地域、プロ
ジェクトの開始時期を問わないものとする。

1
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第2部

CO2 吸収・蓄積量の算定ガイドライン

第1章 算定対象範囲
1.1 算定対象地の境界
算定対象地の地理的境界線を、次の情報等により明らかにする。


国名や行政区名などの名称



地理的確認をするための位置図、位置情報（基準点や緯度経度、方位）



規模を示す情報（縮尺、面積）

なお、算定対象地は、植林地の増加または減少により変化するものとし、該当年の期末毎に
確定する。
1.2 算定対象とする炭素プール
算定対象とする炭素プールは、樹木の生体バイオマス（表 1）とする。
表 1．算定対象とする炭素プール
炭素プール

算定対象

正当性／根拠の説明

樹木地上部バイオマス

含める

主要な炭素プール

樹木地下部バイオマス

含める

主要な炭素プール

枯死木

含めない

IPCC ガイドラインの tier1（デフォルト）では、
持続的森林経営が行われる限りこの炭素プールへ
のインプットとアウトプットは平衡していると仮
定され、炭素蓄積の変化量は有意ではない。した
がって、コンサバティブに無視できる。

落葉落枝（リター）

含めない

同上

土壌有機炭素

含めない

同上

1.3 算定対象とする排出源
算定対象とする排出源は、表 2 の通りとする。
表 2．算定対象とする排出源
排出源

ガス

算定対象として

木質バイオ

CO2

含めない

マスの燃焼

CH4

含める

N2O

含めない

正当性／根拠の説明
ただし、炭素蓄積の変化としてカウントする
木質バイオマスの燃焼から発生する CH4
微量排出として無視できる

第2章 算定対象地の層化
2.1 層の区分指針
算定対象地の総炭素蓄積量を把握するために、
“樹種”、
“林齢”の 2 指標を用いて層化を行う。
2
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例えば、植栽樹種が A と B の 2 樹種、伐期がどちらも 7 年の場合、2 樹種×（7 林齢＋1）＝計
16 層に区分する（図 1）。
林齢

樹
種
A

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

植栽前
または
伐採後
階層9

樹
種
B

植栽前
または
伐採後

図 1．植栽樹種 A、B（どちらも伐期 7 年）の海外植林地における層区分（例）

なお、算定対象地内において、区域ごとに植林木の材積・上長成長量に明らかな違いが見ら
れる場合には、“樹種”
、
“林齢”の 2 指標に、“地位級1”という概念を加えて層化を行う。
例えば、上記の植栽樹種 A（伐期 7 年）について、地位級が 3 段階に分けられる場合、樹種
A については、（7 林齢＋1）×3 地位級＝計 24 層に区分する（図 2）。
林齢

地
位
1

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

植栽前
または
伐採後

階層9

地
位
2

植栽前
または
伐採後
階層9

地
位
3

植栽前
または
伐採後

図 2．植栽樹種 A（伐期 7 年）について地位級が 3 段階に分けられる場合の層区分（例）

1

地位級とは林地の生産力を示す等級であり、土壌・地形・地床植物の種類・繁茂の状況などを参考
にして、材積・上長成長量により決定される

3
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第3章 CO2 吸収･蓄積量の算定式
3.1

CO2 吸収量の算定式
CO2 吸収量の算定は、IPCC の「土地利用、土地利用の変化及び林業に関するグッドプラク

ティスガイダンス」の蓄積変化法（3.2.3 式）に準拠することとする。
対象地境界内における当該年 t の年間 CO2 吸収量は、期末と期首の総炭素蓄積量の差を CO2
換算したものから顕著な温室効果ガス（GHG）排出量2を差し引いたものとする（①式、図 3）。

⊿CO2,t ＝ (Ce,t - Cb,t) × 44/12 - GHGE,t ・・・①
⊿CO2,t 当該年 t の年間 CO₂吸収量（tonCO2/年）
Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

Cb,t

当該年 t の期首における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

GHGE,t 当該年 t におけるプロジェクト実施による顕著な GHG 排出量（ton CO2/年）

GHG排出量
炭素蓄積量
の差
（CO2換算）

当該年の
期首
における
炭素蓄積量
（CO2換算）

Cb,t
(tonCO2-e)

当該年の
CO2吸収量

当該年の
期末
における
炭素蓄積量
（CO2換算）

Ce,t
(tonCO2-e)

⊿Ct (e-b)
(tonCO2-e)

GHGE
(tonCO2-e/年)

⊿CO2,t
(tonCO2-e/年)

図 3．当該年の CO2 吸収量の算定方法
3.2

CO2 蓄積量の算定式
対象地境界内における当該年 t の CO2 蓄積量は、当該年の期末における総炭素蓄積量を CO2

換算したものとする（②式）。
CO2STOCK,t ＝ Ce,t × 44/12 ・・・②

2

顕著な GHG 排出量とは、山火事等によるバイオマス燃焼から発生する CH4 排出量とする。その算
定式は別途示す。
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CO2STOCK,t

当該年 t の CO2 蓄積量（tonCO2）

Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

3.3 期首の総炭素蓄積量の算定式
対象地境界内における当該年 t の期首の総炭素蓄積量は、その前年の期末における総炭素蓄
積量とする（③式）。
Cb,t ＝ Ce,t-1 ・・・③

Cb,t

当該年 t における期首の総炭素蓄積量（tonC）

Ce,t-1

前年 t-1 における期末の総炭素蓄積量（tonC）

3.4 期末の総炭素蓄積量の算定式
対象地境界内における当該年 t の期末の総炭素蓄積量は、各層（1～n）（図 2）の炭素蓄積量
の和とし、当該年 t の期末における各層 i の樹種 j の ha 当り立木蓄積量を基に下記式を用いて
算定する（④式）。

n

Ce,t ＝ ∑ { Ai × Vj,i,e,t × Dj × BEFj × ( 1 + Rj ) × CF } ・・・④
i=1

Ce,t

当該年 t における期末の炭素蓄積量（tonC）

Ai

層 i の面積（ha）

Vj,i,e,t

当該年 t の期末における層 i の樹種 j の ha 当り立木蓄積量（m3/ha）

Dj

樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度（t d.m./m3）

BEFj

樹種 j の幹材積バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし）

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための地下部／地
上部比（単位なし）

CF

樹木バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tC/t d.m.）IPCC 規定値

第4章 層 i の樹種 j の ha 当り立木蓄積量の推定方法
4.1 成長曲線を用いて推定
当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の立木蓄積量は、対象とする海外植林事業地における
樹種 j の成長曲線等3（図 4）を用いて推定する。

3

成長量曲線のほかにも、収穫表または収穫予想式を用いても良い。

5
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図 4．植栽樹種 j の成長曲線（例）

なお、算定対象地内において、地位級ごとの成長曲線が利用可能な場合は、それらを用いて
層 i の樹種 j の立木蓄積量を推定する（図 5）。
（m3/ha）

ha当たり立木蓄積量

300

地位級1
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200
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100
50
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図 5．植栽樹種 j の地位級ごとの成長曲線（例）
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9

10 （年）
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第3部
第1章

CO2 吸収・蓄積量のモニタリングガイドライン
モニタリングの概要

1.1 モニタリングの目的
本制度のモニタリングとは、海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を算定する際に用いる
データ／パラメータを確認し、必要に応じて実測調査することである。
1.2 モニタリング対象項目
海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を算定する際に用いるデータ／パラメータは下記（表
3）の通りである。
表 3．モニタリング対象であるデータ／パラメータ
No.

データ／パラメータ

概

要

1

Ai

層 i の面積（ha）

2

Dj

樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための
容積密度（t d.m./m3）

3

BEFj

樹種 j の幹材積バイオマスを地上部バイオマスに拡大する
係数（単位なし）

4

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定す
るための地下部／地上部比（単位なし）

5

Vj,i,e,t

当該年 t の期末における層 i の樹種 j の ha 当り立木蓄積量
（m3/ha）

1.3 モニタリング頻度
前回のモニタリング（実測調査）時から最低でも 5 年毎に再確認、実測調査を実施する。
第2章

成長曲線のモニタリング

上記のモニタリング対象項目 No.5 の“当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の立木蓄積量”
は、対象とする海外植林事業地における樹種 j の成長曲線を用いて推定する。
したがって、成長曲線の作成をモニタリングする必要がある。
2.1 成長曲線の作成方法と実測調査プロットの必要数
対象とする海外植林事業地において成長曲線を作る。なお、地位級による層化が必要な場合
は、地位級ごとに成長曲線を作る。
成長曲線の作成は、対象とする海外植林事業地のなかに、サンプルプロットを設定し、その
実測調査データを基にして作成する（図 6）。
植栽樹種が、短伐期の早成樹の場合は、林齢ごとに 5～10 つ以上のプロットを設定し実測調
査する。その場合、例えば、7 年伐期なら、合計で 35～70 以上のプロットが必要となる。
7
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図 6．植栽樹種 j についてプロット調査の結果を基にして作成した成長曲線（例）
なお、植栽樹種が、中・長伐期の場合は、伐期齢までの期間を 5～10 区間に区切り、それぞ
れの区間において 5～10 つ以上のプロットを設定し実測調査する。その場合、例えば、20 年伐
期なら、2 年～4 年間隔で 5～10 区間に区切るとすれば、合計で 25～100 以上のプロットが必
要となる。
2.2 実測調査プロットの配置
プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置することが望ましい
が、アクセス、地形等の測定のやり易さ等も考慮して偏りがないよう配置する。
なお、地位級による層化が必要な場合は、地位級ごとにそれぞれ必要プロット数を配置する。
2.3 実測調査プロットの形
プロットの形は、円形プロットならびに方形プロットのどちらでもよいが、縦列と横列で規
則的に植栽されている植林地の場合、植栽列に沿った方形プロットを設置した方が測定しやす
い。
2.4 実測調査プロットの大きさ
プロットの大きさは大きくした方がバラツキを減らすのに有効で、100 個体入る大きさのプ
ロットが理想的だが、測定にかかる労力・経費を考慮して、伐期時に最低限 30 固体（以上）が
入る大きさのプロットが望ましい。
例えば、伐期時に ha 当たり 900 本の残存本数が予想される林分では、一つのプロットの大
きさは、30／900×10,000m3（1ha）＝333m3 以上が望ましい。
2.5 実測調査項目
設定したプロット k において、以下の 3 つの項目（表 4）を実測調査する。
8
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表 4．プロットにおける実測調査項目
実測調査項目
（1）

ak

（2）

DBH

（3）

H

概

要

プロット k の面積（ha）
プロット k 内の全植林木の胸高直径
プロット k 内の植林木の樹高（5～10 本以上）

（1）ak の実測調査
実地測量または GPS 測量を実施してプロット k の境界位置を特定し、プロットの面積（ak）
を算出する。
（2）DBH の実測調査
プロット k 内の全植林木の胸高直径（DBH）を実測する。
（3）H の実測調査
プロット k 内の植林木の樹高（H）を最低 10 本実測し、胸高直径－樹高の関係式を導き出す。
導き出した関係式を用いて、プロット k 内の全植林木の樹高（H）を算出する。
2.7 実測調査プロット内の立木蓄積量 Vk（m3/ha）の算出
上記 4.6 で実測調査した ak、DBH 及び H を基にして、適切な材積式・材積表等を用いてプロ
ット内の単木の立木蓄積量を算出した上で、その合計値 Vk（m3/ha）を算出する。
以上

9
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資料 2-3
2010 年 6 月 24 日

海外植林地における CO2 吸収・蓄積量の評価認証制度
CO2 吸収・蓄積量の算定フロー
（財）国際緑化推進センター



ステップ 1 算定対象地の識別
海外植林地において、本制度の算定対象地を抽出し、その境界を識別。




ステップ 2 算定対象とする炭素プール、排出源の特定
算定対象とする炭素プールは、地上部及び地下部バイオマス
算定対象となる排出源（バイオマス燃焼による CH4 排出）がある場合は含める












ステップ 3 算定対象地の層化
算定対象地の総炭素蓄積量を把握するために、“樹種”、“林齢”の 2 指標を用いて
層化を行う
なお、算定対象地内において、区域ごとに植林木の材積・上長成長量に明らかな
違いが見られる場合には、上記指標に、“地位級 ”という概念を加えて層化を行う

ステップ 4 成長曲線の作成 （実測調査・モニタリング）
CO2 吸収・蓄積量を算定するためのモデルとなる成長曲線をプロット実測調査（モニ
タリング）により作成する
なお、地位級による層化が必要な場合は、地位級ごとに成長曲線を作る

ステップ 5 層 i の樹種 j の ha 当り立木蓄積量の推定
当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の立木蓄積量を、上記ステップ 4 で作成した
成長曲線（収穫予想式）を用いて推定する

ステップ 6 CO2 吸収・蓄積量の算定
上記ステップ 5 で推定した、当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の立木蓄積量を
基にして、算定対象地内の CO2 吸収・蓄積量を算定する
なお、算定対象となる排出源がある場合は、排出量を算定する
以上
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海外植林地 CO2吸収・蓄積量評価認証制度の構築事業
平成22年度 第一回検討委員会

オフセット・クレジット化に向けた
課題の整理

報告内容
1.

昨年度検討内容

2.

吸収源クレジットの現状

3
3.

クレジットの方向性による課題

4.

クレジット化に要求される基準

2010年6月24日
（財）国際緑化推進センター

2

1

1. 昨年度検討内容
スタンダード2.2.3 将来想定される本制度におけるカー
ボンクレジットのあり方



改訂されるスタンダードに照らして認証されたクレジットである
 独立した第三者機関に検証を受ける
 環境省の「我が国におけるカーボンオフセットのあり方」に定
めるボランタリーなカーボンオフセット活動での使用を想定す
る
 登録簿の中で管理される
＊（REDDやREDD+等の新たな概念の議論の進捗と整合を図る
ことが望まれる）


→市場流通可能なボランタリークレジット以上の品質を目
指すという方向性

2. 吸収源クレジットの現状
(1)現行クレジット制度




REDD+（UNFCCC）





コペンハーゲン合意でもメカニズムの迅速な設立およびイン
センティブの付与に言及
現在、AWG-LCAで政治的議論、SBSTAでキャパビルと方法
論について議論が行われている
資金メカニズムについても議論中
二国間協定に基づく活動などは既に開始されている
（←ex.ノルウェー＋ガイアナ）

A/R CDM(UNFCCC)
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A/Rだけでなく、FMやREDDも含む枠組として注目

JJ-VER（環境省・林野庁）：ボランタリー（国内森林吸収源ルールに準拠）





国内由来の森林クレジットとして注目、取引も活発化
登録数
平均吸収量 基準年
（2010/6） (t-CO2/y)

追加性

非永続性

A/R CDM 16

34,000

1989（再植林） 要(A/R追加
性ツール）

期限付きクレ
ジット

VCS

1

25,000

10年前(ARR)

要(A/R追加
性ツール）

リスク評価に
よるバッファー

J-VER

30

840

2008（植林）

要（ポジティ
ブリスト）

バッファー、森
林認証

4

2. 吸収源クレジットの現状
(2)検討中の枠組



2009年以降、登録数増加

VCS（VCS Association）：ボランタリー
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A/R CDM（UNFCCC）：コンプライアンス＋ボランタリー



第一約束期間：「疲弊した森林」の追加検討中
次期約束期間：A/R以外の吸収源活動を認めるか検討中

2. 吸収源クレジットの現状
(3)今後の展開
国際的状況






UNFCCCの下での議論が停滞気味
UNFCCCの外でも排出削減の取り組み促進の議論


ex. 二国間協定に基づく途上国支援メカニズム

国内の状況







2020年25%削減に向けた取り組み必要
国内排出量取引制度も検討中
東京都排出量取引制度開始

海外植林関係の状況
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経団連「低炭素社会実行計画」
日本製紙連合会「2020年までに保有植林地80万ha」
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3. クレジットの方向性による課題
クレジットの方向性によって、要求される事項・水準が変
わる



高




要 求水準

低



コンプライアンス

オフセットクレジット（国際市場取引）
VCS etc
オフセットクレジット（国内市場取引）
J-VER etc
オフセットクレジット（特定者間取引）





ボランタリー

事前植生




環境保全・気候変動緩和への貢献という観点からも、天然林伐採
による植林は対象外とすべき
基本的には、荒廃地／牧草地／（灌木林）を対象とするのが望まし
いと考えられる
既存植林地を購入した場合、どうするか検討の余地有り




 ⑥検証機関・検証ガイドライン
（環境省「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について」）




4. クレジット化に要求される基準
②追加性








短期のリース契約でないこと
森林認証の取得

ex. 「草地における産業植林」「環境植林」等

10

計上方法


4. クレジット化に要求される基準
④非永続性への対処


A/R CDM方法論 or REDD＋方法論との整合性




全面耕耘地拵えによる土壌からの排出
木質バイオマスの燃焼からのCH4排出

リーケージ


家畜の移転

モニタリング間隔
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5年？自由選択？

前提条件として、持続的森林管理が行われること


ベースラインの設定 or 参照レベルの設定



プロジェクト排出




適格性条件とあわせて、クレジット対象となる事業の種類をポ
ジティブリストにする（cf. J-VER）


その国独自の排出量取引制度等を持っているかどうか、国外への
移転が可能かどうか

4. クレジット化に要求される基準
③算定・モニタリング方法



ビジネスとして行っている植林（→Business As Usual : BAU） に
ついて どう説明するか
ついて、どう説明するか。

ポジティブリスト化？


9



事前植生との比較で説明か。ベースラインシナリオ要求され
るか？

投資の追加性

植林対象国




植生の追加性


その前の植生の資料は入手困難な場合も想定される
吸収量は見込めない
持続的管理を評価するために条件付きで組み込むことも？

基準年
管理方法



⑤登録簿

第三者機関による検証が行われていること
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4. クレジット化に要求される基準
①適格性



④非永続性への対処

同一の排出削減・吸収が複数のカーボン・オフセットの
取組に用いられていないこと
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①適格性
②追加性
③算定・モニタリング方法

吸収の場合その永続性が確保されていること



経団連 自主行動計画

→どういう制度にするか、状況を見極めつつも、最初に
決定する必要がある



確実な排出削減・吸収があること



UNFCCC
二国間協定



4. クレジット化に要求される基準








伐採後の再植林
森林認証
長期の事業期間

対処案
案1）持続的にモニタリング→減少したら補填
案2）期限付きクレジット→期限切れる前に補填
案3）バッファー方式（保険方式、ポートフォリオ方式）
→バッファーにより補填

12
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4. クレジット化に要求される基準
⑤登録簿


登録簿の運営管理を行う必要がある

4. クレジット化に要求される基準
⑥検証機関・検証ガイドライン


コンプライアンス、市場取引




あわせて、ダブルカウント防止のため、植林地の位置情
報等を公開する必要がある



コンプライアンスに利用する場合、当該登録簿との共有
が必要



植林対象国に独自の登録簿制度がある場合、そちらか
ら抹消するなどの対応が必要





特定者間取引
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4. クレジット化に要求される基準
その他の留意事項


情報の取り扱い




透明性の確保と機密保持についても定める必要

カーボン・オフセット認証との整合性
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ボランタリーなオフセットを行う場合、利用方法・表示方法等
について準拠する必要がある

ISO14065、DOE、AIEレベルの検証能力を有する機関が必要
それに応じて、14064-2,3に準拠した算定・検証のガイドライン
が必要

ガイドライン素案によれば、特定者間の場合は、委員会等、
有識者による審査で可との記述
ただし、信頼性を高めるためには検証機関による検証が望ま
しい

（２）議事要約
「海外植林地ＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証システム構築事業」
平成２２年度 第１回検討委員会
平成２２年６月２４日
（事務局）
：海外植林時におけるＣＯ２吸収・蓄積量の評価・認証システムの制度構築に向けて、
昨年度は、ガイドラインの作成、検討、制度設計を中心に行った。今年度は実務編として、実際
にパイロット事業を行い、第三者検証機関の選定、現地調査のマニュアル、ガイドラインの作成、
現地での実地検証、報告、審査運営委員会による審査、認証を経て、認定書の発行まで全てを一
通り完結させることを目指して実施したい。
（事務局）
：海外植林地のＣＯ２の吸収・蓄積量の評価・認証システムの検討委員会、２年目を迎
えることになった。評価・認証システムの大枠、ＣＯ２の吸収・蓄積量の算定方法についても固め
ることができた。今年度は、昨年度に策定したＣＯ２吸収・蓄積量の評価システムについて、具体
的な海外の植林地において実際にパイロット事業を行い、それによって制度の細部を固めていき、
最終的には実際のＣＯ２吸収・固定量の認証書を発行するまで一通りやってみたい。
今、検討しているＣＯ２の吸収・蓄積量は、カーボンクレジットとして使うとすれば、どのよう
な要件、制度設計が必要かということについては、今年度さらに議論を深めていただきたい。国
内では、環境省が主導となってＪ－ＶＥＲのシステムの中で国内森林の吸収源の役割を評価する
システムは確立されて動いている。海外植林地のＣＯ２の吸収機能を評価するシステムは、現在Ａ
／ＲＣＤＭ以外にないので、そういったシステムを作りたいと考えて取り組んでいる。ポスト京
都議定書をにらんで、経団連の方で新しい環境に関する自主行動計画で、低炭素社会実行計画を
各業界団体で作ることになり、製紙連合会でもＣＯ２の吸収源の造成計画として国内外の植林地を
２０２０年度までに８０万ヘクタールにするという目標を新たに掲げた。
また、ＲＥＤＤ＋が議論されているが、そういった中で海外植林地の持つカーボンクレジット
の役割をどのように評価していくかが大事になってくる。ＭＲＶ19を備えたボランタリーなＶＥ
Ｒという方でのカーボンクレジットがどのようになるのかということについても、委員会の中で
検討していただきたい。



評価・認証システムの設計および今年度の実施計画について

（事務局）
：昨年度の事業報告書を基に、海外植林地におけるＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証制度
のシステム設計ということでドラフトをまとめた。評価・認証制度では、適切かつ持続的に炭素
管理がなされた森林の重要性を認識して、森林経営を拡大、促進することを目的に、海外の新規
植林・再植林・森林管理プロジェクトを対象とする。
当事業では、ＣＯ２の吸収量・蓄積量の評価・認証と、カーボンクレジットの両方を対象とする
が、まずはＣＯ２の吸収量・蓄積量の評価・認証を開始して、カーボンクレジットについては、調
査・検討に着手する。
ＣＯ２の吸収・蓄積量の認証を行うために、２０１０年度はパイロット事業を行い、来年度以降、
19

1) Measurable（計測可能）
、2) Reportable（報告可能）、3) Verifiable（検証可能）
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本格的に制度の運用を開始する。カーボンクレジットも並行して調査・検討を行う。インセンテ
ィブの付与としては、本制度により、企業がＣＯ２吸収量・蓄積量を外部に開示する場合やＣＳＲ
活動へ使用する際の信頼性をより高めることができる。カーボンクレジットがＣＯ２の吸収・蓄積
を生み出す森林経営に、経済面でのインセンティブを与えることになる。
次に、普及及び受容性については、①の参加障壁の解消として、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定は、
森林管理の延長で可能な算定方法や提出書類に基づくものとする。本制度に対する信頼性を構築
し、透明性を確保すると共に、本制度の運営者を明確にする。
本制度の目的と意義を明確にして、制度の申請者、または認証されたＣＯ２吸収量・蓄積量、将
来的なカーボンクレジットの利用者が本制度の一連の手続について理解できるものとする。
本制度に最も適した制度運営体制については、昨年度、Ａ案、Ｂ案、Ｃ案の３案が考えられた。
平成２１年度における検討委員会では、信頼性の確保、他の制度との整合性の確保よりＣ案（評
価・認証管理機関をＪＯＰＰとは独立した機関として設置し、独自に運営、審査運営委員会は認
証管理機関内に設置する）を目指すことになった。しかし、今後のカーボンクレジット化につい
ての議論の中で、更に検討していくことにしたい。今年度は、ＣＯ２の吸収・蓄積量の評価・認証
を行うパイロット事業であり、クレジットは発生しないことから、評価・認証管理機関はＪＯＰ
Ｐが運営して、事務局も担当するとことにしたい。
また、評価・認証管理機関内に審査運営委員会を設置する。将来的にカーボンクレジット事業
を行うことになる場合、速やかにＣ案を実施する。
本制度に関係する諸機関の役割として、評価・認証管理機関では、ＣＯ２の吸収・蓄積量認定書
を発行・交付し、審査運営委員会を設置し、評価・認証されたＣＯ２の吸収量・蓄積量を管理簿に
記録、管理する。
審査運営委員会では、独立した立場で、本制度の制度設計、運用に関する事項及び検証後のプ
ロジェクトの許認可等を決定する。
事務局はＪＯＰＰだが、評価・認証管理機関の事務を行い、検証機関の資格を確認する。検証
機関は、プロジェクト申請者から独立した第三者の機関として検証し、結果を検証報告書として
作成し、評価・認証管理機関へ提出する。
次に、第三者検証機関の要件として、本制度の普及・受容性を高め、さらに他制度との互換性
を重視する観点から、Ｊ－ＶＥＲやＶＣＳに要求されているＩＳＯ１４０６５の認証取得機関、
京都メカニズムにおける指定機関（ＤＯＥ）
、認定独立組織ＡＩＥがあるが、基本的には森林吸収
源の有資格者に委託したい。
ＣＯ２の吸収量・蓄積量の検証レベルは、検証コストの関係から限定的保証とするが、将来検討
するカーボンクレジットは高い信頼性が求められる。本制度においては限定的保証と合理的保証
の２種類を設定する。
カーボンクレジットに関しては、ポートフォリオ方式とか、保険方式、バッファー方式等も参
考としながら永続性も考慮したものとして運営していきたい
・海外産業植林センターが実務を担当するが、国際緑化推進センターはどのような位置づけにな
るのか。
（事務局）
：国際緑化推進センターは、ＪＯＰＰとの間で支援業務契約を結び、専門的な見地から、
調査、助言をいただく。ＪＯＰＰとＪＩＦＰＲＯが協力し合って、資料を準備し、パイロット事
113

業の実施についても、現地調査もＪＩＦＰＲＯに参画していただく。算定のレビュー・コンサル
テーションをＪＩＦＰＲＯに依頼する。
（事務局）
：ＪＩＦＰＲＯとしては、少なくとも２２年度、この調査についてサポートさせていた
だく。スキームができた段階でどうするかというのは、ＪＩＦＰＲＯとしては組織決定、意思決
定まで至っていない。今年度の調査には最大限のサポートをさせていただくことで入っている。
・この制度は国の関与が非常に少ない、あくまでも製紙連合会からＪＯＰＰが委託を受けて、製
紙連合会、ＪＯＰＰが独自でやって、資金的にもその他の面でも独自性があると理解して良いか。
（事務局）
：確かにこれは民間ベースということでやっている。パイロット事業は応募が１件あり、
実施することが可能になった。言い換えれば、１件あって良かった。パイロット事業だが、
「第三
者検証機関が海外に出かけて、その実費は少なくとも見てください」ということもあり、国内以
上に費用が嵩むためどうやって軌道に乗せるか、課題となる。アンケートでも費用対効果が提起
されている。
・このプロジェクトに参加する海外に植林地を持っている事業者にとってのインセンティブとし
て、将来的には、クレジット化ということを考えている。その時点では、経済的インセンティブ
というのは明確になってくる。経団連の自主行動計画には、各企業、特に大手企業については削
減計画を出して、目標を作っていると思うが、その中に、海外植林地の吸収量は繰り入れること
ができるわけですか。
（事務局）
：経団連の低炭素社会実行計画の位置づけがまだ明確になっていない。
（事務局）
：今回パイロット事業ということで、４つの条件（資料 2-0）を満たす事業地を優先し
て募集した。ある程度条件がそろったところで、まずパイロット事業をやろうと考えている。必
要経費については、検証費用については申請者の負担としている。また、モニタリング費用に関
しても申請者の負担としている。公募した結果、王子製紙株式会社からベトナムの案件について
応募をいただいた。



パイロット事業の実施および算定・モニタリングのガイドラインについて

（事務局）
：今回の算定・モニタリングガイドラインを作成するに当たり、委員の皆様方に事前に
お話を伺った。
まずステップ１として算定対象地の識別。このガイドラインはＣＤＭ植林とかＪ－ＶＥＲの吸
収源の方法論、またはＩＰＣＣの土地利用変化及び林業に関するグッドプラクティスガイダンス
に準拠している整合性のある算定ガイドライン案を作っている。
算定対象地の識別ということで、境界、バウンダリーを明確にする。対象とする炭素プール、
排出源を特定する。排出源として、山火事など発生した場合や、木質バイオマスが燃焼してＣＨ４
が発生した場合、ＣＤＭ植林はまだ無視できないとされており、算定するようにしている。
排出源を特定した後、算定対象地の層化、ストラティフィケーションを行う。その指標として
は、まず樹種と林齢、２樹種で伐期７年の場合、植栽前、伐採後も入れると、２樹種掛ける（７
プラス１）で１６階層に区分する。もし植林地において成長量に明らかな違いが見られる場合は、
樹種と林齢の２指標に地位級という概念を加えて、さらに層化を行う。その場合、地位、例えば
１、２、３と分かれる場合は、樹種Ａについて３倍になるので、３×８＝２４、２４階層必要に
なる。
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ガイドラインは、４ページ目からＣＯ２の吸収・蓄積量の算定式を明記している。こちらもＣＤ
Ｍ植林、Ｊ－ＶＥＲ、またはＩＰＣＣのグッドプラクティスガイダンスに準拠した算定式にして
いる。
吸収・蓄積量の最も基本データとなるヘクタール当たりの立木蓄積量の推定方法について記載
しているが、それは成長曲線を用いて推定する。成長曲線の他にも収穫表や収穫予想式を用いて
も可としている。成長曲線を作成する手順を７ページ目から示している。実測調査、モニタリン
グの結果を基にして成長曲線を作成する。
モニタリング、イコール実測調査によって海外産業植林地の中にサンプルプロットを設定して、
サンプルプロットのデータを基にして成長曲線を作成する。次にすべての階層にそれを当てはめ
て、全体の吸収・蓄積量が把握できるという算定式にしている。そういう算定ガイドライン（案）
を作成した。
王子製紙から得た海外産業植林地についての詳細情報では、ベトナムの植林地は既に伐採前の
材積調査を０９年から開始しており、各林齢でサンプルプロットを設定し、継続的な成長確認を
行っている。しかし、全林地へこれらのデータを適用し、材積推定をすることは行っていない。
成長量予測については、こちらも成長確認のためのサンプルプロットを各林齢において設定し
ているが、地位別には分類していないので、ベトナムの産業植林地がどの程度サンプルプロット
を持っていて、統計的に見て信頼性が担保できるのか、パイロット事業として調査したい。
また、伐採木について、丸太の生重量をトラックスケールで計量している。単木の確認は行っ
ていないが、林地、林班については追跡可能で、伐採された材の丸太生重データがあることは、
サンプルデータとして成長曲線などを作成する時に利用できる。その他の情報として、ベトナム
の案件については、ＦＳＣを２００６年に取得しているので、持続可能性を証明していることで
代用したい。
・成長曲線は大手の製紙会社では可能な方法です。もしも環境省に支援を要請するとなると、い
ろんな海外植林の団体が対応できないと難しい。ここにもＮＧＯは入れてあるが、小規模植林の
場合、成長曲線をつくるのは非常に難しくて、実測調査結果の形で、２地点間の蓄積の差を持っ
ていかなければいけない。このガイドラインだけだとまずい可能性がある。
・環境省はこれを支援できるかどうか、まだ決めておりません。Ｊ－ＶＥＲというのは、今の実
施規則は国内の削減について定めるということになっている。制度設計上、海外を全く排除して
いるわけではないが、今のところ、その仕組みはない。現在、Ｊ－ＶＥＲの中でプログラム認証
という仕組みがあるが、都道府県しか認めていない。都道府県以外の団体がやるものについては、
利害相反など、クリアできないものがあるので、踏み込めていない状況です。Ｊ－ＶＥＲそのも
のになるかどうかは考えてみないといけない。ただ、方法論に関しては、これは産業植林用の方
法論ということで、別に他のものとセットでしなければいけないというわけではないような気が
する。
・第三者機関による検証費用は有償で、申請者が負担する。一般的に他の皆さんがもっと応募で
きるかを考えた場合に、これは非常に過大な負担になる。将来、第三者検証を行ってクレジット
化する時には、これは絶対必要だと私は思います。今年度の吸収量というのはＣＳＲである。経
団連のそういった計画の中にインプットできるかどうかはまだ定かでない。そういう段階におい
て、この第三者機関による検証が要るかどうか、私は極めて疑問に思っている。
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パイロット事業を考えた場合、現地調査、モニタリングその他は、ＪＩＦＰＲＯが行う。これ
はＪＯＰＰと一緒に行うわけです。そこには十分な経験のある技術者の方がいて、信頼できる調
査ができる。そこでやった結果を審査運営委員会で審査して認証するという方法がある。また、
審査運営委員会のメンバーにはトップレベルの科学者が入るわけですから、信頼性、透明性は十
分確保できる。
・王子さんがもう一度クレジット化するとき、同じシステム、プロセスを通る可能性が出てくる。
第三者バリデーションから全部やってくると、これは二重に経費がかかってきて、今回の読み替
えは非常に難しい。そういう意味でいけば、インカントリーではなくて、日本でそのままデスク
レビューで済ませるという提案ですね。
・ベトナムを選んだ理由は、旅費の負担を考慮して近いからです。それと現地からも受けて立つ
という連絡もありました。
・私は何でそのことを考えるかというと、応募が１件しかなかったということです。本来ならも
う少しあっても良かったと思う。多分それはみんな費用のことを気にされたのではないか。
（事務局）
：今回はパイロット事業ということもあるので、ＪＩＦＰＲＯさんに現地に行っていた
だく。今後のことを考えた場合には、すべて申請者が自分でやるわけです。そして審査委員会に
持ち込む。デスクレビューだけで現地に全くチェックなしで、いきなり判定して頂く。将来、第
三者機関というか、ＤＯＥは別としても何らかの格好で第三者の目を入れる必要があるかどうか
ということです。
・制度設計の前提として、第三者検証機関はここに書いてあるとおり将来のクレジット化を考え
た場合に、ＩＳＯ１４０６５もしくはＤＯＥと書いてあるから、モデルとしてもその前提でやら
ないと、別の第三者機関では全く意味がない。今後については、事業者が実際にモニタリングを
する。システムからいって。そのモニタリングしたものが出てきて、それを第三者検証機関がや
るわけですね。
・一応２２年度の話だけ書いているが、その時に第三者検証機関も入れれば、それはベストで、
いろんなノウハウが入ってくる。パイロット事業なのでそこまでやる必要はない。我々の方でベ
リケーションを本当にできるかどうかということもあるので、両方踏まえながら審査運営委員会
の中で、こちらで判断させていただいた方が良い。
・審査は何らかの規準があって、その規準に基づいて、それに合っているか、いないかというこ
とを判断するものなので、検証ガイドラインの内容というのがまだそこまで詰まってないかなと
いう気がする。
（事務局）
：検証機関を３社回り、どこを検証するのか、検証機関のノウハウとしてあるようです。
検証ガイトラインはあるにしても、制度の中でどこを見るのか。Ｊ－ＶＥＲでは不確実性や測定
誤差を見るが、この審査委員会の場でそういうところを審査するのは、時間の関係もあってちょ
っと難しいのではないか。それで審査機関に入っていただいて、検証においてどこを見るのか、
不確実性か、誤差、そういうところのノウハウを、ある程度このパイロットの中でインプットし
て、それを将来的なクレジットの時に繋げると考えている。
・費用をかけて第三者検証をやらなくても、制度設計及び試行事業だと、試行事業的なところに
検証機関の方に入ってもらうと、これは可能です。
（事務局）
：プロセスとして第三者検証機関というものに検証していただいて、その報告書が上が
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ってそれを審査運営委員会で検討、証明していただくという方が良いと考えた。
・審査運営委員会の中でできるかどうかを議論してみようと思う。
・第三者機関のベリフィケーションの話が今出たが、上のバリデーションですね。ここは今回要
らなくて、将来的には要るけれど、検証は今の時点から要るというような、そこの仕切りという
のは何かお考えがありますか。
（事務局）
：このバリデーションについては、カーボンクレシット化にするための適格性基準を決
めないとバリデーションができないので、そこをまず決めてから、将来的には必ず必要になって
きます。
・今回のパイロット事業で検証を入れるというのは、数値的な算定とか、そういうものが合って
いるかを見る練習ができるノウハウがあるからという意味ですか。
（事務局）
：そのとおりです。
・今回の王子さんがやられた結果は、きちっとこの審査運営委員会でオーソライズしたデータで
すよということで公表ができる形まで持っていくということですね。



カーボン・クレジット化への課題について

（事務局）
：今年度、クレジット化の議論を本格的に行っていくということに向けて、最初どうい
った論点があるかということで資料を用意した。昨年度に作成されたスタンダードの中に、将来
想定される本制度におけるカーボンクレジットのあり方として、改訂されるスタンダードに照ら
して認証されたクレジットである。独立した第三者機関に検証を受ける。吸収源クレジットの現
状で、現行森林クレジットとしてＡ／ＲＣＤＭのＣＥＲクレジット、そしてＶＣＳ、そしてＪ－
ＶＥＲ、この３つが大きなものとして挙げられる。やはり追加性というのがどうしても必要にな
る。
ＲＥＤＤ＋については、コペンハーゲン合意の中でもメカニズムの迅速な設立ということにつ
いて言及されており、現在もＳＢＳＴＡで方法論について議論が行われている。このＵＮＦＣＣ
Ｃ以外でも、二国間協定等で既にＲＥＤＤの取り組みは行われている。
今後の展開ですが、国際的にはＵＮＦＣＣＣの議論が、現在停滞気味であるということで、そ
れ以外の排出削減の取り組みも、活発な議論が行われている。国内に目を向けると、２０２０年
に１９９０年比２５％削減といった国際公約もあるので、その一環として国内排出量取引制度等
も検討が行われている。
クレジットの方向性による課題で、現在、さまざまな枠組み、クレジットというのがある。整
理をすればコンプライアンス、ボランタリー、市場取引、特定者間、自社だけでオフセットする、
他社が利用できる、国際的な枠組みであるのか、国内の枠組みであるのか、そういった切り口が
ある。ここではごく簡単にＵＮＦＣＣＣのものから特定者間のオフセット・クレジットまでを述
べる。
市場取引に耐え得る制度設計を行えば、コンプライアンスについては規制の問題もあるので、
まずは市場取引に耐えるものということで考えていく必要がある。市場取引にかなうクレジット
として、クレジット化に要求される基準ということで、環境省が定めています「我が国における
カーボン・オフセットのあり方」で書かれている基準を挙げている。
１つ目が確実な排出削減・吸収があること。２つ目が、吸収の場合、その永続性が確保されて
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いること。３つ目が、同一のクレジットが複数のカーボン・オフセットに利用されないこと。４
つ目が、第三者機関による検証が行われていることということで、それに対応するような形で基
準が必要となる。
排出削減・吸収があることに関係して、適格性について検討する必要があるだろう。検討する
必要がある項目として、植林地の事前植生、基準年、管理方法がどうなっているのか、その対象
国がどういった国であるのかというようなことが関係してくるかと考えている。事前植生につい
ては、天然林を伐採したようなところとは外していく方が良い。また、既存の植林地を購入する
場合、吸収量というところからはあまり見込めないと考えているが、蓄積量では検討の余地があ
る。
植林対象国については、Ａ／ＲＣＤＭの場合は途上国が対象になるが、この制度では海外植林
地の多いオーストラリア等を含めていくのかどうか。オーストラリアやニュージーランドは、独
自の排出量取引制度というのを持っているので、その国の制度との兼ね合いというのが可能かど
うか検討の余地がある。
追加性については、植生が追加的に増えるかということ、あと投資の追加性ということで、ク
レジットがあるからできるというような説明を必要とするか。解決策の一つとして、ポジティブ
リスト化というのがあるかと考えている。日本の企業が現地に行って、お金を出して植林をする
ということ自体に追加性があるという説明が理論構築できないか。
算定・モニタリング方法で、現在、既に取り扱われているクレジットは、主に吸収量について
考えていく方法論の方向性と、この制度の中で蓄積量をどのようなとらえ方をしていくのか、こ
の両面で制度を考えていく必要があるのかと考えている。
プロジェクト排出、リーケージ、モニタリングをどうしていくかということも検討の必要があ
る。
非永続性への対処はクレジットには必要だが、その前提条件として、その植林地が長期間ＣＯ２
を吸収し続ける、蓄積し続けるというのが必要ですので、伐採後は必ず再植林されること、森林
認証を取得していること、長期の事業期間、こういったものが必要になってくると考えている。
また、対処法として、持続的にモニタリングをして減少したら補てんするという方法とか、ま
たＡ／ＲＣＤＭのように期限つきのクレジットにして、期限が切れる前に補てんをしていくとい
う方法、ＶＣＳ、Ｊ－ＶＥＲのようにバッファー方式というように、少し割り引いて、その分で
補てんをしていく方法が考えられる。
クレジットの厳格な管理が必要だろうということで、登録簿の制度を、ほかの登録簿の研究も
含めてやっていく必要がある。それに合わせて、植林地の位置情報等の情報公開、他の登録簿と
の互換性というのも必要になってくる。
その下で検証機関・検証ガイドラインとして、第三者検証機関が必要ですが、コンプライアン
スとか市場取引を視野に入れていく上では、ＩＳＯ１４０６５番、ＤＯＥ、ＡＩＥレベルの機関
というのが必要と考えている。また、それにあわせて、ＩＳＯに準拠したような形で、算定・検
証のガイドラインというのを整えていく。
・今年度、我々はパイロット事業をやりながら結論を作らなければいけない。パイロット事業も、
これがあいまいなままだと非常にやりにくい。ガイドラインが先にないと、我々はそこで実際認
証はできない。
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・植林対象国のことが出たけれども、これはＡ／ＲＣＤＭの対象国、ＪＩの対象国もいるのか、
はたまたオーストラリア、ニュージーランドですと、既に国内で制度を持っているから、対象に
していいのかどうか調べておく。
・これはＲＥＤＤも同じですね。ＲＥＤＤがナショナルレベルで立ち上がってきた時に、向こう
ではクレジットは動くが、それを外に持ち出すときに、切り離して出せない可能性が高い。それ
についてもこれから決めていかなければいけない。当然ＲＥＤＤ＋の方でなってくれば、植林地
が対象になる可能性は国によっては十分あるが、それを今度は各企業のプロジェクトベースでど
う扱うかについては、またそこを見なければいけない。（事務局）：クレジットを何に使うかとい
うところもある程度決めておかないといけない。ＲＥＤＤ、カーボン・オフセット、排出権取引
もいろいろなレベルがある。
・これはカーボン・オフセットでということですね。
（委員）
：ボランタリーというのは、コンプライアンスマーケットと全く違うので、ほんとうに削
減が起こっているかというところは非常に気にされる。ボランタリーマーケットでクレジットを
買われる企業は、トッププライオリティとして品質を挙げている。基準年という言葉はどういう
意味で使われているのか。
（事務局）
：事前植生ということもあり、追加性を考える時に、どの時点との比較でクレジットが
発生するのかと。
・基準にしておいて、年を外しておいてください。
・要はスキーム的に何年からの活動にクレジットを与えるか。前の方に出てくる表を見ていると、
基準年という言葉が使われていて、このＡ／ＲＣＤＭとＪ－ＶＥＲと考え方がちょっと混ざって
いるので、基準年というくくりだと誤解を招くかもしれない。Ｊ－ＶＥＲの場合、２００８年以
降の取り組みに対してクレジットを出しますという話なので、そこは少し整理をされたほうがい
い。
・ブラジルの植林地は、３年ほど前に買収した植林地です。グリーンフィールドからの蓄積量の
増加ということになれば、確かに買収した段階でもう植林地であるのであれば、そこは当然対象
にはならないかもしれない。クレジットの対象は、例えば年間の吸収固定量というものを対象と
するというのであれば、別にグリーンフィールドからということではない判断で、十分このシス
テムの対象になり得る。
・今、説明されたことは、単純に荒廃地に植林するよりも吸収量はたくさん取れないということ
です。既に立派な、かなり林齢が高い森林の場合、成長の見込みが少ないと不利になる。
（事務局）
：法正林のような状態ですと、やはり伐採して植えてというのでバランスしている場合
がある。
・私どもも今回のパイロット事業にどこか申し込めないかということで検討していた際に、主に
オーストラリアとチリとブラジルで事業展開しており、近いところが今回はいいだろうと考え、
オーストラリアの一つの植林プロジェクトに可能性を打診した。そこで、２つの問題が出てきた。
特にクレジットの取引まで対象として考えるのであれば、オーストラリアも自国の制度を作り上
げていまして、そちらの方を目指していきたいということで、クレジットではあまりこちらのシ
ステムに対して興味がないということが出てきている。それともう一つは、最後のページの情報
の取り扱い、透明性の確保と機密保持です。植林事業会社というのはＣＯ２というよりはビジネス
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でやっているので、その成長量データの細かい中身を開示することに対して懸念している。
・非常に大事なポイントだと思う。正式な事業になって、特にクレジット化等になってくると、
データはすべて開示されるようになってくる。面積と成長量のデータなど。
・ＣＳＲやクレジット目的の植林事業であれば、それは全部出しても問題ないが、通常のビジネ
スで行っている植林ではそれは難しい。トータルでのデータであれば、出しても差し支えない。
今回、求められる蓄積調査だとか成長量調査だとか、詳細なデータを出すことに、現地のプロジ
ェクトの責任者は抵抗したというのが事実です。
・成長曲線は既存のものを使っているので、別にその人の持ち物ではないですから。その代わり、
施業計画とか、その対象地の林齢、施業計画上の面積などは全部開示する。少なくともクレシッ
トをもらう対象の森林についてのデータは、すべて出ます。
・この制度がどこに向かうかによって、情報の開示のレベルも少し変わってくる。一つは、もう
市場流通させてしまって、だれが買うかわからないクレジットを発行するということは、金銭価
値を持ったものを取引することになるので、買い手にとっての情報開示というのは必要になる。
それを何らかの形で第三者機関が保証する。Ｊ－ＶＥＲなりＶＳＣで今行われているＩＳＯの業
務の中で求められている保証業務です。
自社のオフセットだけに使う話であれば、情報は別にそこまで開示しなくても良い。クレジット
を最終的にどう使うかによって制度設計というのは大きく変わってくる。
・国自体がそういうデータとか成長曲線、材積テーブルなどしっかり整備されていれば、大きな
問題はない。新興国では、データの積み上げがない、過去の蓄積がない。そうすると、そのデー
タ自身がその事業会社の財産になっている。それを出すというのは相当抵抗があるみたいです。
・一番初めに何度も確認して、何を目指すのですかといったら、クレジット化であり、市場流通
型であるということでしょう。それを目指して、この制度設計をやっているから第三者認証にも
こだわっているわけです。その辺をきっちりしておかないと、おのずからこの制度設計は全く違
います。
・豪州の制度は１１年とか１２年に始まると言っていたが、結局１３年以降にやることになった。
制度の中で、クレジットは外に持ち出さない、当初は持ち出せないような制度設計になっている。
１３年以降動き出した場合には、確かに考慮しなくてはならない。
・クレジットは豪州の中で発生させないという選択はできないですか。カーボン・オフセットだ
けで使いますという。二重にならなければ大丈夫のような気がする。
・私どもはたまたま豪州国内にも製紙工場がありますので、多分そっちのオフセットを使うこと
になるでしょう。今の企業はどこまで開示できるかという情報があると、多分パイロット事業の
中で、いろいろ検討はできると思う。その場合、今の成長曲線ではなく、実際の吸収量の差だけ
で蓄積の差でみようとか、いろいろな他の対策はできる。
・ガイドラインの成長曲線のところですが、成長曲線ばかりが目立っている。欄外を見ると収穫
表も使えるということを書いてある。どういう場合にどっちを選ぶかという選択のフローなどを
用意すると良い。今見ると、成長曲線を作らないといけないような感じを受ける。
・ちょっとＪ－ＶＥＲを意識し過ぎている。Ｊ－ＶＥＲは逆に収穫予想がないところでやろうと
しているから。
・制度設計のときに追加性をこの制度でどこまで見るのかというのは、慎重にやらないといけな
120

い。ビジネスベースでやる産業植林も対象にされるのであれば、あまり厳しく見るような話にし
て、産業植林が使えないということになってしまったら本末転倒です。ここはあまりＣＤＭみた
いなやり方はやらないほうがいいのではないか。
・ビジネス・アズ・ユージュアルにしたら全部難しくなりますね。
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資料 1-1

「海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価認証制度」のシステム設計
（ＤＲＡＦＴ）
1. 評価認証制度の目的
本評価認証制度では、海外の新規植林・再植林・森林管理プロジェクトを対象として、
CO2 吸収・蓄積量を評価認証することによって、適切かつ持続的に炭素管理がなされた森
林の重要性を認識し、そのような森林経営を拡大、促進することを目的とする。
なお、実施対象国や地域、プロジェクトの開始時期を問わないものとする。
本制度の整備・運用は、段階的に次図１のとおり進める予定である。
＜海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価認証制度の整備・運用予定＞
2009 年度：

制度の枠組みの設計、制度概要の作成

2010 年度：

実施要領、算定マニュアル、検証ガイドラインの整備
パイロット認証の実施
（算定報告書の作成→検証→審査→認証）

2011 年度以降：

本格的制度運用開始

図１．本制度の整備・運用予定

2.

本評価・認証制度の対象者
本制度の目的である適切かつ持続的に炭素管理が成された森林に重点を置き、森林経営

の目的は産業植林のみならず環境・社会貢献を含める。制度の申請者も、日本製紙連合会
や海外産業植林センターの会員企業をはじめとする企業だけではなく、上記の森林活動を
実施する NGO 等も含める。

3.

インセンティブ付与
適切な炭素管理がなされた森林について、本制度を通して、外部有識者による審査がな

された上で認証書が発行されることにより、企業が、CO2 吸収量・蓄積量を外部に開示す
る場合や、CSR 活動へ使用する際の信頼性をより高めることが出来る。
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4.

制度設計



本制度の理念・目的と運営体制について「制度概要」に明記する。



海外産業植林センター（JOPP）が事務局として本制度を運営し、外部有識者による審
査運営委員会を JOPP 内に設置する。



本制度のルールならびに手続きについて「実施要領」に明記する。



算定・検証については、「算定マニュアル」、「検証ガイドライン」に明記する。

海外植林地におけるCO2吸収・蓄積量評価認証制度
制度概要

実施要領

算定マニュアル

申請者（民間企業等）

検証ガイドライン

海外産業植林センター
（事務局）

・申請書
・算定報告書
の作成、提出

受理、検証

審査運営委員会
審査、承認

公表・PR

認証書の発行

図２．本制度の仕組みと手順
算定報告書の検証業務は事務局である JOPP が行うことにより、第三者検証機関には
委嘱しない。

表１．本制度に関係する諸機関の役割
組織
海外産業植林セ

役割
・ 本制度の運営主体（事務局）

ンター（JOPP） ・ 申請者からの算定報告書について検証業務を行う
・ 審査運営委員会を設置、招集する
・ 審査運営委員会の審査結果に基づき、CO2 吸収・蓄積量認定証を
発行･交付する
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・ 評価認証された CO2 吸収量・蓄積量を管理簿に記録し管理する
審査運営委員会

・ 委員会のメンバーは、林業、海外植林、CDM 等についての外部
有識者（第三者）で構成し、独立性の担保に十分留意する
・ 独立の立場において、本制度の制度設計、実施要領、算定マニュ
アル、検証マニュアル等について審議し承認する
・ 申請者からの算定報告書について、事務局の検証結果を基に審査
し、CO2 吸収量・蓄積量を承認する

5.

本評価認証制度の特徴

本評価認証制度の特徴を下記に記す。
海外植林事業の実施者が容易に理解でき、より多くの者が本制度への申請者となるよう、
参加障壁の解消、本制度に対する信頼性の確保、明確な制度説明及び既存スキームとのリ
ンクの構築の視点から制度設計する。

①参加障壁の解消
申請者のデータの保有や算定の難易度などの懸念が強いＣＯ２吸収量・蓄積量の算定は、
現在広く行われている森林管理の延長で可能な算定方法や提出書類に基づくものとする。
②信頼性の確保
本制度に対する信頼性を構築するために、制度構築段階においても透明性を確保する
とともに、本制度の運営者を明確にすることとする。このため、本制度の完成前にドラ
フト段階で開示し、本制度の全体像を一般に公開することとする。

③CO2 吸収量と炭素蓄積量の開示
評価認証の対象である CO2 に関する開示情報については、CO2 吸収量のみの開示では
それが減少した場合に、適切かつ持続的に炭素の蓄積量を管理している実態が分かりづ
らく、一方、炭素の蓄積量のみの開示では CO2 吸収量の増減が分かりづらいため、両者
を併せて評価認証し開示することとする。

④CO2 吸収量と蓄積量の考え方
本制度における当該年の CO₂吸収量は、期末と期首の炭素蓄積量の差を CO2 換算した
ものからその他の排出量を差し引いたものとする（次式、図３）。なお、期末における
炭素蓄積量は、当該年の成長量から伐採等による減少量が既に差し引かれたものである。

3
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ΔCO2 ＝（Ce－Cb）×44/12－GHGE
Δ CO2

当該年の１年間の CO₂吸収量（tonCO₂/年）

Ce

当該年の期末における炭素蓄積量（tonC）

Cb

当該年の期首における炭素蓄積量（tonC）

GHGE

当該年におけるプロジェクト実施による GHG 排出量（ton CO２/年）

図３．本制度における CO2 吸収量と蓄積量の考え方

⑤蓄積変化の算定で考慮すべき炭素プールは次表１のとおりとする。
表２．蓄積変化の算定で対象とすべき炭素プール
炭素プール

本制度での取扱

地上部バイオマス（幹、枝、樹皮、葉）

含める

地下部バイオマス（根）

含める

枯死木

含めない

落葉落枝（リター）

含めない

土壌有機炭素

含めない
以上

4
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資料 1-2

事業の進め方（案）
平成 23 年度以降

平成 22 年度

カーボン・クレジット化
（上位目標）

海外植林地における
CO2 吸収・蓄積量評価認証制度

経団連目標、国内排出量取引制度、

民間基準として、吸収・蓄積量の

二国間 CDM 等への利用

モニタリング･算定・検証体制の確立

認証センター、認証運営委員会：
適格性基準の決定

海外産業植林センター（事務局）：
適格性基準の決定、公募

民間企業等：申請

民間企業等：申請

第三者機関：有効化審査
バリデーション

海外産業植林センター（事務局）：
受理

認証運営員会：審査、承認
認証センター：登録

民間企業等：モニタリング
吸収・蓄積量及びクレジット量
算定報告書の提出

民間企業等：
吸収・蓄積量算定報告書の提出

第三者機関：検証
ベリフィケーション

海外産業植林センター（事務局）：
検証 ベリフィケーション

認証運営委員会：
吸収・蓄積量及びクレジット量
の審査、承認

審査運営委員会：
吸収・蓄積量の審査、承認

認証センター：
クレジットの発行・登録・管理

海外産業植林センター（事務局）：
吸収・蓄積量の登録、認証書発行

確立された、モニタリング･算定・
報告・検証（MRV）体制を採用
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第1部
第1章

はじめに
目的

本ガイドラインは、海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を評価するための方法論を定め
るものである。
第2章

適用条件

本ガイドラインの対象は、民間事業者等が海外で造成している植林地とし、国や地域、プロ
ジェクトの開始時期を問わないものとする。

1
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第2部

CO2 吸収・蓄積量の算定ガイドライン

第1章 算定対象範囲
1.1 算定対象地の境界
算定対象地の地理的境界線を、次の情報等により明らかにする。


国名や行政区名などの名称



地理的確認をするための位置図、位置情報（基準点や緯度経度、方位）



規模を示す情報（縮尺、面積）

なお、算定対象地は、植林地の増加または減少により変化するものとし、該当年の期末毎に
確定する。
1.2 算定対象とする炭素プール
算定対象とする炭素プールは、樹木の生体バイオマス（表 1）とする。
表 1．算定対象とする炭素プール
炭素プール

算定対象

正当性／根拠の説明

樹木地上部バイオマス

含める

主要な炭素プール

樹木地下部バイオマス

含める

主要な炭素プール

枯死木

含めない

IPCC ガイドラインの tier1（デフォルト）では、
持続的森林経営がなされる限りこの炭素プールへ
のインプットとアウトプットは平衡していると仮
定され、炭素蓄積の変化量は有意ではない。した
がって、コンサバティブに無視できる。

落葉落枝（リター）

含めない

同上

土壌有機炭素

含めない

同上

1.3 算定対象とする排出源
算定対象とする排出源は、表 2 の通りとする。
表 2．算定対象とする排出源
排出源

ガス

算定対象として

木質バイオ

CO2

含めない

マスの燃焼

CH4

含める

N2O

含めない

正当性／根拠の説明
ただし、炭素蓄積の変化としてカウントする
木質バイオマスの燃焼から発生する CH4
微量排出として無視できる

木質バイオマスの燃焼から発生する CH4 の算定方法は、CDM 植林の方法論支援ツール、
「A/R
CDM プロジェクト活動の実施における既存植生の地ごしらえ、燃焼及び分解に伴う排出量の
推計1」を参照。

1

http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/tools/ar-am-tool-08-v3.pdf

2
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第2章 算定対象地の層化
2.1 層の区分指針
算定対象地の総炭素蓄積量を把握するために、
“樹種”、
“林齢”の 2 指標を用いて層化を行う。
例えば、植栽樹種が A と B の 2 樹種、伐期がどちらも 7 年の場合、2 樹種×（7 林齢＋1）＝計
16 層に区分する（図 1）。
林齢

樹
種
A

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

植栽前
または
伐採後
階層9

樹
種
B

植栽前
または
伐採後

図 1．植栽樹種 A、B（どちらも伐期 7 年）の海外植林地における層区分（例）

なお、算定対象地内において、区域ごとに植林木の材積・上長成長量に明らかな違いが見ら
れる場合には、“樹種”
、
“林齢”の 2 指標に、“地位級2”という概念を加えて層化を行う。
例えば、上記の植栽樹種 A（伐期 7 年）について、地位級が 3 段階に分けられる場合、樹種
A については、（7 林齢＋1）×3 地位級＝計 24 層に区分する（図 2）。
林齢

地
位
1

0

1

2

3

4

5

6

7

階層1

階層2

階層3

階層4

階層5

階層6

階層7

階層8

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

階層10

階層11

階層12

階層13

階層14

階層15

階層16

植栽前
または
伐採後

階層9

地
位
2

植栽前
または
伐採後
階層9

地
位
3

植栽前
または
伐採後

図 2．植栽樹種 A（伐期 7 年）について地位級が 3 段階に分けられる場合の層区分（例）

2

地位級とは林地の生産力を示す等級であり、土壌・地形・地床植物の種類・繁茂の状況などを参考
にして、材積・上長成長量により決定される

3
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第3章 CO2 吸収･蓄積量の算定式
3.1

CO2 吸収量の算定式
CO2 吸収量の算定は、IPCC の「土地利用、土地利用の変化及び林業に関するグッドプラク

ティスガイダンス」の蓄積変化法（3.2.3 式）に準拠することとする。
対象地境界内における当該年 t の年間 CO2 吸収量は、期末と期首の総炭素蓄積量の差を CO2
換算したものから顕著な温室効果ガス（GHG）排出量を差し引いたものとする（①式、図 3）。

⊿CO2,t ＝ (Ce,t - Cb,t) × 44/12 - GHGE,t ・・・①
⊿CO2,t 当該年 t の年間 CO₂吸収量（tonCO2/年）
Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

Cb,t

当該年 t の期首における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

GHGE,t 当該年 t におけるプロジェクト実施による顕著な GHG 排出量（ton CO2/年）

GHG排出量
炭素蓄積量
の差
（CO2換算）

当該年の
期首
における
炭素蓄積量
（CO2換算）

Cb,t
(tonCO2-e)

当該年の
CO2吸収量

当該年の
期末
における
炭素蓄積量
（CO2換算）

Ce,t
(tonCO2-e)

⊿Ct (e-b)
(tonCO2-e)

GHGE
(tonCO2-e/年)

⊿CO2,t
(tonCO2-e/年)

図 3．当該年の CO2 吸収量の算定方法
3.2 炭素蓄積量（CO2 相当量）の算定式
対象地境界内における当該年 t の炭素蓄積量（CO2 相当量）は、当該年の期末における総炭
素蓄積量を CO2 相当量に換算したものとする（②式）。
CO2STOCK,t ＝ Ce,t × 44/12 ・・・②

CO2STOCK,t

当該年 t の炭素蓄積量（CO2 相当量）（tonCO2）
4
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Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

3.3 期首の総炭素蓄積量の算定式
対象地境界内における当該年 t の期首の総炭素蓄積量は、その前年の期末における総炭素蓄
積量とする（③式）。
Cb,t ＝ Ce,t-1 ・・・③

Cb,t

当該年 t における期首の総炭素蓄積量（tonC）

Ce,t-1

前年 t-1 における期末の総炭素蓄積量（tonC）

3.4 期末の総炭素蓄積量の算定式
対象地境界内における当該年 t の期末の総炭素蓄積量は、各層（1～n）（図 2）の炭素蓄積量
の和とし、当該年 t の期末における各層 i の樹種 j の ha 当り幹材積を基に下記式を用いて算定
する（④式）
。

n

Ce,t ＝ ∑ { Ai × Vj,i,e,t × Dj × BEFj × ( 1 + Rj ) × CF } ・・・④
i=1

Ce,t

当該年 t における期末の炭素蓄積量（tonC）

Ai

層 i の面積（ha）

Vj,i,e,t

当該年 t の期末における層 i の樹種 j の ha 当り幹材積（m3/ha）
樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度（ton

Dj
3

d.m./m ）
BEFj

樹種 j の幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし）

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための地下部／地
上部比（単位なし）

CF

樹木バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）IPCC 規定値

第4章 層 i の樹種 j の ha 当り幹材積の推定方法
4.1 成長曲線を用いて推定
当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の幹材積は、対象とする海外植林事業地における樹種
j の成長曲線等3（図 4）を用いて推定する。

3

成長曲線のほかにも、収穫表または収穫予想式を用いても良い。

5
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（m3/ha）

ha当たり立木蓄積量

250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5 6
林齢

7

8

9

10 （年）

図 4．植栽樹種 j の成長曲線（例）

なお、算定対象地内において、地位級ごとの成長曲線が利用可能な場合は、それらを用いて
層 i の樹種 j の幹材積を推定する（図 5）。
（m3/ha）

ha当たり立木蓄積量

300

地位級1
地位級2
地位級3

250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5 6
林齢

7

8

図 5．植栽樹種 j の地位級ごとの成長曲線（例）

6

9

10 （年）
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第3部
第1章

成長曲線の作成方法
成長曲線の作成方法と実測調査プロットの必要数

対象とする海外植林事業地において成長曲線を作成する。なお、地位級ごとに層化が必要な
場合は、地位級ごとに成長曲線を作る。
成長曲線の作成は、対象とする海外植林事業地のなかに、サンプルプロットを設定し、その
実測調査データを基にして作成する（図 6）。
植栽樹種が、短伐期の早成樹の場合は、林齢ごとに 5～10 つ以上のプロットを設定し実測調
査する。その場合、例えば、7 年伐期なら、合計で 35～70 以上のプロットが必要となる。
（m3/ha）

ha当たり立木蓄積量

300
250
200
150
100
50
0
0

1

2

3

4

5 6
林齢

7

8

9

10 （年）

図 6．植栽樹種 j についてプロット調査の結果を基にして作成した成長曲線（例）
なお、植栽樹種が、中・長伐期の場合は、伐期齢までの期間を 5～10 区間に区切り、それぞ
れの区間において 5～10 つ以上のプロットを設定し実測調査する。その場合、例えば、20 年伐
期なら、2 年～4 年間隔で 5～10 区間に区切るとすれば、合計で 25～100 以上のプロットが必
要となる。
第2章

実測調査プロット

2.1 実測調査プロットの配置
プロットの配置は、算定対象地内において、無作為または規則的に配置することが望ましい
が、それが難しい場合は林縁を外し、地形等に偏りがないよう配置する。
なお、地位級ごとに層化が必要な場合は、地位級ごとにそれぞれ必要なプロット数を配置す
る。
2.2 実測調査プロットの形
プロットの形は、円形プロットならびに方形プロットのどちらでもよいが、縦列と横列で規
則的に植栽されている植林地の場合、植栽列に沿った方形プロットを設置した方が測定しやす
7
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い。
2.3 実測調査プロットの大きさ
プロットの大きさは大きくした方がバラツキを減らすのに有効で、100 個体入る大きさのプ
ロットが理想的だが、測定にかかる労力・経費を考慮して、伐期時に最低限 30 固体（以上）が
入る大きさのプロットが望ましい。
例えば、伐期時に ha 当たり 900 本の残存本数が予想される林分では、一つのプロットの大
きさは、30／900×10,000m2（1ha）＝333m2 以上が望ましい。
2.4 実測調査項目
設定したプロット k において、以下の 3 つの項目（表 4）を実測調査する。
表 4．プロットにおける実測調査項目
実測調査項目
（1）

ak

（2）

DBH

（3）

H

概

要

プロット k の面積（ha）
プロット k 内の全植林木の胸高直径
プロット k 内の植林木の樹高（5～10 本以上）。DBH の最大
級、最小級の個体が含まれるようにする

（1）ak の実測調査
実地測量または GPS 測量を実施してプロット k の境界位置を特定し、プロットの面積（ak）
を算出する。
（2）DBH の実測調査
プロット k 内の全植林木の胸高直径（DBH）を実測する。
（3）H の実測調査
プロット k 内の植林木の樹高（H）を 10 本以上のサンプル木について実測し、胸高直径－樹
高の関係式を導き出す。導き出した関係式を用いて、プロット k 内の全植林木の樹高（H）を
算出する。サンプル木には DBH の最大級、最小級の個体が含まれるようにする。
2.5 実測調査プロット内の幹材積 Vk（m3/ha）の算出
上記 4.6 で実測調査した ak、DBH 及び H を基にして、適切な材積式・材積表等を用いてプロット
内の単木の幹材積を算出した上で、その合計値 Vk（m3/ha）を算出する。

8

平成22年度第2回検討委員会資料

第 4 部 CO2 吸収・蓄積量に用いるデータ／パラメータの再確認（モニタリング）ガ
イドライン
第1章

モニタリングの概要

1.1 モニタリングの目的
本制度のモニタリングの目的は、海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を算定する際に用
いるデータ／パラメータを再確認し、データ／パラメータを修正・追加することにより、算定
精度を向上することである。
1.2 モニタリング対象項目
海外植林地における CO2 吸収量・蓄積量を算定する際に用いるデータ／パラメータは下記（表
3）の通りである。
表 3．モニタリング対象であるデータ／パラメータ
No.

データ／パラメータ

概

要

1

Ai

層 i の面積（ha）

2

Dj

樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための
容積密度（t d.m./m3）

3

BEFj

樹種 j の幹材積バイオマスを地上部バイオマスに拡大する
係数（単位なし）

4

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定す
るための地下部／地上部比（単位なし）

5

Vj,i,e,t

当該年 t の期末における層 i の樹種 j の ha 当り幹材積
（m3/ha）

1.3 モニタリング頻度
前回のモニタリング（実測調査）時から最低でも 5 年毎に再確認を実施し、算定精度を向上
するために、データ／パラメータを修正・追加する。
第2章

成長曲線のモニタリング

上記のモニタリング対象項目 No.5 の“当該年 t の期末における、層 i の樹種 j の幹材積”は、
対象とする海外植林事業地における樹種 j の成長曲線を用いて推定する。
このため、算定精度を向上させるために、成長曲線を定期的に見直しする。
以上

9
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「海外植林地における CO2 吸収・蓄積量評価認証制度」

炭素蓄積量・CO2 吸収量
算定報告書（案）
（バージョン 0.1）
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事業名称

Quy Nhon Plantation Forest Company of Vietnam Ltd.
(QPFL)

報告書改定番号

バージョン 01

提出日

2010 年 9 月 8 日

申請者名

王子製紙株式会社

所在地

ベトナム国

算定対象面積

9,777 ヘクタール

算定期間

2009 年度（2009 年 4 月～2010 年 3 月）：1 年間

炭素蓄積量

炭素蓄積量：●●,●●●（tonC）,

（2010 年 3 月時点）

CO2 相当量：●●●,●●●（tonCO2）

年間 CO2 吸収量

年間 CO2 吸収量：●●, ●●●（tonCO2／年）

Quy Nhon 省

ha 当たり年間 CO2 吸収量：●. ●●（tonCO2／ha・年）
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CO2 吸収・蓄積量の算定マニュアルの適用条件の確認

1

本事業対象地は、王子製紙株式会社の現地法人である Quy Nhon Plantation Forest

Company of Vietnam Ltd. (QPFL)が、ベトナム国にて造成している植林地であり、当該
植林地は、CO2 吸収量算定マニュアルの適用条件を満たすことを確認した。

算定対象範囲

2
2.1

算定対象地の境界

算定対象地の境界は、QPFL が管理する土地、総面積 9,777 ヘクタールを対象とする。
→スクリーン参照

2.2

算定対象とする炭素プール

算定対象とする炭素プールは、算定マニュアルに沿って、樹木の生体バイオマスである
地上部バイオマスと地下部バイオマスのみとする。

2.3

算定対象とする排出源

算定対象とする排出源は、木質バイオマスの燃焼から発生する CH4 を対象とする。
注）なお、CH4 排出については、今回は未検討である。

算定対象地の層化

3
3.1

層化に用いた指標

QPFL では、当該植林地を管理するに当たって、林班ごとに生産量の基準となる“地位
（上・中・下）”を設定していた。
そこで、今回の算定においても、算定対象地を、まず “地位（上・中・下）”によって
層化した。次に、各地位において、“林齢（0～10 年）”を用いて層化を行った。
なお、植栽樹種については、ほとんど全てが Acacia hybrid であることから、その他の樹
種は無視できることとし、今回の算定においては、全て Acacia hybrid が植わっていること
として算定を行った。

4
4.1

層 i における ha 当り幹材積の推定結果
成長曲線を用いて推定

2
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地位毎に林齢別に区分した層 i の幹材積は、対象地である海外植林地 QPFL における
Acacia hybrid の地位別（上・中・下）成長曲線を用いて推定した。
→スクリーン参照

4.2

成長曲線の特定方法

成長曲線の特定に当たっては、地位の上・中・下に分類された下記の 2 つの現地調査デ
ータを、横軸が林齢（年）、縦軸がヘクタール当たりの幹材積量（m3/ha）とした散布図に
落とし、それぞれ近似直線を追加した上で、ベトナム国林業省公刊の林分収穫表における
幹材積量の推移と比較することによって作成した。
→スクリーン参照
・ 2007 年～2010 年の林班別収穫量（m3／ha）
・ 植林地内の代表的な場所に設定し、毎年 1 回の毎木調査を継続実施した固定サンプル
プロット（PSP）内の幹材積量（m3／ha）
その結果、まず、QPFL 植林地の地位の上については、ベトナム国林業省公刊の林分収
穫表の地位 1 の幹材積量の推移が適当であると判断し、地位上の成長曲線とした。
次に、QPFL 植林地の地位の中については、同じく林分収穫表の地位 3 の幹材積量の推
移が適当であると判断し、地位中の成長曲線とした。
最後に、QPFL 植林地の地位の下については、同じく林分収穫表の地位 4 の幹材積量に
60%をかけた値の推移が適当であると判断し、それを地位下の成長曲線とした。

CO2 吸収･蓄積量の算定結果

5

「CO2 吸収・蓄積量算定マニュアル」の第 2 部、第 3 章：CO2 吸収･蓄積量の算定式に従
って、以下の通り、2009 年度の期首（2010 年 4 月 1 日）ならびに期末（2010 年 3 月 31 日）
における炭素蓄積量（CO2 量相当）ならびに 2009 年度（2009 年 4 月～2010 年 3 月）の年間
CO2 吸収量を算定した。

5.1

2009 年度期末における総炭素蓄積量の算定結果

上記 4 において推定した層 i における幹材積量及び後述の 6 において入手した各種パラメ
ータを用いて、以下の式により、各層における炭素蓄積量を算出した上で算定対象地の総
炭素蓄積量を算定した。
→スクリーン参照

3
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n

Ce,t ＝ ∑ { Ai × Vj,i,e,t × Dj × BEFj × ( 1 + Rj ) × CF } ・・・①
i=1

Ce,t

当該年 t における期末の炭素蓄積量（tonC）

Ai

層 i の面積（ha）

Vj,i,e,t

当該年 t の期末における層 i の樹種 j の ha 当り幹材積（m3/ha）

Dj

樹種 j の幹材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための容積密度（ton

d.m./m3）
BEFj

樹種 j の幹バイオマスを地上部バイオマスに拡大する係数（単位なし）

Rj

樹種 j の地上部バイオマスから地下部バイオマスを推定するための地下部

／地
上部比（単位なし）

CF

5.2

樹木バイオマス中の炭素含有率 ＝ 0.5（tonC/ton d.m.）IPCC 規定値

2009 年度期首における総炭素蓄積量の算定結果
算定対象地における 2009 年度の期首（2009 年 4 月 1 日）の総炭素蓄積量は、その前

年の期末（2009 年 3 月 31 日）における総炭素蓄積量を算定した（②式）。
→スクリーン参照
Cb,t ＝ Ce,t-1 ・・・②

5.3

Cb,t

2009 年度の期首における総炭素蓄積量（tonC）

Ce,t-1

前年度 2008 年度の期末における総炭素蓄積量（tonC）

2009 年度期末における炭素蓄積量（CO2 相当量）の算定結果
算定対象地における 2009 年度の炭素蓄積量（CO2 相当量）は、2009 年度の期末（2010

年 3 月 31 日）における総炭素蓄積量を以下の式により CO2 相当量に換算することにより
求めた（③式）。
→スクリーン参照
CO2STOCK,t ＝ Ce,t × 44/12 ・・・③

CO2STOCK,t

当該年 t の CO2 蓄積量（tonCO2）

Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）
4
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5.4

2009 年度における年間 CO2 吸収量の算定結果
算定対象地における 2009 年度の年間 CO2 吸収量は、期末と期首の総炭素蓄積量の差

を CO2 換算したものから顕著な温室効果ガス（GHG）排出量を差し引いたものとして算
定した（④式）。
→スクリーン参照

⊿CO2,t ＝ (Ce,t - Cb,t) × 44/12 - GHGE,t ・・・④
⊿CO2,t 当該年 t の年間 CO₂吸収量（tonCO2/年）
Ce,t

当該年 t の期末における総炭素蓄積量（tonC）

Cb,t

当該年 t の期首における総炭素蓄積量（tonC）

44/12

炭素蓄積量を CO2 換算するための係数（CO2 と C の分子量比）

GHGE,t 当該年 t におけるプロジェクト実施による顕著な GHG 排出量（ton CO2/
年）

6

算定パラメータ等の引用元
文献調査を実施した結果、CO2 吸収・蓄積量の算定に必要なパラメータを下記の引用元

より入手した。

表 6.1

文献調査により入手したパラメータ
パラメータ

値、

引用元

参考文献

計算式等
容積密度（WD）

番号

0.455

J.A. Vozzo (2002)

①

1.30

Miyakuni et.al (2004)

②

0.17

Miyakuni et.al (2004)

②

-

ベトナム国林業省公刊

③

（Acacia hybrid）
バイオマス拡大係数（BEF）
（Acacia mangium で代用）
地下部／地上部比（R）
（Acacia mangium で代用）
林分収穫表
（Acacia mangium で代用）

(2003)

5
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6.1

材積密度（WD）

QPFL の主要植栽樹種である Acacia hybrid の WD の値は、①J.A. Vozzo (2002) Tropical
Tree Seed Manual. Forest Service, United States Department of Agriculture から引用し
た。

6.2

バイオマス拡大係数（BEF）、地下部／地上部比（R）

BEF、R の値は、インドネシアにおける調査データ Miyakuni, K., Heriansyah, I.,
Heriyanto N. M. & Kiyono, Y. 2004. Allometric biomass equations, biomass expansion
factors and root-to-shoot ratios of planted Acacia mangium Willd. forests in West Java,
Indonesia. Japan Society of Forest Planning 10(2): 69–76. を基に、平均値を算出し使用
した（表 3.2）。
表 6.2 ジャワ島の Acacia mangium 調査林齢別の諸ディフォルト値
3

5

8

BEF

1.33

1.33

1.33

1.18

1.30

R

0.16

0.16

0.17

0.19

0.17

調査林齢

6.3

10

平均

林分収穫表

QPFL における Acacia hybrid の地位別（上・中・下）成長曲線を特定するために使用し
た林分収穫表は、ベトナム国林業省の公刊である、NHA XUAT BANG NONG NGHIEP
(2003) BIEU DIEU TRA KINH DOANH RUNG TRONG CUA 14 LOAI CAY CHU YEU
から引用した。
以上

6
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資料3

海外植林地
平成22年度

CO2吸収・蓄積量評価認証制度の構築事業
第二回検討委員会

オフセット・クレジットの
オフ
ット ク
ット
ニーズ・目的・課題
オフセット・クレジット化の方向性
平成22年9月8日
（財）国際緑化推進センター

2

1

本事業関係者のクレジットに対するニーズ

オフセット・クレジットの目的

製紙連合会






製紙企業が実施する海外産業植林地のCO2吸収・蓄積量を
積極的に評価し、アピールしたい → 本事業の趣旨
製紙業界の低炭素社会実行計画を発表（6/21）。そのなかで、
削減目標とともに、吸収源造成目標を掲示

目的
オフセット・クレジット
経団連の目標達成に利用

製紙企業







まずは、各社でまちまちの算定基準を、業界基準として統一
する必要性がある。
クレジット化したとしても、売却・市場流通には当面消極的。自
社の排出量のオフセットなら歓迎。
クレジット化にあたっては透明性確保の観点から情報公開が
必要となるが、算定に必要な材積成長量、MAI等は、企業秘
密であって公開は困難

国内ETSでの目標達成に利用

今後検討・
交渉必要
交渉必

二国間CDMに利用
第三者への売却・譲渡

消極的

オフセットしない
CSR報告書への記載
製紙連合会の目標達成に利用

3

対応

4

CO2吸収・
蓄積量認証
制度で可能

クレジット化に向けた課題


計上方法



非永続性の取り扱い



追加性の考え方



過去の活動の評価方法



対象となるプロジェクトの条件

5

オフセット・クレジット化に関する
オフ
ット ク
ット化に関する
事務局案

6
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資料3

2つのクレジットタイプ

クレジットの性質

①森林管理クレジット







①② ともに下記の性質は共通



流通性：なし

申請・登録後、毎年の吸収量・排出量を計算しクレジットとして
発行する



②植林クレジット







上記①に加えて、過去に達成した吸収量（炭素蓄積量のCO2
上記①に加えて
過去に達成した吸収量（炭素蓄積量のCO2
相当量）も、ベースラインを考慮に入れた上でクレジットとして
発行できる
１９９０年以降の活動についてクレジットの対象とする

プロジェクト参加者は①か②を選択できる
①と②は等価なクレジットとして互換性を有する








①森林管理の場合

クレジット量＝吸収量
吸収量＝（期末蓄積量－期首蓄積量）ーﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ排出量
プロジェクト期間の開始はプロジェクトが登録された年度
蓄積量が減少した場合は排出として計上→デビット





流通性はないので、他の制度で発行されたクレジットとは交
換・加算出来ない

期限：なし





クレジットの失効期限はない

8

クレジットの計上方法


互換性：なし



7

登録時に申請した参加者以外へのクレジットの分配・譲渡・販
売は不可
参加者間での譲渡は可、販売は不可

クレジットの計上方法





②植林の場合

クレジット量＝吸収量－ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ吸収量
①に加えて、過去の活動を評価
プロジェクト期間の開始は植林が開始された年度
ベースラインの考慮必要

ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ
登録

+1

+2

+3

+4

+5

植林時

9



+1

+2

+3

+4

+5

10

過去の活動の評価方法－１


登録

①のクレジットでは評価しない（登録後の増減のみ）
②のクレジットでは初回の発行時に評価する（ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ
との差を評価）

過去の活動の評価方法－２


②において


A)自社で植林し、１サイクル以上森林経営を行っている場合


①



B) 既に造成済みの植林地を買収した場合


②

植林時
11

登録時

過去の活動

植林時がプロジェクト開始時点なので、評価する

買収時にクレジットごと譲り受けたと考えるので、評価する

平成22年度第2回検討委員会資料
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非永続性への対応




追加性への対応

モニタリングを毎年継続し、蓄積が減少した場合は、排
出として計上（→デビット）
事業撤退時はこれまでに獲得したクレジット分を全て排
出として計上
VCS等が採用しているバッファは採用しない










自然災害等による蓄積量減少への対応
プロジェクト終了後の非森林化の可能性への対応



本事業においては


自然災害：排出として計上するので、バッファでの対応不要



プロジェクト終了後：事業終了・撤退時は獲得クレジット分を排出とし
て計上するため、バッファでの対応不要



下記の条件は①②に共通



対象国



まとめ
クレジットの
性質

附属書1国／非附属書1国を問わない


ただし、他の制度に適用可能となった場合、附属書1国が対象国と
なる
なるプロジェクトでは当該国のインベントリから差し引く
ジ クトでは当該国のイン ントリから差し引く

計上方法

持続的管理


長期的な森林の持続的管理が行われる予定があること

事前植生


事前植生の伐採は排出とする。また、②の場合は、事前植生
がベースラインとなるので、事前植生の蓄積量の推定が必要
となる

プロジェクト
の適用条件

15

②植林クレジット

流通性

なし

なし

他クレジットとの交換

不可

不可

期限

なし

なし

プロジェクト開始時点

登録時

植林時（既存植林地の場
合は買収時）

計上対象

登録時以降の吸収量

植林時以降の吸収量

ベースラインの考慮

不要

必要

伐採等による蓄積量減少

マイナスカウント

マイナスカウント

過去の吸収量

考慮せず

考慮する

プロジェクト対象国

問わず

問わず

持続的管理

必須

必須

事前植生

問わない

ベースラインで考慮

クレジットの方向性

流通性


①森林管理クレジット

16

クレジットの性格①


クレジットが発行されてもそれで収入を得るわけではないので、投資
分析を行うことは馴染まない

14

プロジェクトの適用条件



製紙企業の企業活動の一環としての持続的森林経営を促進するこ
とを目的とする事業であり、他の土地利用を想定した比較分析を行
うことは馴染まない

投資分析


13



土地利用変化

バッファの目的




当該地域における炭素蓄積量の増加をもって「追加的」
という
ベースラインの設定において、土地利用変化や投資分
析による追加性は考慮しない



本事業の目指すべきところ



参加者以外への流通性なし
区分

使途
CSR、
環境報告書

クレジットの流通範囲

業界標準
1 算定方法についての
業 基準 策定
業界基準の策定

販売・譲渡

自社

登録した
参加者

第三者

コンプライアンス（規制）
京都議定書目標達成
2 日本国排出量取引
（キャップ＆トレード）
CDM及びREDDプラス

3

ボランタリー（自主的）
排出量取引制度
既存仕組 or 新規創設

17

18

利用

公表のみ

対象
蓄積量
吸収量

蓄積量
公表のみ
経団連環境自主行動計画<
吸収量
温暖化対策編>
製紙業界の低炭素社会実
排出量と同様に
行計画
吸収量をカウン 吸収量
ト

追加性

第三者検証

不要

不要？

制度関係

不要

必要？
不要？

不要？

必要？
不要？

必要

必要

認証機関・委員会
（国）

必要

認証機関・委員会
（既存 or 新規設立）

（委員会に承認された）製
紙連合会による指針？
or
委員会検証？
第三者機関検証？
認証書必要？

提案

特定者間
（自社内）
排出量の相殺
（オフセット）

吸収量
クレジット

排出量の相殺
（オフセット）

吸収量
クレジット

市場流通

提案

特定者間
（自社内）

市場流通

既存仕組：
必要
新設：不要

平成22年度第2回検討委員会資料
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平成22年度第一回検討委員会の指摘事項

クレジットの計上方法
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吸収量＝
（期末蓄積量－期首蓄積量）ープロジェクト排出量
「事前植生」を考慮する場合


クレジットの計上方法




初回のクレジットから事前植生の蓄積量を差し引く

吸収量＝
（期末蓄積量－期首蓄積量）ープロジェクト排出量
「ベースライン」を考慮する場合


減少した部分は補填を求めない
ただし、次にクレジットが発行されるのは最後に発行した際の
蓄積量を上回った時点

22

クレジットの計上方法



伐採によって蓄積量が減少する場合


21



クレジット量＝吸収量（または排出量）
吸収量＝（期末蓄積量－期首蓄積量）ーﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ排出量
クレジット期間の開始はプロジェクトが登録された年度

20

クレジットの計上方法


初回のクレジットからベースラインの蓄積量を差し引く

過去の活動の評価


自社の活動で１サイクル以上森林経営をしている場合
（＝すでに蓄積量が平衡状態の場合）
以下の量のクレジット発行を行う


裸地、草地等から植林を行った場合



すでに出来上がった植林地を買った場合
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①の場合

関係するのは初回だけ→ベースライン推定の手間に比して効果が薄い
→事前植生の蓄積量を差し引く方法でよいのでは

24

平均年吸収量＝平衡状態の蓄積量÷１サイクルの年数
「追加的」に蓄積が増えた場合のみ

（２）議事要約
「海外植林地ＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証システムの構築事業」
平成２２年度 第２回検討委員会
平成２２年９月８日



｢海外植林地におけるＣＯ２吸収・蓄積量評価認証システム｣の設計（案）について

（事務局）
：海外植林地におけるＣＯ２の吸収・蓄積量の評価・認証システムの制度構築に向けて、
今年はパイロット事業を行い、マニュアルの作成、ガイドラインの作成、現地での実地検証、報
告、審査運営委員会による審査、認証を経て、認定書の発行までを一通り完結させることを目指
したい。
今回の王子製紙のベトナムのパイロット事業の結果は、審査運営委員会でオーソライズしたデ
ータということで公表できる形まで持っていくことで進めている。植林地におけるデータの取り
扱いでは、成長曲線などを描くためにも種々のデータが必要になってくる。一方で、そのデータ
の開示をどこまでするかというところは考えなければいけない。そのため、本日の発表データ等
は紙で用意しておらず、パワーポイントで説明させて頂きたい。
・ＱＰＦＬについて説明します。植林地の面積は、今年３月末時点で９.７７７ヘクタールです。
１９９５年から始まり、約１５年が経過している。当初、ユーカリと、アカシア・アウリカリフ
ォルムスを並行して植えた。ユーカリは成長が良くなくて、アカシアの方へシフトした。次にア
カシア・ハイブリッド（A.hybrid）の植林を推進している。
２００４年ぐらいから、融資造林として公社などの行政機関に植林してもらっている。社有林
として１万ヘクタール弱達成しているが、融資造林ということでさらに１万ヘクタールで、合計
２万ヘクタールの資源量になりつつある。１９９５年当時は、この土地に木が育つのだろうかと
いうことだった。１５年経って、７年伐期を基本として立派な森林が育ちつつある。ＦＳＣの認
証を取得しているので、沢筋は在来樹種を植えている。家具材として地元の木材加工工場に売却
している。そこの製品がＦＳＣ認証の家具としてヨーロッパの方に向かっている。今後の目標で、
無償の苗木提供、融資造林、そして３番目に植林木の付加価値向上ということで、今回の製紙連
合会、ＪＯＰＰの認証に期待している。
・植栽前はどういう状態だったのですか。例えば１９９０年時点では。
・私は調査に行きましたが、１９９０年はどうかわからないけれども、かなり前から荒廃地です。
クイニョンはすごい激戦地だったところだったと聞いています。植林箇所数は広く散在し、小は
十何ヘクタールから、大で３００ヘクタールぐらいです。
・じゃあ明快に、ＣＤＭでしたらＡ／Ｒに入るということです。
・この植林事業は、ＦＳＣを取得している。ＦＳＣはコンバージョンを禁じているので、森林を
変換させたという可能性はない。
（事務局）：昨年来、「評価・認証管理機関」を設けて、申請受理・検証、審査運営委員会へ答申
ということを考えてきたが、ＣＯ２吸収・蓄積量という評価・認証においては、「評価・認証管理
機関」は必ずしも必要ではないことになった。ＪＯＰＰが制度の概要や実施要領、算定マニュア
ル、ガイドライン等を作り、申請者が、申請書、算定報告書を作成し、提出したものを受理、検
証してその結果を審査運営委員会へ報告する。
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・前回と違うところの説明を受けたが、これはクレジットではなくて、吸収量の認定ということ
ですが、いかがでしょうか。
・クレジット化する時の話が別に出てくるので、とりあえず量の認証というところです。
・認証書というのはどういう目的で使われるのか。
・例えばＣＳＲレポートです。
・認証書の使われ方としてはあくまで自己目的で使われるということで、ボランタリーの目的に
使われるという限定を最初から設けておくという限りの話ですね。
・各社が個々に計算するのではなくて、統一的に蓄積量を評価しようという趣旨です。
・統一的なガイドラインを作っていることに意義があるわけですね。
「管理簿」という言葉が出て
きますが、ＪＯＰＰの中に紙という形で記録されたもので、それは開示できるものですか。
（事務局）
：認証書を発行するので、それを管理、記録する。開示したい。
（事務局）
：
「事業の進め方」というＡ４の１枚紙です。海外植林地におけるＣＯ２吸収・蓄積量評
価認証制度ということで進めている。民間企業が海外産業植林センターへ申請をして、当初は第
三者検証機関を入れることを考えていたが、費用面から現実的ではないということで、審査運営
委員会へ提出して承認を得たら、事務局が認証書を発行できる。上位目標のカーボン・クレジッ
ト化を来年度以降考えた場合に、経団連の目標にも絡むし、国内排出量取引制度、あるいは二国
間のＣＤＭ等への利用からすると、認証運営委員会、認証センター、適格性基準の決定から始ま
って、民間企業等が申請し、バリデーション、有効化審査というのが第三者機関によって行われ
る。そして、審査・承認が行われ、登録して、これを民間企業等のモニタリング、吸収相当量の
報告書を出して頂き、更にその上に立って、第三者機関による検証を行い、認証運営委員会で吸
収・蓄積量及びクレジット量の審査・承認を行う。今年度は炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量のパ
イロット事業であり、上位目標も見ながら事業を進めていきたい。
・来年度のことでまだ分からないと思うが、場合によってはＣＤＭそのもので出せる可能性があ
るかも分からないし、いろんなオプションが出てくる。
・これは、製紙連合会、要するに製紙メーカーの意向に基づいて、ここで検討するわけだから、
その辺は前広に検討しておいたほうが考え易い。
・一番不透明なのは、ＲＥＤＤをどういう扱いにするか。製紙メーカーが持っている植林地はほ
とんど、ＣＤＭじゃなくてＲＥＤＤの中での扱いになってくる。
・国内でも今、排出権取引をやりますね。国内であればＪ－ＶＥＲができているが、海外の場合
はないのでその辺のところも睨みながらと思っている。



パイロット事業の実施および吸収量算定方法について

・ＣＯ２吸収・蓄積量の算定マニュアルについて説明する。
算定対象範囲、バウンダリー、算定対象とする炭素プール、排出源を規定している。算定方法
について植林地を階層に区分する。それぞれの階層ごとに蓄積量なり吸収量を計算する。その場
合、樹種、林齢、地位級を指標として用いる。具体的なＣＯ２吸収・蓄積量の算定式では、蓄積量
の差、ストックチェンジで吸収量を出す。それから、顕著な排出量を差し引き、炭素蓄積量につ
いてはＣＯ２相当量も表示する。ＣＯ２が過去に吸収されたことで、炭素が蓄積されていることを
表示・認証していく。ＣＤＭ植林並びにＪ－ＶＥＲ、日本の森林吸収源ともほぼ整合性がとれた
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算定式になっている。
幹材積量については、モニタリングを行い、毎木調査、サンプリングを実施して算出する。植
林地ごとに成長曲線を基にして、炭素蓄積量を推定する算定方法にしている。
作成した成長曲線並びに各種パラメーターについて、その後、最低でも５年に１回は再確認を
して、データを追加して精度を向上させる。
・７年伐期で地位（の評価）は非常に難しい。樹高で見ていくが、産業植林の場合、前の樹高デ
ータがそれほどない時に、どうやって判断するか。
（事務局）
：現地から情報を得たところ、客観的なデータに基づいて地位を分けているわけではな
く、現場のスタッフが総合的に地位の上・中・下を判断している。今回はそれを信頼して、それ
ごとに成長曲線を作成した。
・こういう地位級を使うという場合は２つ条件があって、１つは地位級ごとに成長曲線を作れる
か。もう１つは地位級ごとに分かれたマップができるか。この条件が２つないと、分けても仕様
がない。今、書かれているのが一般論ではなくて、これから適用していくためのもので、そうい
う地位分布のマップがあれば、別にそれで構わない。
（事務局）
：ＱＰＦＬで地位の上・中・下にマッピングもしているということで、それに基づいて
成長曲線を作成して、炭素蓄積量並びに吸収量を算定した。マニュアルに沿って算定対象地の層
化を行ったところ、今回、ＱＰＦＬで地位の上・中・下を設定しているので、それに沿って大き
く階層分けをした。次に各地位の中でも林齢を指標として階層化を行った。それぞれの階層ｉに
おける幹材積は、成長曲線を用いて推定している。ＱＰＦＬから詳細なデータを提供していただ
いた。そのデータは２００７～２０１０年の林班別収穫量、これをヘクタール当たり幹材積量に
て算出している。もう１つは、ＱＰＦＬでパーマネントサンプルプロットを何十カ所か設定して
いるので、そこの１ヘクタール当たりの幹材積量、横軸に林齢、縦軸に幹材積量としてプロット
を落とすと散布図が描ける。青の四角が地位の上で、それに近似曲線、線形曲線を追加すると近
似曲線ができた。地位の中はピンクの点がかなり落ちているが、それに近似曲線を追加する。地
位の下は黄色いポイントで、それに近似直線を追加した。これだけでは根拠が弱いので、ベトナ
ムの林業省が発行しているアカシア・マンギウムの林分収穫表を散布図に重ね合わせたところ、
ＱＰＦＬの地位上の線はベトナム林業省の地位１級の線とほぼ合致している。次に、ＱＰＦＬの
地位中の近似直線については、ベトナム林業省の地位１、２、３とほぼ合致しているので使える。
地位の下については、サンプル数が少ないこともあり、かなり低い近似直線が出ているので、ベ
トナム林業省の一番下の幹材積量の推移に６０％を掛けたところ、大体この線に乗るので、先ほ
どの３つの地位別の成長曲線を特定し、幹材積量を推定している。
・この成長曲線、何曲線を使っているか。
（事務局）これはエクセルの近似曲線の追加で……。
・一番上の黒いのが下過ぎるような気がする。異常値を外しているのか？
（事務局）異常値ではなくて、高く出ているところがある。ＱＰＦＬで独自に地位を上・中・下
に分けているが、データを見ると、明確に分かれているわけではなくて、地位の上と地位の中が
ほぼ重なっているところがある。地位の下と中に関しても重なっているところがあるので、グレ
ーな部分はどうしても残る。
この成長曲線、幹材積量の推移曲線を利用して、まず林班ごとの幹材積量を推定した。２００
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９年度末（２０１０年３月３１日）時点でのＱＰＦＬの森林簿ですが、林班ごとに面積、樹種が
出ている。トータルの面積が９,７７０ヘクタールとなる。
林齢を割り出して、無立木地を除く植林地についてヘクタール当たりの幹材積量を、地位の上・
中・下、それぞれ林齢ごとの幹材積量を出して、それに面積を掛けるとそれぞれの林班ごとの幹
材積量が出る。それに容積重、バイオマス拡大係数を掛けると地上部バイオマスが算出できる。
次に地下部バイオマスを地下部率によって算出し、地下部と地上部で樹木全体のバイオマス量を
計算する。それに炭素率を掛け、炭素蓄積量が計算される。２００９年度末の林班毎に炭素蓄積
量を算出した上で、その合計をとると、９万２,０００tonＣという炭素が蓄積されている試算結
果が出た。ＣＯ２換算では３４万 tonＣＯ２を吸収しているという試算結果が出ている。
２００９年度に二酸化炭素の吸収量を試算した結果、２００８年度末と２００９年度末とを比
較して、１年間に炭素蓄積量で約５,０００tonＣぐらい増えている。ＣＯ２に換算すると約２万 ton
ＣＯ２となる。
算定に用いたパラメーターの引用元としては、容積密度、容積重とバイオマス拡大係数、地下
部／地上部比、林分収穫表などになっている。容積密度については、アカシア・ハイブリッドは
０.４５ぐらいで妥当だと思っている。バイオマス拡大係数と地下部／地上部比については、ハイ
ブリッドのデータが見つからないので、マンギウムのデータを引用した。林分収穫表については、
ベトナム林業省公刊の林分収穫表から幹材積量の推移をとっている。とりあえず年間吸収量並び
に２００９年度末の炭素蓄積量並びにそのＣＯ２相当量を試算した。
・ＣＯ２の蓄積量・吸収量を測定するに当たって、作った成長曲線はどういう使われ方をしている
のかよく分からなかった。たとえ実測値があっても、成長曲線に強引に当てはめた数字を使って
いるということですね。
（事務局）
：そのとおりです。最終的には強引に成長曲線に全部当てはめています。
・今のプロットぐらいのデータがあれば、毎年それを使った方がいいかもわからない。成長曲線
を使うメリットはどこにあるか。
・植林地で成長曲線を使っている理由というのは、伐期においての収穫量の予想というのが需給
計画にも直接影響するので、非常に高い精度を求められる。伐採の１年前と３年前とか２回ぐら
い実際に標準値をとって調査をして、それを植林樹種の特性から考えた成長曲線に当てはめて、
樹高を補正して推定するような成長曲線の使い方をしている。成長曲線が１本とか３本とかとい
う固定じゃなくて、それぞれの現状の成長の度合いによって変化させながら使っている。
（事務局）
：林班ごとに成長曲線を補正しながらやった方が、精度が高い。できれば今年度、林班
ごとに成長曲線を補正して出した最終的なＣＯ２吸収量と、３本の線のみでやった蓄積量と吸収量
との試算結果を比べて、どれぐらい差があるのか。ほぼ同じだったらこの３本だけでもいける。
違っていれば林班ごとに成長曲線を補正してやらなければいけない。パイロット事業であり、そ
の辺も確認してみたい。
・それが合っているかどうかより、認証し易いかどうかです。成長曲線を認証するのは結構大変
です。実際のデータの測定から材積は認証し易いが、一旦、成長曲線をかましてしまうと、その
計算方法が正しいか結構面倒になってくる。ここは単純な樹種であり、頻繁に測定が入っている
ので、そのデータを使えば蓄積は把握できるはずだ。
（事務局）
：頻繁に測定が入っていると言っても、全てに測定が入っているわけではない。
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・全てじゃなくて、サンプルでデータがある程度そろっていれば、推定できる。
（事務局）
：サンプル数は１００点ほどある。
・この１万ヘクタールのところの齢級別にどれぐらい要るか、これに追加であと何点ぐらいあれ
ば良いとか、そちらの方が検証は楽だ。
・１万ヘクタールで、１００点やっているわけですね。
（事務局）
：１００点の中には伐採量をヘクタール当たりの幹材積量に換算したものも含まれてい
る。ＱＰＦＬがパーマネントサンプルプロットを設定しているのは、２０ポイントぐらいしかな
い。
・成長曲線で林齢だけでやってしまうと、分散もわからないからコンサーバティブな評価ができ
なくなる。
・これは毎年吸収量の証書を出していくということを想定して、毎年サンプルをとるのが大変だ
からこの線でやってしまおうという趣旨ですか。
（事務局）：毎年、パーマネントサンプルプロットでやろうとすると、１万ヘクタールでやると、
200～300 箇所は要る。毎年測れないので、これは２０しかサンプルプロットしてないですけど、
それと出材量の実績データを組み合わせて成長量の推移曲線を作って、それに基づいて毎年行う
趣旨です。
・企業の方としても、毎年証書があった方がいいということですね。
・ＣＳＲ報告書は毎年出しています。
・元の表がありましたね。結局、ある年に測った点じゃなくて、過去のデータをみんな持ってき
ているのですね。
（事務局）
：そうです。過去に測った分も全部含めています。
・その時の齢級毎の蓄積はそこで出ているから、齢級を移動したらそのまま差をとれば良い。成
長曲線にして精度を悪くする必要はない。
（事務局）
：測っているところについてはそれで良いが、カバー率が低い。
・植えた以降一切調査してないところであれば、先ほどの地位１、２、３で推定するのは理解で
きるが、それ以外の測ったところは、無理にこの３本に合わせる必要はない。
・サンプリングだから、測ってなくてもいいと思う。要するに、どのブロックも測ってなくても、
プアのブロックが何点かそこからデータが出てきていれば。
・パーマネントプロットが２０点ぐらいということですね。サンプルは１００点あるとのことで
すね。
（事務局）
：その２０点を例えば５年続けてはかると１００点になる。
・サンプルの場所が１００カ所ということではないのか。
（事務局）
：そうです。２０点を５年続けて測れば１００点になる。それにプラス、２００７年か
ら４年間の林班ごとの出材量が出ているので、その出材量をヘクタール当たりに換算しますとそ
の林班の平均的な幹材積量が出るので、それも１つの点として使っている。
・データの元は何から取っているかというのを初めに説明して頂きたい。伐採量は比較的正確に
出る。
（事務局）
：平均値になるけど、そちらの方が正確に捕捉できます。
・ＱＰＦＬのパーマネントサンプルプロットは、伐採しないサンプルですか？
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（事務局）
：データによると、１回、パーマネントサンプルプロットを設定されて、それがもう７
～８年生になったので、一度伐採されています。それで、今年度、植え直したところにパーマネ
ントサンプルプロットを新たに設定されている。パーマネントというのは、１サイクルにおいて
パーマネントという意味です。
・我々の方でも一部のプロジェクトでやっていますけど、成長曲線のカーブは伐期を超えてもデ
ータをとり続けて、ある程度正確なものにするために残してある。
（事務局）
：５カ所ぐらい残している。７年生にかなり大きなサンプルが出ているのは、出材量を
基にヘクタール当たりの平均値、林班ごとに平均値を１つのサンプルとして落としているので、
かなりたくさんサンプルが出ている。
・海外植林事業の場合には、植えてから伐採するまでの期間が短いから、たとえ７年といっても、
７年目の１年間というもの自体が無視できない。そこが全然補正されずに７年目に伐採されたも
のを一本で処理されている。
（事務局）
：今回、月別にもやろうかとも思ったが、雨期と乾期が明瞭にあり、雨期の間は伐採し
ていないということで、雨期の間におそらく成長するだろうと考えた。乾期の間はほとんど成長
しないだろうという前提で、一括して取り扱っている。
・２００９年度が算定期間になっているが、このエクセル表の下だと、ピリオド２、３、４、５
と書いてあるが、どこが２００９年に当たるのか。この蓄積量を評価されている期間は、その図
で言うとどこの期間ですか。
（事務局）
：この図に当てはめますと、例えば２００９年度には、２年生があったり、４年生があ
ったり、６年生、８年生があったりとばらばらですので、それらを総合的に計算したら、最終的
な蓄積となる。
・伐期を迎えて伐採した分を含めても、なおかつ蓄積量がプラスだったということですね。それ
は当然排出になっていますね。排出分を計上しても、プラスの蓄積量が出た。場合によってはマ
イナスになる可能性もある。
（事務局）
：飽和になっている場合はマイナスですね。
・その場合はマイナスの蓄積量として認証するというのは変だけど、事実は事実として。
（事務局）
：その方がフェアだと思います。



カーボン・オフセット クレジット化への課題

（事務局）：
「オフセット・クレジット化の方向性」について説明する。日本製紙連合会では、オ
フセット・クレジットの目的について、製紙企業が海外で植林を行っている事業のＣＯ２吸収・蓄
積量を評価する仕組みを作っていきたいことと、低炭素社会実行計画という中で吸収源の造成目
標も提示している。ＣＳＲ報告書への記載は、吸収・蓄積量の認証というところで対応が可能で
あろう。オフセットをしていく場合、この制度の中だけでオフセットをするのか、他の制度にの
せていくということも考えていくのかということで検討を進めていきたい。
クレジット化に向けた課題で、計上方法、非永続性の取り扱い、追加性の考え方、そして過去
の活動、それまでの吸収量というのをどう評価するか、どういうプロジェクトを対象とするか事
務局案を提示したい。
今回、２つのタイプを考えた。１つが森林管理クレジットで、登録後、毎年の吸収量、伐採し
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た場合は排出量を計算してクレジットとして発行するタイプのもの。２つ目として、過去に達成
した吸収量のＣＯ２相当量も考慮に入れる。その代わりベースラインも考慮して、そこを差し引い
た上でクレジットとして発行する。対象とする活動は１９９０年以降とする。プロジェクトの参
加者は、①か②を選択できる。
このクレジットの性質として、今のところ市場流通を考えない。基本的にはプロジェクトの参
加者の中で分配・譲渡をする。他の制度とのクレジットの交換等はせず、Ａ／Ｒ ＣＤＭのよう
な期限は設けないことで考えている。
計上方法について、①の森林管理タイプについては、先ほどの吸収量と同じだが、登録された
以降、前回と比べて増えた分を吸収量として見る計上方法になっている。それで、万一蓄積量が
減少した場合は排出として計上する。
一方、②は①からベースライン吸収量を差し引くことで、過去の活動を評価することで、１回
目のクレジット発行時に現在の蓄積量から想定されるベースラインの蓄積量を差し引いた分をク
レジットとして発行する。それ以降は蓄積の増加量からベースライン吸収量を差し引いた分にす
る。
現在、既に製紙企業は大面積の植林地を所有しているので、それを評価するためにこのように
考えている。①では登録以降しか見ないので、登録から増えた分だけ評価する。②については、
植林以降増えた分を評価することを提案している。
現在、既に伐採のサイクルを１回以上行っている植林地もたくさんあるということで、プロジ
ェクトで植林を開始して以降増えたということで、その蓄積量を最初の１回評価する。造成済み
の植林地を買い取ったと場合については、その蓄積量ごと譲り受けたという評価を考えている。
非永続性への対応で、Ａ／ＲＣＤＭだとその植林地がその後どうなるのかという対応が必要で、
モニタリングをできれば毎年継続して、蓄積が減少した場合は直ちに排出として計上することで
期限付きの必要はないだろう。土地の契約が切れるなど事業を終える時は、それまでに獲得した
クレジットを全て排出として計上することで、現在、保有している植林地からの吸収量だけを計
算していく。ＶＣＳなどが採用しているバッファーについては、自然災害による減少とか、終了
後の非森林化というものに対する対応が目的だが、災害によって減少した分は排出になり、プロ
ジェクトが終了した後には、これも排出として計上するのでバッファーの対応は必要ないと考え
ている。追加性への対応では、炭素蓄積量の増加について「追加的」という言葉を使う。このク
レジットの制度があるから植林をするというロジックではなく、植林をしているところのＣＯ２
を評価するので、土地利用のベースラインのシナリオ、また、クレジット収入による投資分析は
なじまないと考えている。
どういったプロジェクトを対象にするかということで、とりあえず附属書１国も含めることで
考えているが、今後、他の制度等の適用が可能になった場合、その制度との整合性を取っていく
必要がある。非永続性への対応とも関係するが、持続的な管理が行われる予定のプロジェクトと
いうことで、王子製紙のようにＦＳＣを取られていると良い。
事前植生については、これを伐採した場合は排出と見る。また、②の場合はベースラインを評
価するので、そこでベースラインがどのように変化するかというのも推定が必要になる。
これらを纏めた表で、主な違いは、計上の対象となるのが登録の後の吸収量のみか、植林した
以降の吸収量か、ベースラインを見る必要があるか、過去の活動というのを評価するか、しない
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かというところになっている。
（事務局）
：オフセット・クレジットの目的というところで、我々が作っているＣＯ２の吸収・蓄
積量の認証システム、これをさらにバージョンアップをしてオフセット・クレジット化する必要
性はどういうことかというケースが述べられている。経団連の目標達成に必要と記載されている
が、経団連の目標は今のところ、「環境に関する自主行動計画」という自主的な行動計画である。
製紙連合会の目標達成は、今、
「低炭素社会実行計画」というのを作ったばかりで、これは経団連
の枠組みの中で製紙業界が作成したものであり、経団連の目標達成に利用というのはない。
国内の排出権取引での目標達成に利用することは、個々の企業がもしキャップなどをかぶせら
れたような場合には、当然その中で森林の吸収を使いたいと考えられる。Ｊ－ＶＥＲはその中で
認める方向に感じられるが、海外の植林地を認めるとすれば、更にどのようなことを乗せれば認
められるのか聞かせていただきたい。
二国間のＣＤＭ利用は、おそらくＲＥＤＤ＋の枠組みの中でどういったことができるのかと思
っている。これはまだ全体像が全然見えていない。経産省の方ではモデル事業的なものが既に進
行している。
３つ目としては、第三者への売却・譲渡ということが当然出てくると思う。これは今のところ
はそんなに積極的ではない。経団連の目標達成というのは多分ないのではないか。国内のＥＴＳ
の中で環境省がどういうことを考えられているかを伺いたい。
・これは事務局の中で意見交換せずに、何人かで検討した案ですか。
（事務局）
：今まで議論をしてきた結果を前提に、ＪＩＦＰＲＯ内で今回作成した。
・国内ＥＴＳでの目標達成に使えるような仕組みになっているかどうか。
・そういう意味ではこの二国間ＣＤＭというのは多分誤りで、ＣＤＭの枠組みにとらわれない二
国間クレジットという言い方で、政府部内で現状のＣＤＭにとらわれない仕組みを作って行くこ
とで既に動き始めている。ここはおそらく二国間クレジットという言い方になる。そういった枠
組みの中にこの仕組みがフィットすれば、我が国の中期目標の一部としてこれを使って行くこと
に繋がっていく。それと国内ＥＴＳとどう繋がっていくか検討が進んでいない。緩和措置として
外部クレジットの利用というのを認めていくと思うので、その時にどういうクレジットを認めて
いくかというのは、また別個の議論になるだろう。少なくとも二国間クレジットに利用される以
上、国際的に認められるものでなければいけない。だから、一定の基準なりにはフィットしてい
ないといけない。検証を自分たちでやるというのは認められなくて、これはサードパーティーに
よる検証が必須になってくる。あるいは、ＩＳＯ等の国際標準が既にあるので、そういった何ら
かの国際スタンダードに沿っているということの要求は満たさないといけない。そこを見越して
制度設計していくということが必要だろう。
・森林管理クレジットと植林クレジットに分けてやるとか、こういうことをここで検討するのか
どうかです。
・こういう考えがあるのであれば検討しておかないと、発言すべきときに発言できなくなってし
まうので、検討される意義はある。
・検討する場合に、こっちが提案できるような中身にできるかどうかが必要だ。
・国際的な場に持ち出した時に、
「それはすばらしいな」と言ってもらえるぐらいのものを打ち出
していくというのが必要だ。
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・クレジットの目的に対して、クレジットの性質が、整合性がとれていない。クレジットの性質
のところは、目的を外してしまって、この中だけでとりあえず動かしてみようという話だ。今言
った二国間クレジットで行けばクレジットの性質は全く違うものになってくるので、どのように
議論をしたらいいかというのは難しいところがある。クレジットの計上も、最後に全部戻すとか、
これは結局ゼロということですね。もともと全くクレジットはないというのと同じ話になってし
まうので、全体としてもう一度検討してから議論をした方が良い。多分、二国間クレジットにし
た時は、最後、プロジェクト期間が終わったらそこでキャンセルになって、別に戻さなくてもい
いと思うが。この中だけで一定の蓄積を維持していこうと、製紙連合会の中で６０万ヘクタール
の炭素クレジットを維持する時には、事業を止めたらそれは戻す。それは一つ意味があるが、二
国間クレジットは別の話の世界でやるということなので、全体の枠を、どこで我々は議論するか
を決めないといけない。二国間クレジットに持っていくためにどういうことを考えたら良いかを
議論する。製紙連合会も気にされているところだと思う。
・タイミング的には、今押し出しておかないと。今ならまだやる余地はある。
・それと、ＲＥＤＤを念頭に置いて二国間クレジットが動いてくるので、ちょうど今、タイミン
グとしては良い。
・今の議論の整理としては、まずは二国間クレジットで使えるようなものをイメージしながら議
論をして、もし流動性が全くないようなものに最終的に落ちつくのであれば、スケールダウンし
て議論をすることですか。
・そうですね。ここではクレジットの性質は頭に置かなくて良いと思う。
・でも、二国間クレジットになったら、流通性は不可避だと思います。
（事務局）
：ＪＩＦＰＲＯの中で検討した時には、クレジットの目的も二国間クレジットとか、こ
ういうものを目指してやっているという認識は全くなく、基本的には現在ある植林地をクレジッ
ト化するためにはどうすれば良いかを考えた。製紙会社のカーボン・オフセットに使えるかどう
かというところがポイントになる。
・カーボン・オフセットで国内に総量規制が入った時、クレジットとして売買できるような、他
と整合性を持つようなクレジットでないとできない。
（事務局）
：市場流通を前提にするとハードルが非常に高くなる。できれば特定者間取引型か、も
しくはそれの外で何かクレジットができないかと考えている。
・目標達成に利用すると言った途端に、それはもう流通性のあるものと同義だという話は理解す
る。そうでないと、目標達成に使えるものとは言えない。あくまでＣＳＲが目的で、ボランタリ
ーで使う分には全然構わない。
（事務局）
：目標達成に使うためには、政府には譲渡できると思う。その他のところにはだめです
けど、例えば王子製紙はクレジットを獲得して、それを目標達成に使うイコール政府には譲渡で
きるということで。
・政府が買うということが仮にあったとしても、それはほかの１トンと全く同値じゃないといけ
ないから、流通可能なものであるレベルに達している必要はある。
・製紙業界だとか産業界に対して総量規制のキャップがかけられた時に、我々とすればそれをオ
フセットできるクレジットにしたいと考えている。オフセットできるということと、外から買っ
てきてオフセットするというのが、同等の信頼性がなければいけない。
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・そういうことです。同等の信頼性が保証されていないといけない。
・総量規制とか何かがあった時に、クレジットを自社の削減目標に使おうとすれば、パーマネン
スがないからという話じゃなくて、パーマネンスをどう評価してディスカウントするかという話
を中に組み入れない限り、政府も評価できない。
（事務局）
：Ｊ－ＶＥＲ並みになれば、目標達成に使えるという話もあるので、なるべくそこに近
づけたいというイメージです。
・Ｊ－ＶＥＲはオフセット対象という言い方が適当かどうかわからないが、温対法の報告数値の
調整に使える。ただ報告数値に使うというだけです。ほんとうの数字があって、調整後数値とい
うのを書く欄が別にあり、そこに書けるというだけで、それ以上の法的効果はない。調整数値と
は調整後排出量という概念です。法律上３つしか使えなくなっていて、京都ユニットとＪ－ＶＥ
Ｒと国内クレジットの３つです。
（事務局）
：先ほどの非永続性の取り扱いについては、この事務局案でいくと、その他のクレジッ
トと質の面においては等価性を持つ。なぜ永続させないかというと、非永続性を最後までその会
社は責任持っているという案なので、それを売買するとその会社から手が離れてしまう。そこで
流通させないという方針にしている。質の面では他のクレジットと等価性を持つ。
・それは分かるが、それが外部に認められるかどうかだから、それはこれからの検討だと思う。
・議論がなかなか難しいので、次の委員会のときに事務局案を整理して出していただいた方が良
い。その時に、目的も何に使うかを一回きちっと設定されて、それに合わせて制度設計をしたほ
うが良い。
（事務局）
：製紙連合会の中で売買について要望がないのは事実だが、それは別として、今回、オ
フセット・クレジット化するとしたら、Ｊ－ＶＥＲとほぼ同等ぐらいの扱いができるものにした
い。
・Ａ／ＲＣＤＭの時も同じことが議論になったところで、追加性のこともかなり検討したはずで
す。海外で植林する場合はどこでも、経済的バリア、政治的バリア、いろいろあって、それにつ
いては、事業の採算だけではなしに、従来、何かなければできなかったところをやるという、Ａ
／ＲＣＤＭでもやろうと思えばできるという感触はあった。
・Ｊ－ＶＥＲ自身は別に追加性をそれほど意識してないというか、３条４項の補完的に使ってい
る。ＲＥＤＤの場合は別にアディショナリティー（追加性）は要求してない。製紙連合会さんが
やろうとされていることは、Ｊ－ＶＥＲと同じような形で、海外のものについてもある程度市民
権を持ったカーボン・オフセットに使えるようなものを来年度は検討したいという、そういう意
図で少し事務局案を作り直していただくといいだろう。
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「海外植林地における炭素蓄積量・CO2 吸収量の評価・認証制度」制度構築方針（案）

資料 2

オフセット・クレジット化についての検討

資料 3

パイロット事業実施結果 ～各算定方法による炭素蓄積量の比較調査～
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「海外植林地における炭素蓄積量・CO2吸収量の評価・認証制度」
平成22年度第3回委員会 資料１

「海外植林地における炭素蓄積量・
CO2吸収量の評価・認証制度」
～制度構築方針（案）～

本発表の構成
1. 本事業の目的
2. これまでの経緯
3. 今年度の目標
4. 課題
5. 課題への対応策（案）

パイロット事業地： ベトナムQPFL産業植林地、Acacia hybrid 6年生林分

仲摩 栄一郎

6. 今年度のパイロット事業実施内容

1

2

１．本事業の目的

１．本事業の目的

評価・認証された炭素蓄積量・CO2吸収量の用途
仕組み

海外の植林地における炭素蓄積量・CO2吸収
量の評価・認証制度を構築することによって、

（１）定量的な評価・認
証のみ
（オフセット・クレジット
化しない場合）

適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林の
重要性が認識され、

（２）排出量とオフセット
可能なクレジット化した
場合
（別途、発表資料3にて
検討内容を発表）

そのような森林経営の拡大・促進に寄与する
3

「海外植林地における炭素蓄積量・
CO2吸収量の定量的な評価・認証制度の構築」

2. これまでの経緯
各社それぞれが独自に実施している炭素蓄積量・
CO2吸収量の算定方法を、業界基準として定める必
要性
CDM植林のように、あまりにも厳格すぎると広く普及
しないため、当制度は、簡易・低廉かつ信頼性が担
保された評価・認証制度を目指す
5

用 途
自社
利用

自社
利用
市場
流通
・
売買

各社CSR報告書への記載
経団連や製紙連合会が掲げる
吸収源増強目標の達成
排出削減目標の達成
国内排出量取引等が導入され
た場合の目標達成
既存のボランタリー市場
将来的に、REDD+、二国間ク
レジット等へのリンク（コンプラ
4
イアンス市場）

3. 今年度の目標
今年度事業内に、
炭素蓄積量およびCO2吸収量を定量的に評価する
ための算定方法を業界基準として定め、評価・認証
制度を設立する
そのため、2010年5月に、評価・認証のパイロット事
業として海外植林地を募集したところ、王子製紙株
式会社らが出資する、「ベトナムQPFL産業植林地」
から応募があった
「ベトナムQPFL産業植林地」において、現地調査を
実施し、算定方法の業界基準を定めるとともに、パ
6
イロット事業として評価・認証する

1
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4. 課題

5. 課題への対応策（案）

オフセット・クレジット化するわけではなく定量的評価の
みなので、申請各社への金銭的メリットなし

 広い適格性 → 全ての海外植林地を対象
 認証手続きが簡易 → 第三者機関による審査なし
→ 事務局による確認、審査委員会による審査のみ

したがって、今後、この制度が広く普及するためには、
認証制度自体のハードルを出来る限り低くする必要
あり
広い適格性（対象を限定しない）
認証の手続きが簡易
取得、維持費用が廉価
算定方法が簡易

 取得、維持費用が廉価 → 現地審査なし
→ 提出データの妥当性を確認する机上審査のみ
 算定方法、データの収集・調査が簡易
→ ①CDM植林、VCS等で採用されている算定方法や、
②J-VERで採用されている算定方法に加えて、

算定のためのデータ収集、現地調査が簡易
7

製紙各企業が産業植林地において、収穫予測に一般的に
使用している方法も、当制度の承認算定方法として採用したい8

5. 課題への対応策

5. 課題への対応策

制度の算定ガイドラインで、以下の4つの算定
方法を示し、申請者がそのうち一つを選択でき
るようにする

③各林班の収穫実績を基にして、次のローテーションの
成長量を予測し算定する方法（MAI）

①統計学的に設計されたサンプリング調査に基づき算
定する方法

④標準地調査により、地位別・林齢別の平均幹材積量
を把握し、プロジェクト固有の収穫表・成長曲線を作成し、
算定する方法

 CDM植林、VCS等で採用

 通常、森林簿、経営区単位の森林計画、木材供給予
測等のために採用

 通常、森林簿、経営区単位の森林計画、木材供給予
測等のために採用

②既存の収穫表・成長曲線を利用して、標準値調査に
より保守的な値を選択して算定する方法

備考）その他、将来的に、衛星画像を用いた算定方法等が実用
化されれば、当制度の承認算定方法として適宜追加する

 J-VERで採用
9

10

5. 課題への対応策

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法
CDM植林、VCS等で採用

5. 課題への対応策

②既存の収穫表・成長曲線を利用して、標準地
調査により保守的な値を選択して算定する方法
J-VERで採用

手法： ‐無作為（ランダム）または格子状のシステマティック・
サンプリングによる蓄積量の推定
長所： ‐統計学的精度を示すことができる
‐第3者による定量的信頼性の客観的評価が可能
短所： ‐成長のバラツキが大きい場合、必要な精度を満たす
ためにはサンプルプロット数が増加。
： プロット位置

11

地位の特定にあたって
は保守性を考慮する必
要がある。たとえば、標
準地調査の値が、地位
が1と2の間だった場合
は、吸収量の算定の際
には、保守性を考慮し
地位2と特定（左図） 12

2
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5. 課題への対応策

③各林班の収穫実績を基にして、次のローテー
ションの成長量を直線回帰で予測する方法（MAI）
長所： ‐産業植林では、林班ごとの収穫実績が把握できる
全数調査なので、サンプリング調査よりも正確
短所： ‐次のローテーションも前回と同様の成長をするか不明
‐成長曲線と比較して、蓄積が弱齢で過大評価、高齢で
過小評価になる可能性あり
成長曲線（S字カーブ）

幹材積量（GMT）

120
100

収穫実績値

80
60

各林班の収穫実績を基
に、次のローテーション
の成長量を直線で予測
（左図）

40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

13

5. 課題への対応策

④標準地調査等により、地位別・林齢別の平均
幹材積量を把握し、プロジェクト固有の収穫表・
成長曲線を作成し算定する方法
経営区単位の森林計画、木材供給予測等で採用
手法： ‐帳簿やGIS等による林分ごとの面積把握
‐暫定または固定プロットによる蓄積のサンプリング
（標準地調査）
‐材積表、収穫関数等を作成して利用
長所： ‐熟練であれば、標準地調査により、統計学的調査よりも
少ないサンプリング数で、林分の蓄積量の把握が可能
短所： ‐統計学的精度を示すのが困難
‐第3者による定量的信頼性の客観的評価が困難

14

林 齢

5. 課題への対応策

商用幹材積蓄積量（GMT/ha）

例）パイロット事業地であるベトナムQPFL社が、標準
地サンプリング調査の結果から作成した地位別・林齢
別の平均幹材積蓄積量（収穫表・成長曲線）

5. 課題への対応策
本制度では、①統計学的に設計されたサンプリング調査、
②既存の収穫表・成長曲線を利用して、標準値調査により保守
的な値を選択して算定する方法
に加えて、
③各林班の収穫実績を基にして、次のローテーションの成長量
を直線回帰し算定する方法（MAI）
と
④標準地調査等により、地位別・林齢別の平均幹材積量を把握
し、プロジェクト固有の収穫表・成長曲線を作成し算定する方法
も算定方法として認める

Acacia hybrid成長曲線

林齢（年生）

15

5. 課題への対応策

④の短所：統計学的精度を示すのが困難で、第3者によ
る定量的信頼性の客観的評価が困難への対応
算定ガイドラインに下記を明記する
①は統計学的精度を示す
②は保守的な値である
③は実績を基にした値である
④は標準地調査等を基にした値である（統計学的精度は
示されない）

そのためには、④の短所である下記の点への対応が必要
短所： 統計学的精度を示すのが困難で、第3者による定量的信
16
頼性の客観的評価が困難

5. 課題への対応策

4つの算定方法の信頼性レベルとその評価
①は統計学的精度が示されるので、その標準誤差から信頼
性が判断できる
②は保守的な値であり、信頼性が担保できる
③は実績を基にした値であり、信頼性が担保できる
④は標準地調査等を基にした値であり、統計学的精度は示さ
れないが、各社が実際に事業運営に使用している値であり、
信頼性が担保できる

事務局による確認、審査委員会の審査に当たっては、「算定
ガイドラインに沿って適正に測定、算出されているか」、「その
値は妥当であるか」をチェックする

JOPPが発行する認証書も、どの算定方法を採用したかを明
記するので、それによりそれぞれの信頼性レベルがそこから
判断できる

JOPPが発行する認証書においては、どの算定方法を採用し
17
たかを明記する

本制度は定量的評価であり、オフセット・クレジット化する場合
18
は、③、④についても保守的な観点の導入が必要
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6．今年度のパイロット事業実施内容
④を、承認算定方法論として採用するに当たり、
その裏づけ・根拠を得るために、

以 上

パイロット事業地である「ベトナムQPFL産業植林
地」において、①統計学的に設計されたサンプリング
調査方法と④標準地調査等により、地位別・林齢別
の平均幹材積量を把握し、プロジェクト固有の収穫
表・成長曲線を作成し算定する方法を実施し、
それらの算定結果を比較し、どの程度の差・違いが
出るのかを調査
結果は、次の発表資料2で説明

19

20

4
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「海外植林地における炭素蓄積量・CO2吸収量の評価・認証制度」
平成22年度第3回委員会 資料３

検討内容
 本事業の目的
 ステップ① 海外植林地における炭素蓄積量・CO2吸収量
の算定方法について統一した業界基準を策定
 ステップ② オフセットクレジット化の可能性の検討
 本事業を通したオフセットクレジットのあり方
 主に「自社排出量のオフセット」にニーズ
 世間的に受け入れられる制度設計の必要性
＝世間的に受け入れられている制度との親和性が重要
 代表的な制度の分析 ⇒ 本事業の制度概要の提案

棚橋 雄平
1

2

カーボンクレジットの国際動向①

カーボンクレジットの国際動向①

 国際的コンプライアンス・スキーム―UNFCCC

 国際的コンプライアンス・スキーム―UNFCCC

UNFCCC

UNFCCC

附属書Ⅰ国＝削減義務あり
先進国

附属書Ⅰ国＝削減義務あり
日本国

途上国

JI

CDM

ET

二国間

先進国

日本国
JI

A/R CDM
LULUCF

ET

LULUCF

LULUCF
REDD+

植林
事業

LULUCF

途上国
CDM

A/R CDM

二国間

植林
事業

t,l CER：クレジット化難
（AAU）

日本製紙企業

クレジット
未定

REDD+
植林
事業

3

4

カーボンクレジットの国際動向②

カーボンクレジットの国際動向③

 各国の国内コンプライアンス・スキーム
 各国国内で利用する
 日本に持ってきて利用する

 主要な森林分野ボランタリー・クレジット
 先進国・途上国どちらも対象になるVCSが規模として最大
 日本独自の制度としてJ‐VER普及

日本国

二国間
国間

ETS
日本製紙企業

途上国

二国間クレジット
？

植林
事業

協定州
植林
事業

協
定

先進国(ex. USA)

ETS

植林
事業

日本国

植林
事業

途上国
VCS

VCS

NZ国内での
利用優先？
先進国(ex. NZ)

先進国

VER+
CAR（米）

ETS

（CCBS）
5

J‐VER

（CCBS）
Plan Vivo
6
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製紙企業の選択肢

カーボンクレジットの国際動向③

 海外植林地（先進国）
 対象国のETSにのる（ex.NZ）
 対象国のクレジットを日本のETSに持ってくる
 米国の海外クレジットにする
 海外植林地（途上国）
 A/R CDM化する
 VCS等VER化する
 対象国のクレジットを日本のETSに持ってくる
 REDD+、二国間クレジットの一部にする

 主要な森林分野ボランタリー・クレジット
 海外植林を現行のボランタリー・クレジット制度にのせること
を考えると、VCSが主な対象となると考えられる

先進国

日本国

VCS

途上国

日本製紙企業

VCS

J‐VER

（CCBS）

VER+

植林
事業

CAR（米）
（CCBS）

 本「海外植林地におけるＣＯ２吸収・蓄積量評価認証制度」の立ち

植林
事業

位置？

⇒他国ETSやVER、REDD+、二国間クレジットの状況を見極め柔軟に対
応できる準備を整える必要

Plan Vivo
7

各制度が対象とする活動

本事業の対象活動案①

制度の名称

制度実施者

新規・再植林

森林経営
（炭素蓄積増
加）

森林保全（炭
素蓄積維持）

森林減少・劣
化防止

備考

A/R CDM

UNFCCC

○

×

×

×

プロジェクト
型

「プラス」の内容未詳

8

（REDD+）

UNFCCC

○

国
準国
国～準国レ
ベル

VCS

VCSA

○

○

×

○

先進国も

J‐VER

環境省

○

○

×

×

日本のみ

EU‐ETS

EU

×

×

×

×

将来的に対
象に

NZ‐ETS

NZ

△（自主的）

○

×

○

規制対象

（APA）

USA

○

○

？

○

オフセット利
用想定

製紙企業海
外植林

？

◎

◎

△（検討）

×

⇒新規・再植林、森林経営を対象とするのが妥当

 新規植林・再植林 （A/R）
 製紙企業が、裸地や草地等の非森林地を買収・レンタルし
て行う植林活動
 植林によって増加する炭素蓄積を評価する

9

10

本事業の対象活動案②

対象活動の内容の検討

 森林経営 （IFM）
 製紙企業が、既存の植林地を買収して森林経営を行う、ま
たは森林施業の方法を変更することによって森林炭素蓄
積量を増加させる活動

 本事業におけるA/RおよびIFMの活動内容について、他




制度との比較検討を行う
 土地適格性
 事業の追加性

樹種転換による蓄積の増加を評価
長伐期化による蓄積の増加を評価

 参照レベルの設定・追加性の証明
 CO2再放出・非永続性への対応
 事業の適格性
 成長曲線や蓄積量等の企業秘密への対応
 蓄積量、吸収量の算定・評価手法の簡素化（発表資料１で

説明済み）
11

12
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本事業のA/Rの条件（案）

他制度のA/Rの条件
制度

土地適格
性

A/R CDM A）過去５０
年非森林
R)１９８９年
末非森林

事業の追
加性

ベースライ CO2再放
ンの設定 出・非永
続性
方法

環境・社
会経済影
響

吸収量の
算定デー
タ

項目

案

土地適格性

１９８９年末非森林

UNFCCC制度との整合

CDM制度
利用
を利用し
なければ
実施不可

過去のトレ 期限付き 分析、評
済 クレジット、
ト 価を実施
ンド、経済
的な魅力、 補填義務
起こりうる
土地利用

情報公開
必要

事業の追加性

海外での大規模な植林には投資リスク、
カントリーリスクがあり困難→追加的

全ての海外植林地が適格
地

ベースライン・参
照レベルの設定
方法

荒廃地、草地は参照レベル０
増加する場合はデフォルト値？

事業による吸収増加と比べ
軽微であれば無視が可能

同上

CO2再放出・非
永続性

バッファーにて対応

バッファーが主流

環境・社会経済
影響

何らかの森林認証を取得していればそ
れで担保される

取得していない場合は、分
析・評価を実施

蓄積量・吸収量
の算定データ

基本的には情報公開を原則とするが、
企業秘密については、審査委員会のみ
で止める等柔軟に対応

J‐VERでは収穫表作成シス
テム、または県等が公表し
ている収穫表を利用

VCS
（ARR)

過去１０年
間非森林

VCS制度
を利用し
なければ
実施不可

J‐VER
（植林）

２００８年３
月末非森
林、森林
計画外

ポジティブ 土地利用
リスト方式 で炭素変
化を設定

バッファー
で対応

同上

情報公開
必要

バッファー
で対応

森林認証、
各種証明
書等を提
出

地位級で
既存の成
長曲線を
適用
13

土地適格
性

事業の追
加性

14

本事業のIFMの条件（案）

他制度のIFMの条件
制度

備考

ベースライ CO2再放
ン・参照レ 出・非永
ベルの設 続性
定

環境・社
会経済影
響

吸収量の
算定デー
タ

VCS
（IFM)

植林地

新たな樹
種・技術
の導入

事前
森
事前の森
林炭素蓄
積

バッファー
で対応

評
分析、評
価を実施

情報
開
情報公開
必要

J‐VER
（森林経
営）

森林（森
林計画の
対象とな
る森林）

ポジティブ グロス―
リスト方式 ネット方式
でゼロ

バッファー
で対応

森林認証、
各種証明
書等を提
出

地位級で
既存の成
長曲線を
適用

15

項目

案

備考

土地適格性

プロジェクト開始時植林地

森林経営の定義から

事業の追加性

それまでの事業で使用しなかった樹種・
技術の導入→追加的

ベースライン・参
照レベルの設定
方法

事前の森林炭素蓄積の推定必要

事業による増加分を評価

CO2再放出・非
永続性

バッファーにて対応

参照レベルの炭素蓄積に
ついては考慮しない

環境・社会経済
影響

何らかの森林認証を取得していればそ
れで担保される

取得していない場合は、分
析・評価を実施

蓄積量・吸収量
の算定データ

基本的には情報公開を原則とするが、企 J‐VERでは収穫表作成シ
ステム、または県等が公表
業秘密については、審査委員会のみで
している収穫表を利用
止める等柔軟に対応
16

検討のまとめ
 コンプライアンスでの利用を前提としたクレジット化には

他制度との整合性、親和性が重要
 REDD+や二国間クレジット制度、各国ETS等のコンプライ

アンス・スキームは整備途上。先行しているボランタリー・
アンス スキ ムは整備途上 先行しているボランタリ
スキームが指針
 現行の海外植林事業と近い、A/R及びIFMを中心とした
制度の枠組みを本事業のオフセットクレジットの活動とし
て提案。追加性の説明、バッファ、簡素化ベースライン等
でA/R CDMよりも簡素化を検討
 今後、国際動向を見極めながらより精査、親和性の高い

制度を検討
17

18
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「海外植林地における炭素蓄積量・CO2吸収量の評価・認証制度」
平成22年度第3回委員会 資料３

本発表の構成

パイロット事業実施結果
～各算定方法による炭素蓄積量の比較調査～

1. 調査の目的
2. 調査の対象地
3. 調査の方法
4. 調査結果
5. 考察

パイロット事業地： ベトナムQPFL産業植林地における現地調査風景

仲摩 栄一郎、森 徳典

1

2

1．調査の目的

2．調査の対象地

発表資料１の続き

QPFL産業植林地

④を、承認算定方法論として採用するに当たり、

総植林地面積： 9,777 ha
主植栽樹種： Acacia hybrid

その裏づけ・根拠を得るために、
パイロット事業地である「ベトナムQPFL産業植林
地」において、①統計学的に設計されたサンプリング
調査方法と④標準地調査等により、地位別・林齢別
の平均幹材積量を把握し、プロジェクト固有の収穫
表・成長曲線を作成し算定する方法を実施し、

ビンディン省

それらの算定結果を比較し、どの程度の差・違いが
出るのかを調査
3

3．調査の方法

3．調査の方法

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法

ステップ b. 事前の標準値調査から得られた林齢ごとの林分
蓄積量の標準誤差を基にして、90%信頼区間が蓄積量平
均値の+-10%を満たすのに必要なサンプル数を計算

ステップ a. 植林地を林齢により層化
林齢
植林地総面積
(ha)
階層

1
991.
52
1

植林面積
(ha)

991.
52

未植林面
積(ha)

0.
00

2

3

4

5

6

7

1,063 1,431 1,217 1,493 1,362 1,271
.90
.70
.90
.95
.80
.89
2

3

4

5

6

1,063 1,431 1,217 1,493 1,362
.90
.70
.90
.95
.80
0.
00

4

ベトナム国ビンディン省

0.
00

0.
00

0.
00

0.
00

8以上
943.
40

7

8以上

978
.26

731.
50

293.
63

211.
90

（CDM植林の承認ツールの式を使用して計算した値から、
それが標準値調査に基づく値であることを考慮し、その1.5
倍の数を設定）

平成22年度末（2011年3月31日時点）
5

6
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3．調査の方法

3．調査の方法

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法
①統計学的に

ステップ c.
その結果、3年生4カ所、4年生7カ所、5年生8カ
所、6年生12カ所、7年生12カ所、8年生以上9カ所、合計
52カ所。
階層

2

1

植林面積
(ha)

×
サンプリング
対象

3

5

6

7

8以上

978
.26

731.
50

サンプリング調査方法
ステップ d. システマティッ
ク＋ランダムサンプリン
グにより必要なサンプリ
ング位置を設定し、実
測調査を実施

×

弱齢なので
蓄積は、
0とみなす

サンプリング
数

4

1,063 1,431 1,217 1,493 1,362
.90
.70
.90
.95
.80

991.
52

設計された

0

○
S01

○
S02

○
S03

○
S04

○
S05

○
S06

4

7

8

12

12

9

0

7

8

3．調査の方法

ステップ a. 帳簿に記載されている植林地を、樹高成長や出
材実績等を基準にして地位別に（上・中・下）に層化すると
ともに、林齢でも層化
階層面積（ha）
林齢

2

1

3

4

5

6

7

8以上

上（Rich）

285.70 456.00 367.70

中（Normal）

365.57 523.60 468.60 1010.90 587.95 1227.60 511.36 120.40

下（Poor）

340.25

0.00

778.20 135.20 413.00 290.30

84.30 595.40 207.00 127.80

0.00

53.90 320.80
9

3．調査の方法

④プロジェクト固有の成長曲線を作成し算定する方法
ステップ c.
層（地位・林齢）毎に、上記で作成した成長曲線
を利用して地位・林齢毎の林分蓄積量を算定
ステップ d. 適切なパラメータを使用して、バイオマス、炭素
蓄積量、CO2相当量へ換算

Poor
2004

2005

7

成長曲線
ha当たりバイオマス(tDM/ha)
植林地総 無立木地
各層樹木
植栽面積 出材生重
計
面積
地上部＋ バイオマス
(ha)
量
商用幹材 地上部
地下部
（ha）
(ha)
(計)
地下部
(GMT/ha)
145.33

89.20

56.13

43.3

22.1

34.9

5.9

40.82

ステップ b. 事前の標準地サンプリング調査の結果から、地
位別・林齢別の幹材積平均蓄積量を計算（成長曲線を作成）
180
Rich

160

Normal
140

Poor

120

Rich_Fit

100

Normal_Fit
Poor_Fit

80
60
40
20
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Acacia hybrid成長曲線（QPFL作成）

9

10

11

12

13

林齢（年生）

14

10

4．調査の結果
①統計学的に設計されたサンプリング調査方法
層ごとのサンプリング調査結果：バイオマス量（ton d.m.）

層ごとの各数値 例）6、7年生林分
植栽
地位級 林齢
年

④プロジェクト固有の成長曲線を作成し算定する方法

商用幹材積蓄積量（GMT/ha）

④標準地調査等により、地位別・林齢別の平均幹材
積量を把握し、プロジェクト固有の収穫表・成長曲
線を作成し算定する方法

3．調査の方法

2,291

Normal

7

558.56

7.30

551.26

76.1

38.8

61.3

10.4

71.75

39,551

Rich

7

568.00

183.30

384.70

104.6

53.3

84.3

14.3

98.62

37,937

Total

7

1,271.89

279.80

992.09

-

-

-

-

80.42

79,779

Normal

6

1,227.60

0.00

1,227.60

64.8

33.0

52.2

8.9

61.09

74,997

Rich

6

135.20

0.00

135.20

90.2

46.0

72.7

12.4

85.04

11,497

Total

6

1,362.80

0.00

1,362.80

-

-

-

-

63.47

86,495

11

S1 （3年生）
S2 (4年生）
S3 （5年生）
S4 (6年生）
S5 (7年生） S6 （8年生以上）
Plot No Bp (t/ha) Plot No Bp (t/ha) Plot No Bp (t/ha) Plot No Bp (t/ha) Plot No Bp (t/ha) Plot No Bp (t/ha)
3
0.10
6
0.71
4
1.76
9
51.75
8 123.00
1
8.50
7
15.50
14
19.50
5 53.00
10
57.75
22 102.50
2
73.00
49
0.83
20
12.25
19 80.00
11
71.25
23 135.75
25 150.00
50
6.00
21
30.25
24 44.00
12
8.73
31 72.50
26 141.75
39
31.25
38 67.00
13
91.75
32 59.50
27
96.75
42
19.00
41 34.50
15
29.25
33 123.75
28 162.50
48
36.00
45 46.25
16
88.00
34 43.25
29 198.00
46 18.75
17
76.25
35 135.50
30 157.75
18
67.25
36 148.50
47
47.25
40
74.25
37 71.50
43
51.75
P1 76.75
44
43.75
P2 81.50
プロット数
7
8
12
12
9
4
21.28
43.16
59.31
97.83
115.06
平均Bi/ha
5.61
標準偏差
12.31
25.12
24.14
34.70
62.19
7.10
12
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4．調査の結果

層ごとのバイオマス量（ton d.m.）
林齢(年）
階層

3
S1

4
S2

5
S3

6
S4

面積（ha）

1,431.70
5.61

1,217.90
21.28

1,493.95
43.16

1,362.80
59.31

978.26
97.83

731.50
115.06

7,216.11

8,032

25,917

64,479

80,828

95,703

84,166

359,125

平均Bi /ha (t/ha)

階層全Bi （ｔ）

8以上
S6

合計

対象地全体のバイオマス量、炭素蓄積量、CO2相当量
対象面積当たり 単位面積当たり
（7,216.11ha）
（/ha）
359,125
49.77
179,562
24.88

バイオマス量（ton d.m.）
炭素蓄積量（ton C）
CO2相当量（ton CO2）

13

658,396

91.24

4．調査の結果

④プロジェクト固有の成長曲線を作成し算定する方法
植栽
林齢
年
13

49.80

0.00

49.80

114.55

5,705

1999

12

18.20

0.00

18.20

108.99

1,984

2000

11

18.00

0.00

18.00

102.95

1,853

2001

10

320.80

0.00

320.80

58.17

18,661

2003

8

536.60

206.30

330.30

107.87

35,630

2004

7

1,271.89

279.80

992.09

80.42

79,779

2005

6

1,362.80

0.00

1,362.80

63.47

86,495

2006

5

1,493.95

0.00

1,493.95

57.10

85,311

2007

4

1,217.90

0.00

1,217.90

29.41

35,823

2008

3

1,431.70

0.00

1,431.70

9.59

13,727

2009

2

1,063.90

0.00

1,063.90

0.76

806

2010

1

991.52

0.00

991.52

0.00

TOTAL

9,777.06

486.10

9,290.96

-

林齢
3年生
4年生
5年生
6年生
7年生
8年生以上
階 層
S1
S2
S3
S4
S5
S6
層別平均Bi･ha（ton/ha）
5.61
21.28
43.16
59.31
97.83
115.06
層別面積 (ha）
1,432
1,218
1,494
1,363
978
732
層別Bi（ｔon）
8,032
25,917
64,479
80,828
95,703
84,166
標準偏差（s）
7.10
12.31
25.12
24.14
34.70
62.19
サンプル数（n）
4
7
8
12
12
9
√n
2.0
2.6
2.8
3.5
3.5
3.0
標準誤差s/√n
3.55
4.73
8.97
6.90
9.91
20.73
2.353
1.943
1.895
1.796
1.796
1.860
90% ｔ 値
8.35
9.20
17.00
12.39
17.81
38.56
層別不確かさ（ton/ha）
148.9
43.2
39.4
20.9
18.2
33.5
層別不確かさUi（％）
以下、層別不確かさ（Ui）を植林地全体の不確かさ（Utotal）へ合成
Ui×Bi
1,195,920 1,120,390 2,539,843 1,688,137 1,741,895 2,820,503
(Ui×Bi）^2
1.43E+12
1.26E+12
6.45E+12
2.85E+12
3.03E+12
7.96E+12
2.30E+13
∑{（Ui×Bi)^2}
4,793,281
√∑{（Ui×Bi)^2}
359,125
∑Bi
植林地全体の不確かさ
13.3
Utotal（％）

CDM植林では、不確かさが10%以下なら吸収量全量についてクレジット発行。
→10%~20%の場合は、不確かさから10%引いた値分を割り引いて発行。
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→20%以上の場合は、サンプリング数を増やすこととされている。

5．考察
①統計学的に設計されたサンプリング調査方法

ha当たり 各層樹木
植林地総面 無立木地
植栽面積
バイオマス バイオマス
積
面積
(ha)
(tDM/ha)
(計)
（ha）
(ha)

1998

4．調査の結果

不確かさの評価、標準誤差：90%信頼区間

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法
7
S5

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法

④プロジェクト固有の成長曲線を作成し算定する方法
総バイオマス量：
365,773 (tC)
総炭素蓄積量：
182,886 (tC)
CO2相当量：
670,584 (tCO2)

0
15

365,773

による調査結果の比較
炭素蓄積量
（tC）

①
④
差異

CO2相当量
（tCO2）

率

179,562

658,396

100.0%

182,886

670,584

101.9%

3,323

12,184

1.9%

非常に近い値が得られた ⇒ ④の信頼性が担保された？
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5．考察

①統計学的に設計されたサンプリング調査方法
④プロジェクト固有の成長曲線を作成し算定する方法

林齢ごとの炭素蓄積量（tC）の調査結果の比較
林齢

1

2

3

4

5

6

7

8以上

方法①

0

0

4,016

12,958

32,239

40,414

47,852

42,083

不確かさ

-

-

148.9%

43.2%

39.4%

20.9%

18.2%

33.5%

方法④

0

403

6,863

17,911

42,656

43,247

39,890

31,916

差④－①

0

+403

+2,847

+4,953

-10,417

-2,833

-7,962

-10,167

率④／①

-

-

170.9%

138.2%

132.2%

107.0%

83.4%

75.8%

各林齢において、数7%～70%台の差が見られる
⇒ ①サンプリング値にも20%～140%台の不確かさが存在する
ので、誤差の大きい一部の林齢では信頼性に疑問が残る
（参考：J-VERモニタリングガイドラインにおけるスギ、ヒノキ収穫
予想表の不確かさ（全林齢込み）は、22.2%）
17

以 上
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（２）議事要約
「海外植林地ＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証システムの構築事業」
平成２２年度 第３回検討委員会
平成２３年３月２８日
（事務局）
：海外植林地のＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証システムの構築について、一定の成果を
まとめることができると期待している。海外植林地のＣＯ２の吸収・蓄積量の評価システムは、海
外植林地のＣＯ２吸収能力を客観的に評価する方法、手法を開発したいことで始まった。さらには
オフセット・クレジット化に向けた課題ということにも整理をつけたい。植林地のＣＯ２の吸収を
どういうふうに利用するかということについては、地球温暖化をめぐる論議についてもいろいろ
と変化があり、ＲＥＤＤ＋も出てきた。このようなＣＯ２の評価システムが新しい展開もできる可
能性も出てきたのではないか。



「海外植林地炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量の評価・認証システム」の構築方針について

（事務局）
：本事業の目的は、海外の植林地における炭素蓄積量・ＣＯ２吸収量の評価・認証制度
を構築することによって適切かつ持続的に炭素管理がなされた森林の重要性が認識され、森林経
営の拡大促進に寄与することが目的である。
用途としては、
（１）定量的な評価・認証のみで、オフセット・クレジットをしない場合と、
（２）
排出量とオフセット可能なクレジット化した場合に分けた。
今回、
（１）定量的な評価・認証について取り組んできた。主に自社利用ということで製紙企業か
らアンケートを取ったところ、その用途としては自社のＣＳＲ報告書への記載、経団連や製紙連
合会が掲げる吸収源増強目標の達成に使えるということである。オフセット・クレジット化した
場合は、自社の排出削減目標のオフセットまたは国内排出量取引などが導入された場合の目標達
成のオフセットにも使える。さらには市場流通・売買にもボランタリー市場もしくはコンプライ
アンス市場で使える可能性がある。
現在のところ製紙企業各社が独自に実施している炭素蓄積量・二酸化炭素吸収量の算定方法を一
つの業界基準として定めるニーズがある。当制度においては簡易・低廉かつそれでも信頼性が担
保されるという制度を目指すことで取り組んできた。
今回やっているのは定量的評価のみで、申請各社へ直接的な金銭的メリットがない。今後、この
制度が広く普及されるためには、認証制度自体のハードルをできる限り低くする必要がある。
広い適格性ということで、すべての海外植林地を対象とする。特に制限は設けない。認証手続
は、クレジット化して売買されるわけではないので、第三者機関による審査はなし、事務局によ
る確認と審査運営委員会による審査で認証を行う。
取得、維持費用が安価、廉価にするためには、現地の調査なしで、各製紙企業から提出された
データの妥当性を机上で確認して、机上審査のみという方向で考えている。
今考えられる算定方法について、４つの算定方法を示し、申請者がそのうち１つを選択できるよ
うな仕組みにしたい。
①サンプリング調査方法は、無作為（ランダム）またはシステマティック・サンプリングによっ
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て蓄積量を推定する。長所としては統計学的な精度が示せる。第三者による定量的な信頼性の客
観的評価が可能となる。短所としては、成長のばらつきが非常に大きい場合は、必要な精度を満
たすためにサンプリングのプロット数がかなり必要となってくる。
②の既存の収穫表・成長局線を利用して、標準値調査により保守的な値を選択して選定する方法
は、Ｊ－ＶＥＲで採用されている。まず地位級を決めて、それから収穫表を採用する２段階方式
になっている。
③一般的に収穫量を予測するときに使う方式で、収穫実績をもとにして次のローテーションの生
長量を直線回帰で予測する方法である。ＭＡＩ（Mean Annual Increment）を使う。長所として
は、産業植林では林班ごとの収穫実績が把握されているので、その全数調査によりサンプリング
調査よりも正確な値が出る。短所としては、次のローテーションも前回と同様に成長するか不確
定要素となる。また、成長曲線（Ｓ字カーブ）と比べると、直線回帰するので若齢林で若干過大
評価、高齢林では若干過小評価になる可能性がある。
④プロジェクト固有の成長曲線を作成して算定する方法で、手法としては森林簿や GIS などによ
って林分ごとの面積を把握して、暫定または固定プロットによって蓄積のサンプリングを行う。
そこから得られた値をもとに材積表とか収穫関数などを作成して成長曲線を作成する。この長所
は、熟練者ならば標準値調査によって、①の統計学的調査よりも少ないサンプリング数で林分の
蓄積量の把握が可能である。短所としては標準値調査であり、統計学的精度を示す客観的な信頼
性の評価が困難である。
事務局による確認、審査委員会の審査に当たり、その算定ガイドラインに沿って適正に測定、
算出されているか。その値は妥当であるかについてチェックする。ＪＯＰＰが発行する認証書に
おいて、どの算定方法を採用したかを明記する。
パイロット事業地として応募したベトナムのＱＰＦＬ産業植林地において、まず①統計学的に
設計されたサンプリング調査と④ＱＰＦＬが独自で実施した標準値調査などによってプロジェク
ト固有の収穫表・成長曲線を作成しているので、この両方を実施してそれらの算定結果を比較し
て、どの程度の差・違いが出るのかを調査した。
・本事業の目的で、今年は自社利用を前提にしているが、自社利用の中にＣＳＲと、あとは経団
連の目標達成の２つがあって、ＣＳＲの報告書に使うとなるとハードルが若干高いという気がし
た。
・自社利用、経団連に出すもの、カーボン・オフセットに持っていくものと市場にまで出すとい
う、それぞれに対してどの方法が望ましいという形で出した方が実際的だ。目的との対応がない
まま４つあって、それぞれの長所と弱点、短所だけを言われても、あまりピンと来ない。使い方
との整合性を表で見せるような形で議論したほうが、審査の方も、それによって変わってくる。
・本来の方法論になってくると追加性とかいろいろあって、ＲＥＤＤなど組み合わせながら１つ
の方法論ができ上がってくるので、そこは方法論という言い方をしない方が良い。
・自社利用と外へ出すものの違いも出てくるかと考えている。実際の産業の抱えている実情を踏
まえながら、審査委員会ではその数字を見てチェックする。クレジットを出すときは透明性が要
る。
・今までの整理をすると、目的に合わせてどういう算定方法を使うかという対比表をつくって、
それに対して説明した方が報告書としては理解し易い。
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オフセット・クレジット化についての検討

（事務局）
：オフセット・クレジット化についての検討ということで、炭素蓄積量・ＣＯ２吸収量
の算定評価手法を策定するのとあわせてオフセット・クレジット化の可能性について検討した。
各国の国内コンプライアンス・スキームということで、企業のとり得る方策として、植林事業を
行っている国のＥＴＳ、排出源取引の枠組みの中で使っていくという方向性と海外での植林事業
からのクレジットを日本に持ってきて利用するということで整理している。ボランタリー市場で
は、規模としてはＶＣＳが主流になっている。海外での植林を考えた時には、ＶＣＳに乗せると
いうのが主な対象と想定される。
活動案としては、新規植林・再植林については裸地や草地などでの非森林地において植林活動
を行うものということで、これによって増加した炭素蓄積量というのを評価する。
森林経営では、既存の植林地などにおいて、森林施業の方法を変えることによって炭素蓄積が
増えるような活動を評価していく。具体的には土地の適格性、事業の追加性、これらの項目につ
いて検討をした。
本事業における新規植林・再植林の条件の案を示している。土地適格性についてはＵＮＦＣＣ
Ｃとの整合性もあって、１９８９年末、非森林というのが妥当である。追加性については、海外
での大規模植林というもの自体が持っている投資リスク、カントリーリスクというものがある。
だから、追加的な活動であるという説明はどうだろうか。ベースラインについては、なるべく簡
便なものということで荒廃地、草地についてはゼロとみなす。また、灌木林の場合は、灌木林の
蓄積量のデフォルト値というものを使って、それに線形的に変化するような想定を行うことで簡
素化が行えないか。
ＣＯ２の再放出、非永続性への対応については、バッファーで対応できないかと考えている。ま
た、環境・社会経済影響等については、既に森林認証を取得している場合、それによって説明で
きる。また、取得していない場合についても、個別に分析・評価を実施することで対応していく。
・ニュージーランドのＥＴＳは、森林経営の対象になっていたか。ニュージーランドは第１約束
期間にＦＭを選択していないのでＦＭではない。事業の追加性のところで、海外の大規模な植林
には投資リスク、カントリーリスクがあって困難なので追加的とある。そもそも採算事業として
行っている海外植林というのも全部入ってくると考えられるのか。ＶＣＳとの互換性ということ
を考えると、ちょっと違うのではないか。
（事務局）そのあたり、難しいところではあるが、それを外してしまうと対象とできるものが少
なくなってくる。
・リスクが高いところは、追加性を認められるということではないか。すべてをカバーするとい
う意味ではないですね。例えば土地適格性で１９８９年のときに非森林である植林地だけをまず
は取り出しているから、ここで幾つかの植林地が外れてしまう。事業の追加性でもカントリーリ
スクがないところであれば、これも外していく。
（事務局）
：例えばオーストラリアが外れたら対象の植林地は大幅に減ってしまう。製紙連合会の
希望からいくと、こういう表現になるということでしょう。
・これはＡ/Ｒ ＣＤＭと似たものに持っていける場合の条件枠というところです。こういう森林
についてはＲＥＤＤ＋的なクレジットに持っていく、これは社内的な利用、あるいはこれはキャ
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ップ・アンド・トレードの日本の中でだけ使う。それから２国間のオフセットで使うというふう
に分けていく。
・製紙メーカーでＡ/Ｒ ＣＤＭに持って行きづらいのは、追加性のところが非常に大きなハード
ルになっている。海外での産業植林事業自体、為替やカントリーリスクの他、自然環境を相手に
するため、様々な自然環境上のリスクがある中で、想定されるＣＤＭクレジットの売り上げがな
ければ成り立たないといったピンポイントは狙えない。
・ＲＥＤＤ＋とＡ/Ｒ ＣＤＭと、もう一つ、２国間クレジット、２国間オフセットですね。ＲＥ
ＤＤ＋も、今、プラスのところほとんど動いていない。そのプラスに製紙連合会の会員が所有す
る社有林のどういったところが使えるのか。大事なのは２国間のクレジットを、日本の中で制度
を作れることです。そこにどれだけのものを持っていくかというのを戦略と言える。２国間を今
度はマルチに移すときに、もう日本はこれだけ実績を積んでいるのでこれを乗せていく。その時
にすべての森林を、逆に２国間にみんな乗せてしまったら、もう交渉はできない。そういう交渉
になれば、それは２国間に持っていくか、ＲＥＤＤ＋のプラスをどう反映できるかということで
す。
普通に Business as usual でできる森林はここまでだけれども、ほんとうはもう少し拡張した
いときに、それに追加性が説明できたら、プラスアルファの２国間のクレジットが使えるのであ
れば、もう少し拡大するかもわからない。あるいは今はもう捨てるつもりのところを維持すると
か、そういう話になってくる。整理の仕方をそちらに持っていっていただいたほうがいいだろう。
２国間で動き出せば、もう引くわけにいかないから。
・Ｊ－ＶＥＲの植林ですが、環境・社会経済影響というところで森林認証、各証明書等提出とあ
る。森林認証はここでは使わなくて、ＥＩＡの結果や法規制で求められているようなものがあれ
ば、その証明を出す。森林認証はここでは関係ない。
・戦略的にいろいろな制度とどういうふうに組み合わせていくのかということを考えていく必要
があると時に、今、ＵＮＦＣＣＣの交渉で新たに検討が始まっている Forest in Exhaustion（疲
弊林）についてもＡ/Ｒという制度との関係も整理しておいたら良い。
（事務局）
：理論的にどうも SBSTA では批判が多く、かなり議論を呼んでいるみたいです。
・制度をきちんと詰めていくのであれば、必ずしもだめとも言えないというところもあるような
ので。引き続き議論されると思いますし、場合によったら結構長くなってしまうかなとは思うが、
考え方としての整理はしておく。あるいはもしその制度ができた時に、どういったところが場所
になってくるのかという整理は戦略としてはあった方が良い。制度趣旨としては恐らくは純粋に
やはり疲弊して、そういったクレジットがなければ緑地として復旧しないところをいかにして緑
化するか、ということだと思う。そういう趣旨から言えば、そういう精神から外れていくところ
があんまり入ってくると制度自体の信頼性というのが揺らいでくる。



パイロット事業実施結果：
「べトナム現地調査概要」および「各算定方法による炭素蓄積量の
比較調査について」

（事務局）
：パイロット事業の結果、特に算定法による炭素蓄積の比較調査について説明する。ベ
トナムのＱＰＦＬ産業植林地で、総植林地面積が約１万ヘクタール。主な植栽樹種はほとんどア
カシアのハイブリッドです。
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統計学的に設計されたサンプリングの調査方法について、ステップＡとして、まず植林地を林
齢によって階層化した。林齢が１、２、３、４、５、６、７、そして８年生以上が幾らかあるの
で、８年生以上は一括して１つの階層とした。伐採後のまだ植林していないところは炭素蓄積量
ゼロと計算している。
次に統計学的にどのぐらいサンプリングをとるかについては、９０％信頼区間で大体蓄積量の
平均値のプラス・マイナス１０％、平均値のプラス・マイナス１０％の間におさまるようなサン
プル数を机上で計算して決定した。標準値調査であり、実際計算した値よりも１.５倍程度、多目
に保険をかけてサンプリング数を決めた。統計学的に設計されたサンプリング調査方法として、
緯度、経度で格子状に、システマィックサンプリングを行った。
林齢ごとに平均をとり、標準偏差も出している。階層ごとの平均ヘクタール当たり炭素蓄積量
に、林齢ごとの面積を掛けると、林齢ごとの炭素蓄積量が計算される。その結果、１、２年生を
除いて約７,０００ヘクタールで総炭素蓄積量が約１８万トン、ＣＯ２換算では６６万トンＣＯ２
となった。
（事務局）
：不確実性の評価をやり、トータルの標準偏差は出していない。全部林齢別にやってい
るので、林齢別で不確実性評価をした。９０％信頼区間が平均値に対してどの程度の割合かとい
うことで、不確実性で表わされている。３年生は１５０％より、サンプル数が４つでちょっと少
なかったのもある。初期ということで、ばらつきも大きいこともある。４年生も４０％、５、６、
７、８、若干下がっていますが、２０％、２０％、３３％と結構バラツキが見られる。
全体的な評価で、各林齢別の不確実性を合成して、総面積でどのぐらいの不確実性があるかを
評価したところ、１３.３％という数字が得られた。全体になると不確実性は下がってくる。ＣＤ
Ｍ植林のガイダンスが最近出され、標準誤差の値が１０％以下ならそのままの値でクレジットを
発行できる。それが１０％以上２０％未満の場合は、この不確実性、例えば１３.３％からマイナ
ス１０％すると約３％で、３％の値を割り引いてクレジットを発行しなさいという指示を出して
いる。もし２０％以上の場合は、もう１回サンプリング数を増やすなりしてやり直しという指示
が出ている。今回の調査結果としては、１０％から２０％の間になったので、最も厳しいと言わ
れておりますＣＤＭ植林のルールに照らし合わせても一応クレジットが発行できるところに落ち
着いている。ただし、クレジットを発行するには３％を割り引いて発行する。
次にＱＰＦＬが独自に作成しておりますプロジェクト固有の収穫表、成長曲線を作成して算定
する方法について紹介する。産業植林地を上・中・下に分け、林齢ごとに階層化している。これ
が Acacia hybrid の成長曲線です。その値を掛け合わせると、層ごとに成長曲線と林齢ごとの林
分蓄積量を算定している。商業用幹材積をバイオマスに変換して、バイオマスから炭素蓄積量、
炭素蓄積量からＣＯ２相当量も出している。
その結果、林齢が１年生から１３年生まであり、それごとに算出した結果、蓄積量として１７
万トン、ＣＯ２相当量は１２万５,０００トンとなっている。
その２つの結果を比較すると、総量ではかなり近い値が得られている。１と４で１８万トンと
１７万トン、約５％程度しか離れていないので、成長曲線を使った方法の信頼性が担保されたと
思ったが、総量では非常に近い値が得られ、林齢別に見ると 20～30％の差が出ている。
・林齢別に違っていると林齢構成によってガラッと違うから、両者はかなり違う可能性が高いと
いうことです。１の方も林齢別にはそれほどいい精度は出ていない可能性がある。
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（事務局）
：成長曲線の林齢別の精度を比較調査するのであれば、この林齢別のサンプル数を増や
す必要がある。７年生だけで３０プロット必要という結果が出ている。これを全部やるとすると、
６×３０で１８０、１万ヘクタールでは２００プロットぐらい必要になってくる。
・トータルとしては言えるけれども、これで成長曲線の評価をするのは難しい。サンプルは全部
やらなくてもいい。例えば真ん中の５とか６あたりだけでいい。
（事務局）
：成長曲線がもし仮に正しいとしても、林班ごとの地位がまた違っているとかいう可能
性もまだ残っているので、ＣＤＭとか、ボランタリークレジットに使えるような段階にはない。
今回の認証に当たっては①の統計学的サンプリング調査結果１３％という数字が出ているので、
この数字で認証をしたいと考えている。
・成長曲線をだめということは言えない。逆の評価するためのデータが少ない。使える可能性は
十分あると思う。それをほんとうはデータとしてとれると良い。
・７年生は伐採したタイミングなので、材積自体はかなり精度の高い数字であることは分かるが、
短伐期のものに対して、横軸を年で割り切ってしまうと誤差が生じ纏めにくくなる。短伐期の植
林地のデータは、月単位でデータ整理をしないと精度は上がらない。
（事務局）
：データはＱＰＦＬで持っているので、月別でつくることも可能です。今回、年別にし
たのは、雨期と乾期が明瞭に分かれているということでしたので、乾期にはそれほど成長しない
だろうという前提で考えた。確かに短伐期で雨がずっと降り続くような場合のところでは、月別
にした方がより精度が高いものが得られる。
・本当の乾期であれば成長がとまる可能性があるが、普通、短い雨期だけで成長ということはな
い。月別の方が精度は上がる。７の間が時間でばらつきを作ることができれば、よりいい曲線が
つくり易いので、それでやっていただくといいかもわからない。
・不確実性は uncertainty を訳されている言葉だと思うが、最近は「不確かさ」という言葉で統
一されている。ＣＤＭでは１３％ということで、１０％の閾値を超えてしまっていても差っ引い
て認めるという話だが、これは制度によって異なる。ＣＤＭはそうかもしれないが、違う制度も
あるのでそこは注意した方が良い。
・サンプリング数だが、若い林分、６齢級、７齢級は要らない。欲しいのは５齢級あたりの、一
番吸収量が多いところが実際は効く。標準偏差であるところだけを見れば、立ち上がるところが
ありましたね。そのグラフで成長曲線のところを出していただくと良い。多分、４か５、１年間
で一番高く立ち上がるところです。６、７は７でほとんど代用できる。実際にはカイ二乗検定か
何かでこの成長曲線が精度的に、問題ないかどうかはそちらで見たほうがいい。カイ二乗検定で
やったほうが、その結果の善し悪しではなくて形が合っていれば、あとは７齢級のところで調整
するだけで済んでしまう。アカシアマギウムのハイブリッドの品種の特性はこういう成長パター
ンです。それで７年生のところで当てはめをしてくれれば、それは使えますという方が本当は、
モデルとしてすっきりする。
以上
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