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略語一覧 

 
略語 説明 

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

利用変化、及び林業））   

BioCF 世界銀行・バイオ炭素基金 

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

CCX シカゴ気候取引所 

DNA 指定国家機関 

ERPA 排出削減量購入協定 

NFA ウガンダ国家森林機関 

PIN プロジェクト提案書 

PDD プロジェクト設計書 

tCERs 短期の期限付き認証排出削減量 

SPGS 製材用素材生産グラントスキーム 

VERs 検証排出削減量 

 

 



1 背景 
東アフリカは、国際的な炭素ファイナンス市場から大幅に取り残されてきた。2002 年から 2006
年、世界全体で取引された排出削減量の全量のうち、３％のみがアフリカ起源である。この状

況は、限られた産業発展と関連の炭素ファイナンス機会によって説明される。しかし、また一

方、農業や多くの森林プロジェクトタイプといった、アフリカにとって有益なプロジェクトタイプが、

京都議定書下では適格でないという事実にも起因している。限られた炭素ファイナンス機会に

加え、アフリカは、温室効果ガス排出量への寄与が極めて小さいという事実にもかかわらず、

温暖化に も脆弱な大陸である。 

アフリカ大陸のいくつかの地域における優れた自然成長条件を考えると、新規植林・再植林ク

リーン開発メカニズム（AR CDM）プロジェクトが、アフリカにとって一つの見込みあるプロジェ

クトタイプである。土地再生のための方策、持続可能な手法によって生産された木材への高ま

る需要は、更に個々の投資への追加的なインセンティブとなり得る。 

本報告書は、東アフリカ、とりわけ、エチオピア、ケニア、タンザニア、ウガンダといった国々に

おける森林状況の概観を示すことを目的としている。AR CDM プロジェクトの必要条件、並び

に当該地域における現存の森林炭素ファイナンスイニシアティブについて紹介する。また、更

に詳細な調査を開始するため、日本の政府機関、炭素基金、及び木材投資者への投資機会

と課題について説明する。   

 

2 東アフリカにおける森林の状況 

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

ラデーション）によって特徴付けられる。伝統的に見て、農村部の住人の生活対策及び多くの

住人にとって収入源の重要な要素であることから、今日の劣化は、農村部の経済及び森林収

益から来る国家歳入に深刻な打撃を与えている。森林の劣化に伴い、炭素貯蓄・生物多様

性の消失、流域の劣化、土壌流出、及び肥沃度の劣化や気候変動といった問題の深刻化が、

森林地帯の境界をはるかに越え進んでいる。 

歴史的に見て当該地域の林業は、その大部分がエチオピアの国家管理下にある熱帯高山林、

もしくはアフリカ山地林、または程度は低いが、タンザニアのミオンボと呼ばれる主要乾燥林と

いった自然林の商業的利用が中心であった。これは後に、タンザニア、ウガンダにおけるパイ

ン、またはエチオピア、ケニアにおけるユーカリといった外来樹種を主軸とする植林林業の猛

攻に合うこととなった。  

その後、タンザニア、ケニア、ウガンダでは（エチオピアでは近年までそれ程でもなかった）、

社会的課題、特に森林管理へのコミュニティの参画に関心が移って行った。また、過去２年間

は、“環境サービスへの支払い（PES）”とも言われる生物多様性、水、気候変動の緩和を含む、

森林に関連する公益的物質とサービスに対する新たな資金調達の機会へと焦点は変わって

来ている。  

ウガンダ、ケニアではすでに、国家、あるいは国際的民間部門の企業が、木材供給のギャッ

プを見越し、植林林業におけるビジネス機会を摑もうと関心を高めている（詳細はウガンダの

節を参照のこと）。エチオピア、タンザニアでも、民間部門による植林事業への投資に対する

強い関心があるが、予測困難な政府介入のため、個々の投資に伴う政治的リスクは高い。 



現在の森林状況を下記の表に示す。一人当たり森林面積は、7-16 ヘクタールである。しかし

ながら、裏付けとなるインベントリデータは余り確実とは言えない。植林林業については、供給

不足により全地域で木材価格が急上昇している。木材加工設備は時代遅れとなっているが、

木材資源基盤の不足により、近代設備を取り入れるための投資は限られている。 

ウガンダは、当該地域において も高い森林伐採率と 小の植林面積を有する。結果、近隣

国のコンゴ民主共和国及び南スーダンからの輸入に依存している。当該地域の経済が年当

たり 6-10％で成長していることを考えると、木材需要及び価格は継続的に上昇することが予

想される。しかしながら、政府の介入、あるいはガバナンスの欠如が、未だ乱れた木材市場を

生む。 

  

表. 東アフリカの森林状況の比較 (FAO, 2005, KFS & NFA よりケニア、ウガンダの植林記

録). 
国 人口 

（百万人） 
森林面積 
（百万ヘクタール）

植林面積 私有林 森林伐採率％ 
(2000-2005) 

エチオピア 100 13.7 491,000 0 % -1.1 

ケニア 58 3.6 130,000 2.2 % -0.3 

タンザニア 37 3,7 150,000 0.2 % -1.1 

ウガンダ 30 4.0 36,000 70.2 % -2.2 

 

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

の場合不明瞭な土地保有及びキャパシティの欠如と関連し、重大な投資バリアが存在する。  

全体的に、東アフリカにおいて植林に対する政府の介入は減少しているが、森林プロジェクト

の好ましくないキャッシュフローにもかかわらず、民間部門からの投資が増加する傾向にある。

特に国際的に入手可能な長期間の資金にアクセスをもたない東アフリカを拠点とする投資者

にとっては、これらキャッシュフローの形態は大きな課題である。 

公的支援が得られないまま 10 年が経っても、コミュニティ林業は説得力があり、かつ持続可

能なビジネスモデルである。東アフリカのいくつかの地域（例えば、ケニア山西部）では、ファ

ーム林業が広く実践され、木材と地元収入の重要なソースとして認められている。       

炭素ファイナンス、企業の社会的責任（CRS）に対する投資を含め、多様なグリーンファイナン

ス産業の発展を考慮すると、木材生産及び付加価値付けのためだけでなく、環境サービスへ

の支払い（PES）やバイオエネルギーも視野に入れた新たなファイナンス機会が生まれてきて

いる。これらの林業プロジェクトのほとんどは、投資バリアを乗り越えるための手段として炭素フ

ァイナンスを一要素として含む潜在性をもっている。５章で既存の事例について、説明する。   

次章では、森林状況と投資機会について、国ごとに述べる。 

 



2.1 エチオピア 

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

参照）。バレマウンテンのアフリカ山森林を除いて、高地にあるアフリカ山森林のほとんどは、

すでに農地に転換されている。保護地域外では、コミュニティ森林管理が、森林を持続可能

な方法で保護し管理する成功例として試験地域より報告されている。国際協力機構（JICA）の

支援によって、特にオロミア地域の規模を拡大したイニシアティブは非常に高い見込みがある。 

植林は、政府の管理下にあって十分には管理されていない。その対策として、オロミア地域で

は、管理の向上と８つの植林事業を経済主導の手法で操業するため、2007 年７月、国有林

監督局を再構築した。   

 

表. エチオピアの森林タイプ (EFAP, 1994). 
森林タイプ 面積 成長量 
 (百万 ha) (m3/ha) 

自然高木林 2.3  

低度かく乱林 0.7 90-120 

高度かく乱林 1.6 30-100 

森林地 5.0 10-50 

低木林地 20.0 05-30 

植林 0.2  

 

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

く 20％を下回るであろう。これは木を管理するインセンティブが欠如していることを示す。しか

しながら、炭素ファイナンスは、その投資を提供することに貢献できる。 

エチオピアの木材産業は、市場価格を決定付けるいくつもの政府所有の事業によって支配さ

れている。生産効率は極めて低いが、植林部門同様、再構築が販売上の連鎖に沿って付加

価値の機会を向上させる現実的な可能性がある。 

 

2.2 ケニア 

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

ストアクト（森林令）が施行された。一旦、規則や規定が実施されると、相当の投資が植林にも

たらされるであろう。 

ケニアは、2006 年、すでに３万４千ヘクタールを植林しており、農地に植えられた樹木は 初

の収穫可能な農作物を生産し始めている（例えば、ケニア山西部）。 

   



表. ケニアの土地保有者別植林開発 

土地 年 

 2003 2004 2005 2006 

公有林（ha） 7,880 9,243 7,312 8,156 

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

合計 15,563 18,267 17,827 34,156

 

2.3 タンザニア 

タンザニアは、およそ４千万ヘクタールの森林及び森林地を有している（国土面積の 37.8%に

相当） (FAO, 1993; URT, 1998)。森林面積は、森林タイプ・利用・法的区分により表１の通り

分類される。  

  

表. タンザニア－森林面積（単位：千ヘクタール；Holmes (1995 a)、Nshubemuki (1998)より） 

 密冠／常緑樹 森林地／落葉森林地 森林及び草地モザ

イク 

サブタイプ 山地林 低地林 ミオンボ森

林地 乾燥ミオンボ林 低木林 

百万ヘクター

ル 1.0 0.9 13.9 7.6 16.6 

 

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

区である。このうち、160 万ヘクタールは集水地域である。森林植林は約８万ヘクタールに及

び、このうち 50%はサオヒルに位置するパインの植林である。ほとんどの公有林、特にタンザ

ニア西部のキゴマやルクワといった遠隔地域の公有林は、現在のところ管理されていない。  

追加の３万ヘクタールの私有林は、KVTC（チーク林（面積：８千ヘクタール））並びに TAN-
WAT（アカシア、ユーカリ、パイン（面積：２万２千ヘクタール））によってよく管理されている。 

 

2.4 ウガンダ 

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

ない天然林を保護するにあたっては危機的な状況であるし、更に言えば、一般利用を目的と

する木材の国内需要も満たせていない。1960 年代後半から 1970 年代初期、約１万３千ヘク

タールの植林地が作られた。その大部分はカリビアマツ(Pinus caribaea)であり、残りのいくらか

がパツラマツ(P. patula)、オーカルバマツ(P. oocarpa)、ユーカリ・グランディス(Eucalyptus 
grandis)であった。これらの植林の一部は、80 年代の動乱による影響を受けた。残りの植林は、

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

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



成熟し過ぎており管理状況が非常に悪い（下図参照）。結果として次の 15～20 年、植林資源

からの製材用素材の供給が深刻に不足するであろう。 
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図．ウガンダの残存する針葉木材資源（SPGS, 2007） 

 

2001 年以降、ウガンダではいくつかの植林地が造成された。公共部門である NFA は、６千

ヘクタールを植林し、民間部門は追加の７千５百ヘクタールを植林することに成功した。 

FAO の も信頼できる研究成果は、現在の年当りの用材消費量を２７万立法メートルと推計

している。ウガンダの経済が年当り５％のまま継続して成長することを考えると、この需要は年

間２～３％伸びることが予想される。木材消費量は GDP 成長と密接な関連があるが、同時に

代替効果を考慮しなければならない。こういった仮定に基づくと、20 年後には年当りの用材の

需要が、百万立方メートルに昇ることが予想される。この推計消費量と予想される植林地の実

績に基づくと（主要植林樹種であるカリビアマツ、ユーカリ・グランディスの平均生産量と各々

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

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

タール以下）と大きなギャップがあることを示すことであり、つまり、林業投資家にとって魅力的

な市場機会が不可欠である。 

3 AR CDM プロジェクトの必要条件 

3.1 活動 

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

みが適格とされている。森林減少及び劣化に伴う排出量の削減（REDD）や持続可能な森林

管理といった他のプロジェクト活動は、ボランタリー市場向けの限られたプロジェクトのみで採

用されている。 

 



3.2 適格性 

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

クリーン開発メカニズムの鍵となる基準を下記に示す。 

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

各国の CDM 森林定義は下表の通りである。 
国 最低樹冠率（%） 最低土地面積

（ha） 
最低樹高（m） 

エチオピア >20 % >0.05 ha >2 m 

ケニア* 30 % 0.1 >2 m 

タンザニア UNFCCC に報告していない  

ウガンダ >30 % >1 ha >5 m 

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

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

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

いなければならない。炭素が、例えば森林火災等によって大気中に放出されないよう管

理活動を実施しなくてはならない。  

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

周辺地域に移動しないこと。リーケージをいかに管理するかについての詳細な指針は、

適用された手法によって異なる。 

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

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

適格ではない。 

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

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

トは必ず、持続可能な発展に貢献しなくてはならない。エチオピアでは、CDM プロジェク

トの承認のための持続可能な発展に関する基準が、国家指定機関において入手可能で

ある。諮問委員会からの支援を受けたエチオピアの国家指定機関は、プロジェクトが持

続可能な発展に貢献することを明確にするため、個々のプロジェクトを３つの主要な基準

（社会・経済・生態）に対して査定している。   

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

は適格ではない。 

 

3.3 低土地面積 

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

る。ほとんどの炭素基金は、プロジェクトの設置及び排出削減量購入協定(ERPA)の締結に要

する相当額の取引コストを考慮し、年当たり２万５千から５万二酸化炭素等量（トン）の 低基



準点を設けている。これは、AR プロジェクトに関しては、樹種構成及び成長量にもよるが、

低プロジェクト面積が約２千から４千ヘクタールであることを意味する。 

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

はいくつものプロジェクトサイト（敷地）を合計することができる。個々の敷地の 低土地面積

は、ベースラインの設定及び炭素吸収量のモニタリングにかかる費用によって決定される。個

人的な経験に基づくと、50 ヘクタール以下の敷地をいくつも設けることは薦めない。 

 

3.4 所有権構造 

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

開発者は、プロジェクトの敷地及びその敷地から発生する排出削減量に合法的接近権を有

することを証明しなくてはならない。  

コミュニティ参加の AR CDM プロジェクトでは、非政府組織あるいは政府機関が、プロジェクト

に携わる土地並びにコミュニティを統合する。コミュニティと統合者間、並びにコミュニティ内で

の詳細な制度的取り決めや便益共有の制度は、プロジェクト設計書に明確に記載されなくて

はならない。これは、実績と公平性の基準に則った炭素収益の分配をどう行うかを示す炭素

収益分配方式を含む。インセンティブメカニズム及びコミュニティの結束性の問題を考慮しな

くてはならない。 

プロジェクトがいくつものサイトと異なる投資者シェアに基づいている場合、統合機関は単に

仲介業者としてのみ機能するだけでなく、個々の資金提供者が ERPA 上の合法的パーティ

ーとなることを防止するためにも、全ての排出削減量を保有することが推奨される。 

 

3.5 検証基準 

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

承認された基準を提供している。  

(http://cdm.unfccc.int/methodologies/ARmethodologies/approved_ar.html) 

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

（CCB）、あるいは新規に開発されたボランタリー炭素基準といった、ボランタリーの炭素市場

においても基準は設けられている。 

更には、プロジェクト開発者は、森林管理協議会（FSC）といった国際的な持続可能な森林管

理基準を考慮する可能性もある。 



4 東アフリカにおける AR CDM プロジェクトポートフォリオ 
次章では、当該地域における既に設置された、あるいは現在開発中の AR CDM プロジェクト

について紹介する。  

 

4.1 エチオピア 

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

林・再植生プロジェクトが、エチオピアで開発中の 初で唯一の AR CDM プロジェクトである。

プロジェクトは、家畜及び集約的農業から土地を隔離することによって、劣化した土地を回復

させることを目的としている。プロジェクトの敷地は、２千４百ヘクタールに及ぶ。  

しかしながら、フンボプロジェクトのモデルを別の地域において拡大する、あるいは再現するこ

とは恐らく難しいであろう。組織開発に要した投資に比べ吸収量は小さく、また個々の投資コ

ストをまかない、プロジェクト開発者及び携わったコミュニティの投資を正当化するだけの代わ

りとなるプロジェクト収入は非常に限られている。 

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

に関する政策制度の下、森林炭素ファイナンスプロジェクトへの新しい機会が査定されている

ところである。 

 

4.2 ケニア 

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

動」は、アバーディア及びケニア山の劣化した森林地においてコミュニティ AR CDM プロジェ

クトを設置することで世界銀行・バイオ炭素基金と合意した。この山脈地域は、ナイロビ在住の

３百万人にとって重要な流域である。プロジェクト開発期間中は多くの障害があったが、結果

的にプロジェクト実施地の周辺に住むコミュニティに独占的な森林使用権を保証する初の法

的合意を生んだ。プロジェクトの排出削減量購入協定（ERPA）は 2006 年 11 月、ナイロビで

開催された COP 会議にて締結され、プロジェクトは 2008 年初期までに認証されることが期待

される。   

 



表. ケニアの炭素森林ファイナンスの実績 
関連するプロジ

ェクトパートナ

ー 

グリーンベルト運動／世界銀行・バイオ炭素基金 

プロジェクト土地

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

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

は、アバーディア・ケニア山保護林（指定）内のテナ川流域である。成長速度の

異なる自生の樹種を混交し劣化した草地を再植林する。ケニア環境・天然資源

省林野部と提携したコミュニティ森林協会(CFAs)に代わってグリーンベルト運

動(GBM)がプロジェクトを実施する。 

購入者 京都コンプライアンス市場：世界銀行・バイオ炭素基金 

基準 UNFCCC 

設置年 2007-2009 

取引量 260,000 tCO2e（2017 年まで） 

tCOe 当たりの価

格（US$） 
4.15 

コミュニティの参

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

な使用権を受ける。  

 

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

は新しい森林令が個々のプロジェクトに法的な制度を与え、更には多くの資本と関心が個々

のプロジェクトに寄せられていることを考えると、多くの新しいプロジェクトが次の 12 ヶ月間、ケ

ニアにおいて開発される見通しである。   

 

4.3 タンザニア 

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

リーンエアーアクションによって完全に所有されている「国際小規模グループと植樹 (TIST)」
は、ドドマ及びモロゴロのボランタリー炭素市場に向けた植樹に携わってきている。彼らのホー

ムページによると、約 150 ヘクタールに匹敵する 16 万本の植樹がこれまでに行われた。 

TIST は、UNFCCC に対し AR CDM プロジェクトの手法及びプロジェクト設計書を提出した。

しかしながら、プロジェクトがホスト国からの承認を欠いている点で、手法及びプロジェクト設計

書は UNFCCC から承認されていない。   

 

 



4.4 ウガンダ 

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

２件のプロジェクトは、京都議定書が採択される以前、エルゴン山及びキバレ国立公園のウガ

ンダ野生生物基金との協力によってオランダのフェイス基金（Face Foundation）が実施した。

プロジェクトは、自然林を修復することを目的としており、極めて専門的な方法で計画され実

施されてきた。これは、２つのプロジェクトが森林管理協議会（FSC）の基準に則り認定を受け

ている事実に裏付けられる。しかしながら、現在の排出削減量の市場価格を考慮すると、この

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

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

ト設置期間中、国立公園の境界内に違法に暮らす人々を無理やり退去させたとして、ある欧

州の NGO から批判された。ウガンダ並びに東アフリカの多くの地域では、十分な統治が欠如

しているため、こういった対立がよく見られる。貧しく土地を持たない人々は、選挙期間中しば

し、地元の政治家の標的となる。極々簡単に言うと、政治家は票の代わりに土地へのアクセス

を約束する。約束された土地は、たいてい公的森林地、あるいは保護地域でさえあり、責任者

である個々の政府機関は通常、違憲の土地利用の変更に賛成しない。 

2003 年、ブシェニにおいてエコトラスト（ECOTRUST）/プランビボ（Plan Vivo）プロジェクトが

DFID の支援を受け設置された。 プロジェクトは、国際的に広く認識されているが、このコミュ

ニティアグロフォレストリープロジェクトから生産され、取引きされた排出削減量の総量は極め

て小さい。  

EU 出資の ENCOFOR プロジェクトからの技術的支援を受け、ウガンダの国家森林機関

(NFA)によって開発されたウガンダナイル流域再植林プロジェクトは、2007 年 11 月、日本の

指定運営機関（DOE）の JACO CDM によって UNFCCC の基準に対し無事検証作業が実施

された、アフリカ初の AR CDM プロジェクトである。世界銀行・バイオ炭素基金は、このプロジ

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

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

樹が行われた。2007 年 12 月、プロジェクトが UNFCCC によって登録されることが期待される。

プロジェクトは小規模 AR CDM 手法を適用しており、５つのプロジェクトのポートフォリオが設

定されている。 

AR CDM プロジェクトが一旦登録されれば、多くのプロジェクト開発者がこのプロジェクト計画

と文書化を適用することが予想される。ENCOFOR コンソーシアムの責任パートナーである

UNIQUE 森林コンサルタントには、すでに何名かのプロジェクト開発者からプロジェクト設計

を使用したいとの申し出が寄せられている。 

 



表. ウガンダの炭素森林ファイナンスの実績記録 
関連するプロ

ジェクトパー

トナー 

ウガンダ野生生物協会

（UWA）/フェイス基

金/クライメートニュ

ートラルグループ

（CLIMATE NEUTRAL 
GROUP） 

エコトラスト

（ECOTRUST）/ 
プランビボ（PLAN 
VIVO） 

国家森林機関/世界銀

行・バイオ炭素基金 

プロジェクト面

積 
エルゴン山、キバレ国立

公園プロジェクト 
ブシェニ 

(~100 ha) 

ウガンダナイル流域再植

林プロジェクト(2,100 ha) 

購入者 ボランタリー市場：クライ

メートニュートラルグル

ープ 

ボランタリー市場：英国テ

トラパック/カーボンニュー

トラル会社 

京都コンプライアンス市

場：世界銀行・バイオ炭素

基金 

基準 SGS 森林管理協議会

（FSC）及び気候変動 
プランビボ UNFCCC 

設置年 1994 2003 2006 

取引 tCO2e 量  ~24,000 
取引済み 

260,000（2017 年まで） 

VER 価格 
（US$/tCOe） 

 4.5 4.15 

コミュニティの

参加  
 農民は、2.5 US$/tCOe

を支払われる。 
コミュニティはプロジェクト

の７％のシェアを持ち、

4.15 US$/tCOe を支払わ

れる。国家森林機関が取

引コストを負担する。 

 

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

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

録とプロジェクトを開発する経験は、将来プロジェクト開発とマーケティングにかかるコストを軽

減させ、更にウガンダへの炭素基金を惹きつけるであろう。  

 



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

該地域のいくつかの部分における優れた自然成長条件、経済の構造、及びエネルギー効率

や再生利用可能なエネルギーといった他の CDM プロジェクトタイプから便益を得る機会が限

られていることに裏付けられる。 

現在、AR CDM パイロットプロジェクトが、エチオピア、ケニア、ウガンダにて開発されている。

ケニア及びウガンダのプロジェクトは、コミュニティの参画及びプロジェクトに適した地域が点

在しているという事実を踏まえ、小規模プロジェクトのポートフォリオより成り立つ。ウガンダの

AR CDM プロジェクトのポートフォリオはすでに検証されており、このプロジェクトが東アフリカ

における初の登録された AR CDM プロジェクトと期待されている。 

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

経験並びに学習事項は、下表に要約する。    

 

方法に関する課題 

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

及びプロジェクトの開発コストを考慮すると、当該地域の AR CDM プロジェクト開発者にとっ

ては、小規模方法が も適していると考えられる。小規模プロジェクトのポートフォリオは、経

済的に実行可能なプロジェクト規模に達するための前条件である。一つの不利な点としては、

いくつかの指定運営機関（DOE）は、個々のプロジェクトを個別にとらえ標準料金を要求する

ことがある。  

 

コミュニティの参画 

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

よる。プロジェクト内でのコミュニティ所有権の共有は、永続性のリスクを低減する助けとなり

（例えば、森林が燃やされる、あるいは伐採される）、プロプア（pro-poor）の便益を増やす。 

 

コベネフィッツ 

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

は炭素収益そのものよりも価値のあるものとして考えられている。ケニアのプロジェクトは、この

点を上手く表している。排出削減量の所有権を決定するというプロジェクトの要求事項によっ

て、ケニアでは初めて、コミュニティが当該エリアの独占的所有権を手にした。コベネフィッツ

には、草地刈取活動、及び養蜂・非木材森林生産物収集の権利を含む。 

 

プロジェクトエリアの集積 

実行可能なプロジェクト規模に達するため、しばしプロジェクト所有者は集積されなければな

らず、そのために個別の契約上の合意を取り付けなくてはならない。この慎重を期するプロセ

スにはすべての関係者を巻き込む必要がある。結果、そういったプロジェクトの制度的開発に

は、当該地域に長期間に及ぶプロジェクトを開発、実施するだけの十分な資金をもった強力



な機関があるということが必要となる。当該地域にそういった機関がない場合、AR CDM プロ

ジェクトを設置することは難しい。 

 

環境・社会影響 

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

等）、小規模 AR CDM プロジェクトは環境及び社会的にプラスの影響をもたらす。大規模 AR 
CDM プロジェクトに起こりやすい生物多様性や水流へのマイナスの影響は、プロジェクト設計

時に自然景観モザイクを考慮することによって回避できる（個々の AR CDM プロジェクト敷地

間に元来の土地利用のコリドーをつくる）。 

  

リスク管理 

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

ロジェクトの設計を細心の注意を払って行い、プロジェクトの開始期に十分なキャパシティと資

金を確保することで回避できる。  

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

通して専門的なプロジェクト管理を要するからである。既存の経験からすると、プロジェクトのイ

ンセンティブがより強くかつ多様であるほど、永続性のリスクは小さくなる。炭素収益が唯一の

収入源であるプロジェクトは、永続性のリスクが高い。つまり多様な収入源をもたらし、文化的

価値といった目に見えない利点を生み出す多目的プロジェクトが、永続性のリスクに対して強

い。 



表. AR CDM の現状を要約した SWOT テーブル 

強み 

• 当該地域の AR CDM プロジェクトから発生

する排出削減量には高い関心が集まってお

り、これらプロジェクトには高値が付く 

• 世界銀行・バイオ炭素基金の支援によるパイ

オニア的プロジェクトの結果、多くのプロジェ

クト開発者にとっての障壁が取り除かれた 

• AR CDM プロジェクトは、養蜂、非木材森林

生産物、草地の刈取といった多様な収入をも

たらす活動と組み合わせて実施することがで

き、地元の生活改善に貢献できる 

弱み 

• 過去に行われた CDM プロジェクト開発者向

けのキャパシティ・ビルディングの支援は、排

出削減量の取引に焦点を合わせていなかっ

た 

• 政府機関は、非政府組織の AR CDM プロジ

ェクト開発者に余り支援的でない。しかしなが

ら、契約が履行されるという点で、非政府組織

の方が炭素基金にとっては好まれるパートナ

ーである。 

• 一般的に当該地域における管理キャパシティ

は低いため、プロジェクト準備期間は長期に

わたりコストも高い。  

機会 

• AR CDM プロジェクトは、長期間の財務イン

センティブと組み合わされた外部の検証され

たモニタリングシステムを提供する。結果、高

い樹木の生存率、より良い成長が可能であ

る。 

• AR CDM プロジェクトは、高い公的投資コス

トさえも正当化する重大なコベネフィッツをも

たらす。例えば、コミュニティの独占的使用

権。 

危険性 

• AR CDM の開発は相当額の先行投資を必

要とし、これは、プロジェクト開発者がプロジェ

クトを実施する財務・管理的キャパシティがあ

ることを証明したときにのみ正当化される。当

該地域には、未だ多くはないが、着実にこの

要求事項を満たす組織の数が増えてきてい

る。 

 

 

5.1 日本機関の投資ポテンシャル 

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

民間機関の東アフリカにおける、多様な森林及び気候変動防止投資ポートフォリオの設定を

可能とした。 

  

A) 実行可能な AR CDM プロジェクトを設置するための官民パートナーシップ 

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

場が官民パートナーシップのイニシアティブを強化すると仮定すると、東アフリカにおける AR 
CDM プロジェクトのポートフォリオを開発することは極めて望ましい。公的投資は、プロプアの

便益及び投資に対する高い見返りを伴う排出削減量の取引を可能とするようなキャパシティ・

ビルディングを支援することができる。民間のパートナーにとっては、このパートナーシップは

初期段階のプロジェクト開発投資リスクを低減する。プロジェクトポートフォリオの開発は、個別

のプロジェクトがプロジェクト実施期間中に失敗するといったリスクを回避する。理想的には、こ

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

と良い。例えば、エチオピアの JICA コミュニティ森林プロジェクトなどがある。  



公的パートナーの責任は、個々の機会についての認識を強化し、より質の高いプロジェクト提

案書（PINs）を生み出すような実地のキャパシティ・ビルディングを提供することであろう。一方、

民間のパートナーは、責任を持ってプロジェクト設計書（PDD）の開発にかかる経費を事前に

負担することであり、個々のプロジェクトから発生する排出削減量に対し市場確約を提供する

ことである。 

   

B)木材・炭素ファイナンス統合的投資機会の試験的実施 

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

質木材を提供できると証明された。このビジネスモデルは、農村開発を支援するだけでなく、

社会的責任を伴った木材調達の新しい形態としてとらえることもできる。ウガンダでは、実績に

基づいた融資や研修を提供することによって個々のバリアを取り除く試みが大成功であった。

日本の投資者は、例えば、ウガンダの製材用素材生産グラントスキームといった既存のスキー

ムに参加することもできるし、あるいは木材と炭素ファイナンスへの投資を統合した新しいパイ

ロットスキームを立ち上げることも可能である。  

 

C) 新規 AFOLU プロジェクトタイプの開発と地域間取引の開発に対する投資 

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

るのに も確実な部門である。しかしながら、現在のところ、CDM では新規植林と再植林の

みが適格として認められている。したがって、東アフリカ出身のプロジェクト開発者が京都議定

書から便益を得る機会を増やすには、新規の農業、林業及びその他の土地利用システム 
(AFOLU)プロジェクトタイプを開発し、更には、2012 年以降のポスト京都の合意にそれらのプ

ロジェクトタイプを盛り込むよう働きかけなければならない。アグロフォレストリーや持続可能な

土地管理の実践（例えば、マルチング、間作物、果樹、無耕農業）は、二酸化炭素を吸収する

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

る。つまり、持続可能な土地管理は、 も効果のある気候変動適応策の一つである。  

日本の機関は、AFOLU プロジェクトから発生する排出削減量を取り扱う地域気候取引所の

開発を支援することができる。シカゴ気候取引所（CCX）はすでに、そういった AFOLU プロジ

ェクトの取り扱いを検討し始めている。    

 

5.2 キャパシティ・ビルディング支援の必要性 

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

フリカの気候変動緩和に関するキャパシティ・ビルディングへの投資が限られていることは、こ

れまで十分に触れられてこなかった。プロジェクト開発者（主に NGO 及び民間部門）、サービ

ス提供者、及び指定国家機関や投資機関といった政府機関は、炭素ファイナンスプロジェクト

を支援するための異なるスキルを習得する必要がある。 

AR CDM プロジェクトの開発は、現在もそして今後も、高い技術性を要するタスクであり続ける

ことが予想されるし、情報の有効期間は極めて短い。したがって、過去に一つか二つ、ワーク

ショップに参加したことのある大人数を集めるよりも、関連のある様々な組織に働く数人の熱心

なスタッフを、排出削減量を生み出すための主要なポジションに位置付けた方が良い。AR 
CDM プロジェクトを日常的に取り扱っていないスタッフが認証された排出削減量を生み出す



チャンスは低い。気候変動の適応に関しては、人々の意識を幅広く向上させるという点で、異

なった取り組みが必要となる。  

AR CDM 排出削減量取引をもたらすために必要なキャパシティ・ビルディングの種類を下表

に示す。  

 

表 特定のグループを対象としたキャパシティ・ビルディングのための活動の提案 

対象とする

グループ 
活動 影響指標 

プロジェクト

開発者 
 炭素ファイナンスの機会とプロジェクト開

発サイクルを紹介するための国家、地

域ワークショップ 

 一般からの提案に基づいたプロジェクト

提案書の作成の指導と事後支援  

 見込みのあるプロジェクト開発者が炭素

ファイナンスにアクセスし炭素ファイナン

スプロジェクトを開発、実施するための

支援 

 炭素ファイナンスプロジェクトを開発す

るためのキャパシティのあるプロジェク

ト開発者を示したワークショップ参加

者リスト 

 高品質のプロジェクト提案書のポート

フォリオと個々のプロジェクト開発者に

よる熟考されたレポート 

 署名された排出削減量購入協定と実

施された炭素ファイナンスプロジェクト

の数 

サービス提供

者 
 炭素ファイナンスの機会とプロジェクト開

発サイクルを紹介するための国家、地

域ワークショップ 

 炭素ファイナンスプロジェクトの設計、開

発、実施を支援するための実地訓練の

モジュール   

 炭素ファイナンスプロジェクトに関する

専門性を提供するための実績を伴っ

たサービス提供者を示すワークショッ

プ参加者リスト 

 研修費用を負担しようとする意志  

 習得スキルの実演 

政府機関  炭素ファイナンスの機会とプロジェクト開

発サイクルを紹介するための国家、地

域ワークショップ 

 指定国家機関（DNA）が炭素ファイナン

スプロジェクトに伴う持続可能な発展に

関する便益を評価し、また、京都議定書

の開発に関する情報を広めるためのキ

ャパシティの開発支援 

 投資機関が、炭素ファイナンス関連情

報を提供し、プロジェクト開発者と炭素

基金間の取り合わせ（マッチメイキング）

を進めるよう支援する 

 政府機関が炭素ファイナンスプロジェク

トの要求事項を理解するよう支援する

（例：安定した土地保有、排出削減量に

対する法的接近、初期支援制度）  

 炭素ファイナンスプロジェクトの承認、

支援に携わった政府機関を示すワー

クショップ参加者リスト 

 出版され、インターネット上で入手可

能な炭素ファイナンスプロジェクトのた

めの規制上の要求事項 

 プロジェクト開発者及び炭素ファイナ

ンス投資者のためのワンストップショッ

プ、記録された質問及び監視された

結果の数（炭素ファイナンスプロジェ

クトの数等） 

 排出削減取引量の数と規模 
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付録 I: 東アフリカの AR CDM に関するコンタクト 
国 エチオピア ケニア ウガンダ 
指定国家機関 
(DNA) 

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

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

国家気候変動運営委員会

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

林業機関 農業及び農村開発の

ONRDEPA 事務局

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

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

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

AR CDM の経

験を有するプ

ロジェクト開発

者 

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

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

製材生産グラントスキーム

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

 

http://www.epa.gov.et/contactEPA.htm
http://www.epa.gov.et/contactEPA.htm
http://www.epa.gov.et/contactEPA.htm
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