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Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood（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 
 

The general description of the evaluation and certification system of carbon stocks and 
CO2 removals in overseas plantations   

 

１ 目的 Object 

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。 

This system aims at promoting forest management in which carbon is managed in a correct and 
sustainable manner, and contributing to the mitigation of Climate Change by evaluating and 
certificating carbon stocks and CO2 removals in overseas plantations in a transparent, reliable 
manner.     

 

２ 評価認証の仕組み How the evaluation and certification system works  

 （１）実施運営体制 System management structure 

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。 

(A) This system is managed by Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood. 

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。 

(B) JOPP is going to form a review committee which consists of outside experts.   

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1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
(C) JOPP is going to work out drafts of the following guidelines and the related 
documents  according to the result of the discussion which was held in the committee 
for the establishment of carbon stocks and CO2 removals evaluating and certificating 
system1,  and after obtaining an approval to the drafts from the review committee, 
they will be set officially.   

【Guidelines】 

01「システム実施ガイドライン Guidelines for the implementation of the system」 

02「審査ガイドライン Guidelines for the verification」 

【Related documents】 

03「C蓄積量の算定方法 Estimating methods of carbon stocks」 

04「CO2吸収量の算定方法 Estimating methods of CO2 removals」 

05「審査運営委員会設置規定 Regulations on the establishment of the review 

committee」 
 

 （２）本システムで認証される C蓄積量・CO2吸収量  

Carbon stocks and CO2 removals which will be certified by this system. 

  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。 

There are 2 types of stocks or removals to be certificated by this system. They are the 
amount of carbon stocks (exiting amount) at a certain time point and the amount of CO2 
removals (actual value) which is achieved for a period between 2 points.     

                                                 
1
  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。 The committee was established in July 2009 with outside experts as its members, and had 

discussions on the establishment of the certificating system.  
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 （３）本システムの認証対象となる適格地 eligible lands which are to be certified by this system 

本システムの認証対象となる適格地は、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。 

Eligible lands which are to be certificated are lands being planted and already planted lands, 
provided that planting activity does not have notable negative influence on the natural 
environment and social economy of surrounding area and especially, on people in a region 
where an activity is taken place.   

 

 （４）実施手続き・流れ（図 1参照）Certificating procedure (refer to figure 1)   

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。  

A person who wishes to receive the certification of carbon stocks and CO2 removals 
(applicant) submits a set of documents to JOPP.  

06「申請書 application form」 

07「プロジェクト概要書 project description document 」 

08「C蓄積量・CO2吸収量算定報告書 Carbon stocks・CO2 removals estimation report」 

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  

JOPP checks the contents of application documents and makes a checklist, then asks 
the review committee for the verification.  

ウ 審査運営委員会は、02 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。 

The review committee examines the application documents according to 02 Guidelines 
for the verification using checklist. If an applied project is found to be reasonable and 
carbon stocks and CO2 removals are estimated using the estimating method which is 
decided in the related documents in an appropriate manner, the project is to be 
approved. 

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。 

     After the review committee approves a project, JOPP registers the project information 
and carbon stocks and CO2 removals and issues a certification of C stock and CO2 
removals to the applicant.  
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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 

Figure.1 The procedures of “Evaluation and certification system of carbon stocks and CO2 removals 
in overseas plantations”  
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