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 第１章 本システムの基本要項 

 

 1.1 目的・位置づけ Object・Meaning 

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。 

The evaluation and certification system of carbon stocks and CO2 removals in overseas 
plantations 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.  

 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。 

The guidelines for the implementation of the system provides transparent and reliable guidance 
to estimate and review carbon stocks and CO2 removals in overseas plantations for evaluation 
and certification, and set a framework for certificated C stocks and CO2 removals management.  

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。  

The main purpose of certificating carbon stocks and CO2 removals is that companies and NGOs 
make public the contribution to the Climate Change mitigation through planting showing the 
quantity of C stocks and CO2 removals achieved in CSR reports.        

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。 

However, C stocks and CO2 removals certificated by this system are not available as carbon 
credits which off-set GHG emissions, and they are not valid in the carbon markets for transaction. 

 

 1.2 本システムで認証される C蓄積量・CO2 吸収量  

Carbon stocks and CO2 removals certificated by the system 
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。  

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 are certificated by this 
evaluation and certification system.        

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。  

Stocks or removals certificated by this system are not a credit for off-setting which is issued 
based on the baseline. Therefore it's not necessary to consider the following essential conditions 
required in the off-set credit rules.    

 

 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  

Baseline scenarios: scenarios in the case that planting would not be implemented.  

 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  

Additionality: Only when the corresponding mechanism is applicable, removals increase in 

 第１章 本システムの基本要項  

 The main principles of the system 
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a project scenario in comparison with a baseline scenario.  
 

 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   

Address to  non-permanence: Solutions to the case that stocks decrease after the 
issuance of off-set credits. 

 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  

Appropriateness of projects which are certificated by the system 
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。  

Projects which are to be certificated by the system are the ones being planted currently and the 
ones already planted which clear the following conditions.  

 

 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   

planting activity does not have notable negative influence on the surrounding natural 
environment 

 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  

planting activity does not have notable negative influence on the social economy of the 
surrounding area 

 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  

planting activity does not have notable negative influence on people in an area where an 
activity is taken place 

 

 1.4 C蓄積・CO2吸収認証量の信頼性確保  

securing of the reliablity of certificated carbon stocks and CO2 removals  
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。  

The quantities of carbon stocks and CO2 removals certificated by the system must be reliable 
enough to make public the result with confidence. Therefore, transparent and reliable guidance 
has to be decided keeping the consistency with the widely current idea. JOPP, the main 
management body of the system, is going to form a review committee which consists of outside 
experts and asks it to examine if carbon stocks and CO2 removals are estimated correctly. If a 
project is approved, JOPP certificates its stocks and removals.  

 

 1.5 本システムのガイドライン及び関連文書  

The guidelines and related documents of the system 
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。 

The guidelines for the implementation of the system defines the whole framework of the system. 
In order to run the system, the guidelines for review and following related documents have been 
prepared.  

・ガイドライン等一覧 the list of the guidelines. 

【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 review」 

【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」 



5 

 

 

 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  

The principles relating to the project design and implementation of the system  
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。 

In order to enhance the reliability of carbon stocks and CO2 removals amount certificated by the 
system, applicants are required to design and implement projects according to the 6 principles 
below and to estimate carbon stocks and CO2 removals according to the estimation methods 
before receiving the verification. 
 

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   

Overseas plantations meet the conditions of the verification and the estimation of carbon stocks 

and CO2 removals have to be done correctly as the estimation methods require. 
 

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。  

All the planting area is measured and the amount of carbon stocks and CO2 removals of verified 
planting activity is estimated in full.       
 

 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蓄積量の変化が比較可

能なように算定が行われていること。   

The same estimation methods or data are used in estimating carbon stocks for a period between 
2 points so that it is possible to compare the change of carbon stocks. 
 

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。 

Accuracy is enhanced decreasing deviation and uncertainty of assumption, measurement and 
calculation.     
 

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。 

The methods or data used for the estimation of carbon stocks and CO2 removals are made 
public.  
 

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。 

Conservative assumptions, values and procedure are taken so that the amount of carbon stocks 
and CO2 removals are not overestimated. 
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 第２章 認証までの of  とルール 

 

 

 2.1 体制 managing structure 

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

（表１）。   

This system is managed by Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood. JOPP forms a 
review committee and establish the management system as shown in the figure below (figure 1). 
The roles of each party are as explained in the following table (table 1).   

 

申請者
（民間企業、NGO等）

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

海外産業植林センター
（JOPP、運営主体）

公表・PR

03C蓄積量の算定方法

02審査ガイドライン01システム実施ガイドライン

審査運営委員会
審査、承認

C蓄積量・CO2吸収量
の登録、09認証書の発行

受理、確認

05審査運営委員会設置規定04CO2吸収量の算定方法

海外植林地C蓄積量・CO2吸収量評価認証システム

申請者
（民間企業、NGO等）

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

海外産業植林センター
（JOPP、運営主体）

公表・PR

03C蓄積量の算定方法

02審査ガイドライン01システム実施ガイドライン

審査運営委員会
審査、承認

C蓄積量・CO2吸収量
の登録、09認証書の発行

受理、確認

05審査運営委員会設置規定04CO2吸収量の算定方法

海外植林地C蓄積量・CO2吸収量評価認証システム

 
図１．本システムの実施体制 figure.1 managing structure of the system 

 
Evaluation and certification system of carbon stocks and CO2 removals in overseas plantations  

 

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 review 

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 

 
JOPP 
(system managing body) 

 
accepts and checks the documents 

 
Review Steering Committee 
examination and approval 
registration of Cstocks and CO2 removals, issue 

 第２章 認証までの流れとルール  

Chapter 2 Certification procedure and rules 

Applicants 
(Private companies, NGO,etc)  

 
makes and submits 

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 
publication/ PR 
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of 09 certification. 
 

表１．本システムにおける組織  The related bodies  

組織 body 役割 roles 

海外産業植林センター 

（JOPP） 
 

：本システムの運営主体  

system managing body 

 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  

To make basic guidelines of the system or other related 
documents. After the documents being approved by the 
review committee, set them officially.  

 

 審査運営委員会を設置し、開催する 

To form and hold a review committee. 
 

 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 

To receive and check application documents and make a 
checklist, then ask the review committee for a review.  

 

 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  

To issue a certification of carbon stock and CO2 
removals amount based on the result of the verification 
of the committee 

 

 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  

To register and keep certificated carbon stocks and CO2 
removals in the management records.  

 

審査運営委員会  review 

committee 
 

：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。独立・中立性の担保

に十分留意する Members 

of the review committee 
consists of outside The 
independence and 
neutrality have to be 
secured.  

 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）について審議し、

それらを承認する 

To remark on the scheme design of the system and 
examine and  approve the drafts of the basic guidelines 
and related documents. 

 プロジェクト代表者から提出された 07プロジェクト概要

書、08C蓄積量・CO2吸収量算定報告書について、JOPP

の確認結果（チェックリスト）を用いて審査する 

To examine 07 project description document and 08 

Carbon stocks・CO2 removals estimation report which 

project representatives submit using checklists JOPP 
prepares. 

 
 

 2.2 認証までのプロセスおよびルール Steps and rules for certification  

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）。 

The steps for the certification of carbon stocks and CO2 removals are as below(figure 2).  

 （１）審査運営委員会によるガイドライン等の承認  

     Approval of the guidelines and related documents by the review committee 

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。  

The review committee deliberate on the drafts of the following guidelines (01~02) and related 
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documents(03~05) which JOPP makes and approve them. 
 

【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）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 

Opening to the public of the guidelines and the related documents 01~05 and application 
forms 06~-8 by JOPP 

 

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。   

JOPP opens to the public the guidelines and the related documents 01~05 and application forms 
06~08 approved by the review committee. 

 
 

 （３）認証プロジェクトの公募 Invitation for application for certification 

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。 

JOPP invites overseas planting projects for the certification on the website. 
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Figure 2．The steps for the certification of carbon stocks and CO2 removals 

 

Applicants (Private companies, NGO,etc) 
Submit the following documents 06~08 to apply for certification 

06 「application form」  07「project description document 」 

08 「Carbon stocks/CO2 removals estimation report」 

Applicants 
Receives 09「certification」 

 System managing body （JOPP） 
Opening to the public of the following basic documents (guidelines) 01~02 and related 

documents 03~05, inviting projects for certification  
 

01「Guidelines for the implementation of the system」 

02「Guidelines for the verification」 

03「Estimating methods of carbon stocks」 

04「Estimating methods of CO2 removals」 

05「 Regulations on the establishment of the review committee」 

JOPP 
accepts and checks the documents, 

makes a checklist 

Review committee 
 examines application forms using checklists and approves or 

disapproves projects 

JOPP 
registers certificated project information, C stocks and CO2 removals, issues 09 certification  
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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  

    Preparation of 07"project description document" by project representatives 
 

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。
Projects representatives fill out necessary information according to the form of 07” project 
description document”(below).  

 

 
 

 

《プロジェクト概要書の掲載項目 The items of a project description document 》 

 

A：プロジェクト活動の概要 Outline of a project activity 

1. 参加者情報 participants' information 

2. プロジェクト活動 project activity  

3. プロジェクト実施場所 project land 

4. 持続的な森林経営への取り組み activity for a sustainable forest management  

5. 備考 notes 

 

B：プロジェクトの妥当性 appropriateness of the project 

1. 環境影響分析・評価・対応策 environmental impact analysis/evaluation/measures  

2. 社会経済影響分析・評価・対応策 social economic impact analysis/evaluation/measures 

3. ステークホルダーのコメント comments of stakeholders 

4. その他特記事項 special notations 

 

C：算定に関するプロジェクト情報 project information on the estimation 

1. プロジェクト期間 project duration 

2. 第 1回目のC蓄積量算定 first estimation of carbon stocks   

3. 第 2回目のC蓄積量算定 second estimation of carbon stocks 

4. GHG排出量の算定 estimation of the GHG emissions 

5. CO2吸収量の算定 estimation of CO2 removals  

6. 他制度への申請 application for another certification system 

7. 備考 notes 

 

D：適用した算定方法と使用したデータ、パラメータ等  

applied estimation method , data,parameters,etc 

1. 算定方法のバージョン version of the estimation method 

2. 算定方法への準拠 conformity to the estimation method 

3. ha当たり樹木地上部・地下部バイオマスの推定方法 estimation method of above-ground and 

below-ground tree biomass per ha 

4  算定に使用したデータ、パラメータの選択 selection of the data and parameters used for 

the estimation 

5. C蓄積量・CO2吸収量の定量化 quantification of carbon stocks and CO2 removals  

6. 備考notes 

  

E：現地調査やQA－QCの実施状況 On-site investigation or the state of implementation of QA/QC 

1. サンプリングプロットの設置 establishment of sampling plots 

2. 現地調査で使用した機器・設備等 tools or equipments used for the on-site investigation 

3. 品質保証（QA）および品質管理（QC）の実施状況 implementation status of QA/QC 

4.  QaおよびQCの実施体制図 implementing structure of QA/QC 

5. 備考 notes 

 添付資料 annex 
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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 

Preparation of 08 “carbon stocks・CO2 removals estimation report” by project 

representatives 
 

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。Projects representatives fill out necessary information according to the form of 08 “carbon 

stocks・CO2 removals estimation report”.  

 
 

 
 

 
 

 （６）プロジェクト代表者による 06「申請書」、07、08の提出  

Submission of 06 “application form” ,07 and 08 by project representatives. 
 

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。 

Project representatives submit 06 “application form” attaching 07 and 08 above to JOPP. 
 

 
 

 （７）JOPPによる申請書類の受理、内容確認  

Acceptance and check of the application documents by JOPP 
 

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。   

JOPP receives 06,07 and 08 submitted by project representatives and checks the contents to 
confirm if there is no fault or it's prepared according to the guidances and related documents, 
then makes a checklist. 

 

 （８）審査運営委員会による申請書類の審査、承認  

Review and approval of application documents by the review committee 
   

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。 

JOPP forms and holds the review committee according to 05「Regulations on the establishment 

of the review committee」 and asks the committee to examine application documents (06,07,08) 

confirmed in (7) above.   
The review committee examines application documents using checklists prepared by JOPP  

according to 02 「Guidelines for the verification」, and if they are judged to be appropriate, they 

are approved. If not, it's possible to apply for certification again after correcting points the 

《申請書の掲載項目 the items of the application form 》 

 

１．プロジェクト名 project title 

２．【申請者】プロジェクト代表者 (applicants)project representative 

３．プロジェクト事業者 ・プロジェクト関係者 project operator・persons concerned 

４．プロジェクト概要 project description 

 CO2吸収量の算定は、04「CO2吸収量の算定方法」に従い行う。 

Estimation of CO2 removals follows 04 “CO2 removals estimation methods”. 

 C蓄積量の算定は、03「C蓄積量の算定方法」に従い行う。 

Estimation of carbon stocks follows 03 “cabon stocks estimation methods”. 
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committee indicates. 
 

 （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 

Registration of carbon stocks and CO2 removals and issuance of 09 “certification” 

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。  

JOPP notifies project representatives of the result of the verification promptly after completing 
the review committee. Carbon stocks and CO2 removals of projects which get approved by the 
committee are registered in the record, and 09 “certification” is issued by president of JOPP.   
With the issuance of certification, carbon stocks and CO2 removals are registered under this 
certification system, but it does not generate any legal effect.  
Project information, project description document and carbon stocks and CO2 removals 
estimation document of projects are made public on the website of JOPP. In this way, registered 
projects are presented to the public and at the same time, other planting entities which think of 
implementing projects can make use of information on the website to make project descriptions 
in a effective way.  

 

 （１０）プロジェクト代表者による 09「認証書」の受領  

Receipt of 09 “certification” by project representatives 
 

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。 

 
Project representatives receives 09 “ certification” issued by JOPP. C stocks and CO2 removals 
certificated by this system are not available as carbon credits which off-set GHG emissions. And 
they are not valid in the carbon markets for transaction. 
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 第３章 その他のルール 

 

 

 3.1 ガイドライン等の管理 Management of the guidelines and other documents 

 （１）ガイドライン等のバージョン管理 Version control of the guidelines  

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  

 
Versions of the guidelines are controlled as follows. 
 If new guidelines are established, enactment date will be the date when the review committee 
gives approval or when JOPP makes them to the public, and the version starts with 1.0.   
 

 （２）ガイドライン等の有効期限  

   Effective period of the guidelines and other documents 
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。 

Guidelines whose effective period has expired cannot be used. However, if said documents 
specify particular manners, it is not to be applied.   
 

A. 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。  

From the moment  new(or corrected) documents go into effect, former documents become 
ineffective. 

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

05「審査運営委員会規定」 Regulations on the establishment of the review committee 

 

B. 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。 

Former documents are effective for 8 months from the moment new(or corrected) documents go 
into effect. 

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

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」 
 

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。 

Former documents are effective for 3 months from the moment new(or corrected) documents go 
into effect. 

 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   

Other documents which are approved and set officially by JOPP according to the provisions 
of the system 

   
 

 （３）ガイドライン等の保存期間 Retention period of the guidelines and other 

documents 

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。 

The retention period of the guidelines of the system is 3 years after the expiration of the effective 

period.   

 第３章 その他のルール Chapter 3   Other rules 
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 3.2 用語の定義 Definition of the terms 

 

用語 term 定義 definition 

システム運用主体 System 

managing body  

社団法人海外産業植林センターを指す。  

Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood 

プロジェクト代表者 project 

representatives 

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。 

They are persons concerned in overseas planting projects 
and representatives of projects in case receiving certification 
of C stocks and CO2 removals.  There are cases when 
project representatives and project operator are the same.  

プロジェクト事業者  

project operator 

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。  

They are entities which operate planting activity in the field.  

プロジェクト関係者  

persons concerned to 
projects  

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 

They are persons who participate in projects except project 
operator. 

C蓄積量の算定方法 

estimation methods of 
carbon stocks 

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  

Documents which define the methods to estimate carbon 
stocks in a overseas planting project and to examine the 
values necessary for its estimation 

CO2吸収量の算定方法 

estimation methods of 
CO2 removals 

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 

Documents which define the methods to estimate CO2 
removals in a overseas planting project and to examine the 
values necessary for its estimation  

審査 verification  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  

To examine related evidence based on the guidelines for the 
verification if information on the project description document 

and C stock ・CO2 removals estimation report has been 

prepared in a appropriate manner according to the defined 
rules.  

認証 certification 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    

To be given certification by JOPP after the review committee 
approves C stocks and CO2 removals in applied overseas 
planting projects through verification. 

 

 

以上 


