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EB/ARWG 時期 審議内容 
ARWG 8 2006 年 3 月 28-19 日 ○副議長として藤冨氏出席（日本）。 

○ARNM0007-rev、 ARNM0018 を「承認（Ａ判定）」として次回理事

会に提案する(Annex 1, Annex 2)。 
○ ARNM0012、 ARNM0017 を「修正（Ｂ判定）」として次回理事会

に提案する。 
○ARNM0015 については、問題をさらに検討する 
○AR-AM0001 のマイナーな修正(Annex 3)。方法論で使用されてい

るパラメータ・式・単位などを中心に訂正されている部分がある。 
○リーケッジの管理について明確にするための理事会への提案を準

備する。 
○AR ベースラインについて EB に提案する。ベースラインシナリオに

プロジェクトシナリオよりも低いレートでの AR が含まれていることに関

して(Annex 4 仮訳あり)。 
○プロジェクトバウンダリーの定義に関する問題。プロジェクト登録の

時点でAR活動を行うエリアが定義されない場合について続けて議論

する。 
○不確実性の取り扱いについての提案。データ測定・純人為的吸収

量推定のためのパラメータの不確実性の考慮の仕方を今後議論す

し、不確実性の種類や不確実性の記述方法を明らかにする。 
○プロジェクトバウンダリー内の道路建設による炭素プールの減少に

関する論文を検討し、この排出量は、クレジット期間中の純人為的吸

収量と比較すれば無視できるとＥＢに提案する。 
○AR CDM プロジェクトの承認された方法論にも、非 AR の理事会決

定と同様に、”mutais mutandis (必要な変更を加える)”を適用すること

を提案する。 
EB 23 2006 年 2 月 22-24 日 ○ARWGのメンバー構成変更。新議長Gwage氏、新副議長藤冨氏。

○CDM-AR-NM, CDM-AR-PDD, そのガイドラインの改訂が承認

(Annex 15(a), Annex15(b))。 
○小規模プロジェクトの PDD フォーム(CDM-AR-SSC-PDD)とそのガ

イドラインが承認(Annex 16(a), Annex16(b))。 
○ARWG は「AR 用ベースラインシナリオ選択ツール開発」を MP での

ツール開発の結果を待ってから行う。 
○再生可能なバイオマスの定義が決定(Annex 18 仮訳あり)。これに

該当しないバイオマスの使用は可能だが、その場合、このバイオマス

使用によるカーボンストックへの負の影響はベースライン・モニタリング

方法論でリーケッジとカウントすること。 
○国・地域の政策と情況に関するガイドラインに合意(Annex 19 仮訳

あり)。 
○プロジェクト参加者は承認された方法論で使用されているパラメー

タや変数の名称を使うこと。 
○ARNM0013 はＢ判定。ARNM0014、 ARNM0016 は C 判定。 
EB24 で ARNM0007-rev、 ARNM0012 を審議する。 

ARWG 7 2006 年 2 月 5-7 日 ○ARNM0013 の B 判定、ARNM0014, ARNM0016 のＣ判定を 終リ

コメンとして EB 23 に提案する。 
○ARNM0015, ARNM0017, ARNM0018 には予備的なリコメンに合

意。 
○ARNM0007-rev は ARWG8 で承認可能性ありとしてリコメンを

ARWG8 に向けて準備する。 



○ARNM0012 は ARWG8 で審議する。 
○ 小 規 模 AR CDM プ ロ ジ ェ ク ト の PDD フ ォ ー ム ド ラ フ ト

(CDM-AR-SSC-PDD)を EB に提案する(Annex1, 2)。 
○CDM-AR-NM が EB22 で承認されたことをふまえ、CDM-AR-PDD
の修正を EB に提案する(Annex 3, 4)。 
○EB22 の提案の通り、ARWG はバイオマスの扱いについてさらに議

論し再生可能なバイオマス(renewable biomass)の定義を修正し EB に

提案する(Annex 6 仮訳あり)。 
○ARWG は小規模 CDM のバイオマスからのリーケッジについての提

案を SSCWG に提出する。 
○不確実性の取り扱いについてはさらなる議論が必要で ARWG8 ま

でのリコメンを準備する。 
○AR プロジェクト活動に関する国／セクターの政策と情況のガイドラ

インドラフト EB に提案する(Annex 7 仮訳あり) 
○AR プロジェクト活動のタイプ分けについて議論したが、要請がない

限りこれ以上議論しないこととする。 
○Meth Panel の 近の会合で提案された「ベースライン選択ツール」

について、ARWG でも「AR プロジェクト活動のためのベースライン選

択ツール」を開発することを EB に提案する。 
○承認された方法論の一貫性と AR プロジェクト活動の方法論手続き

軽減のため、提案者は新方法論提出時に、すでに承認された AR 方

法論で使用された名称をパラメータや変数に使用することを推奨す

る。 
○ARNM0012,  ARNM0014,  ARNM0015 では新規・再植林が

ベースラインシナリオの選択肢として、プロジェクトシナリオよりも低い

レートではあるが、使用されている。この問題について ARWG8 で審

議する。 
○複数分割された AR CDM プロジェクト活動の描写？(clarification 
of project delineation in multi-parcel ARCDM project activity)の明確

化について ARWG8 で審議する。 
EB 22 2005 年 11 月 23- 25 日 ○ARNM0010 の修正版が承認（Ａ判定）された(Annex 17)。 

○ARNM0007 がＢ判定となった。 
○ The guideline and a form CDM-AR-NM が 承 認 さ れ 、

CDM-AR-NMB と CDM-AR-NMM を代替する(Annex 14 仮訳あり)。
○簡素化された小規模 A/R CDM プロジェクト活動の方法論が承認さ

れた。 
○「プロジェクト前ＧＨＧ排出」、「プロジェクトバウンダリー外の炭素

プールの減少の計算」、「純人為的吸収量の計算式」に関する明確化

を承認した(Annex 15 仮訳あり) 
○A/R プロジェクト活動の土地の適格性の証明方法が承認された。こ

れは CDM-AR-PDD の一部となり、義務となる(Annex 16 仮訳あり)。
新方法論の提案と承認には土地の適格性に関する情報は不要とな

る。「A/R CDM の追加性証明ツール」のステップ０は削除される。 
○再生可能バイオマスに関する議論は SSC-WG と共同で引き続き行

われる。 
○小規模 A/R プロジェクトの PDD のドラフトが次回 EB までに作られ

る。 
 

ARWG 6 2005 年 10 月 31-11 月 2 日 ○ARNM0010 の承認（A 判定）の EB 提案を決定。 
○ARNM0007 の修正(B 判定)の EB 提案を決定。 
○小規模 A/R CDM 簡素化方法論を引き続き開発(Annex 2)。 
○CDM-AR-NMB, CDM-AR-NMM の改訂(Annex 5)。 
○nonCO2 プロジェクト前排出に関して、プロジェクト実施の結果によ

るプロジェクト前排出量の増加のみが純人為的吸収量の計算に考慮

されることを（Decision19/CP.9 基づく）EB が明確にするよう提案するこ

とを決定。A/R プロジェクトによりバウンダリー外に移ったプロジェクト



前排出量は、増加していなければリーケッジに含まれるべきではな

い。 
○バウンダリー外のカーボンプールの減少について、リーケッジとカウ

ントされることを EB が明確にするよう提案することを決定。特に(a)活
動の移動によるバウンダリー外の森林減少、(b)バウンダリー外の薪収

集で、森林が劣化しなければ、収集された量のみが排出とカウントさ

れる。薪収集の数式は IPCC GPG と PRA の組み合わせで適用でき

る。森林が劣化した場合アカウンティングルール１が適用される。劣化

がないというのは収集量が純現実吸収量の 2-5%のことで、2%以下で

あればリーケッジは否定される。 
○A/R CDM の土地の適格性について EB に提案することを決定

(Annex 6、仮訳あり)。EB で承認されれば CDM-AR-PDD の一部とな

り、ベースライン・モニタリング方法論には不要になる。追加性証明

ツールのステップ０も削除される。 
○SSC 方法論の再生可能なバイオマスの定義を EB に提案することを

決定(annex 7、仮訳あり)。 
○lCERs または tCERs を選択した場合の純人為的削減量の計算式を

EB に提案する(annex 8、仮訳あり)。 
○不確実性の議論を続けることを決定。 
○A/R プロジェクト活動タイプの開発は次回持ち越し。 
 

EB 21 2005 年 9 月 28-30 日 ○ARNM0006, ARNM0008, ARNM0009, ARNM0011 のＣ判定が決

定。 
○小規模 A/R CDM 方法論を修正後 COP/MOP に提出することが承

認された。修正案は 11 月中旬に web 公開。 
○A/R CDM の追加性証明ツールが一部修正後承認された(Annex 
16、仮訳あり) 。 
○「A/R CDM プロジェクト方法論の審議に関わる手続き」修正案が承

認された(Annex 18 仮訳あり) 。 
○CDM-AR-PDD, NMB, NMM 作成のためのガイドラインが修正され

た(Annex 19 仮訳あり) 。 
○プロジェクト前の現実吸収量推定のガイダンスが承認された(Annex 
20 仮訳あり)。 
○小規模 CDM の non-renewable バイオマスの代替による炭素プール

の増加は EB のガイダンスに従い削除された。しかしこのプロジェクト

の社会貢献は大きいため対策の必要性を指摘。 
 

ARWG 5 2005 年 8 月 31-9 月 2 日 ○ARNM0006, ARNM0008, ARNM0009, ARNM0011 のＣ判定の EB
提出を決定。 
○小規模 A/R CDM の簡素化方法論のＥＢ提出決定。その際プロ

ジェクト実施による、上流・下流での排出（例えば肥料生産過程での

排出）を提示する必要があり、MP と協議する。 
○A/R CDM の追加性証明ツールの EB 提出決定。 
○MP、SSCWG による再生可能なバイオマス(renewable biomass)の
定義を検討。 
○小規模 CDM 方法論で再生不能なバイオマスの再生可能なエネル

ギーへの転換による排出削減（カーボンプールの増加）が認められた

ことに対し、EB のガイダンスに一致していないと主張。またエネル

ギー目的の再生可能なバイオマス利用にはリーケッジが伴うことがあ

り考慮する必要性を主張。 
○純人為的吸収量の推定の不確実性について提示する必要性があ

り、MP とともに EB に提案する準備をする。 
○提出された新方法論には事前の現実純吸収量の計算がベースラ

イン方法論に含まれていないことが多いので（モニタリング方法のみ

が記述されている）AR-NMB に記述するようガイダンスを出した。 
○提出された新方法論ではベースラインシナリオの決定を追加性証



明の一部としていることが多いが、これらは別個に行われるべきである

とガイダンスを出した。 
○A/R プロジェクト活動タイプの開発に関する審議は次回持ち越し。 

 

 
EB 20 2005 年 7 月 6-8 日 ○ARNM0003, ARNM0004, ARNM0005 のＣ判定が決定。 

○A/R CDM の追加性証明ツール、小規模 A/R CDM 方法論ドラフト

のドラフト公開・EB21 で提出する。 
○non-CO2 排出の算定について、不確実性のアセスメントについて

議論をするよう ARWG に要請 
○バイオマスの定義について(Annex 8、仮訳あり) 
 

ARWG 4 2005 年 6 月 13-14 日 ○ARNM0003, ARNM0004, ARNM0005 のＣ判定の EB 提出を決

定。 
○小規模 A/R CDM の簡素化方法論の開発を開始。 
○A/R CDM の追加性証明ツール案の EB 提出決定。土地の適格性

証明ツール作成も検討。 
○小規模 CDM（エネルギー）における再生不能(non-renewable)バイ

オマスについてメスパネルと会合を持った。 
○プロジェクト開始前の non-CO2 排出に関して議論。 
 

EB 19 2005 年 5 月 11-13 日 ○ARNM0001, ARNM0002のＣ判定が決定（前回判定理由が不明確

として ARWG に戻された）。 
 

# 詳細な内容は、各ミーティングの Agenda の原文をご確認下さい。 


