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認証システム制度構築に関する調査報告書

平成 22 年 3 月

日

本

製

紙

連

合

会

委託先 社団法人海外産業植林センター

目次
1 章.

業務背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1

1.1

業務の目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1

1.2

業務内容．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1

1.3

業務の進め方．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1

委員会の構成と開催．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2

2.1

委員会の名称．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2

2.2

委員会の構成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2

2.3

委員会の開催．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2

スタンダード．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

4

3.1

主な論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

4

3.2

その他の論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

7

3.3

スタンダード（あり方について）バージョン 1（案）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

10

算定ガイドライン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

23

4.1

主な論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

23

4.2

その他の論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

24

4.3

算定及び報告ガイドライン（案）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

25

検証ガイドライン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

43

5.1

主な論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

43

5.2

その他の論点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

44

5.3

検証ガイドライン（案）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

45

結章．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

56

6.1

スタンダード（あり方について）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

56

6.2

算定ガイドライン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

57

6.3

検証ガイドライン．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

57

6.4

次年度事業に向けて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

57

2章

3章

4章

5 章.

6 章.

付属資料

1 章. 業務背景
1.1 業務の目的
日本の製紙業界を始めとする多くの企業が、海外で展開する産業植林は、2008年末現在、10ヶ国36
プロジェクトで69万4千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、ＣＯ２の吸収源など様々な面においても大きな役割を果たしている。
日本製紙連合会は、環境に関する自主行動計画において 2012 年度までに国内外の植林面積を 70
万 ha にすべく取り組んでいるが、民間企業の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 があるが、その承認プロセスは複雑かつ厳格でコストがかかり承認されるまでに
時間がかかる。また、ボランタリーに認証する仕組みとしては、地方自治体の独自の制度や環境省の
J-VER などが創設しているが、それらは国内の森林を対象としたものである。
この様な状況において、植林活動を普及させるために、より効率的でコストが低廉な制度を構築する
ことがひとつの方法として考えられ、ＣＯ２吸収・蓄積量を検証し、認定する制度を検討することとした。
そこで、本業務では、企業の海外植林の促進や海外植林地の吸収源クレジットを CSR 活動やボラン
タリーなカーボンマーケットにおいて活用するために、民間事業者等が海外で造成している植林地のＣ
Ｏ２吸収・蓄積量を検証・認定する仕組みを構築する。
巻末資料 A に、日本製紙連合会による事業概要を収める。
なお、本調査事業にあたって、株式会社あらたサステナビリティとアドバイザリー・サービス契約を結び、
全面的な支援を頂いた。

1.2 業務内容
本業務での実施内容は下記の通りである。
① ＣＯ２吸収・蓄積量検証・認定システム構築検討委員会の開催（委員会開催3回、メールによる確認1
回）
② ①の委員会開催資料の準備
③ ＣＯ２吸収・蓄積量検証認定制度スタンダード（あり方について）（案）の作成
④ 算定・報告ガイドライン（案）と、検証ガイドライン（案）の作成

1.3 業務の進め方
学識経験者・実務者等で構成する検討委員会を設置し、本制度の構築の検討の進め方、本制度のあ
り方、算定及び報告方法の検討、検証方法などについて検討し、これらの検討結果を基にスタンダード
（案）と、それに基づいてより具体的な内容を示す各種ガイドライン（案）を作成した。

-1-

2 章. 委員会の構成と開催
本制度の検討に当たり、下記委員会を組織し、本制度の構築の検討の進め方、本制度のあり方、算
定・報告方法及び検証などについて検討し、これらの検討結果を基にスタンダード（あり方について）
（案）と各種ガイドライン（案）を作成した。

2.1 委員会の名称
「ＣＯ２吸収・蓄積量 検証・認定システム構築検討委員会」

2.2 委員会の構成
本制度に関連する分野の専門家により委員会を構成した。

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

森林総合研究所温暖化対応推進室長

邊見 達志

三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング

西村 博之

王子製紙資源戦略本部植林部長

松本 哲生

日本製紙森林資源部長代理

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

野村 恭子

あらたサステナビリティ上席研究員

事務局

2.3 委員会の開催
本業務において、下記の委員会を開催した。

① 第 1 回委員会
日時： 2009 年 7 月 1 日 15 時～17 時
内容： 制度構築の検討の進め方と、本制度構築に向けてのあり方と論点の検討及び討議

② 第 2 回委員会
日時： 2009 年 10 月 23 日 13 時 30 分～16 時
内容：海外で植林事業を行っている企業からのヒアリング報告と、本制度の草案（骨子）の検討及び
討議
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③ 第 3 回委員会
日時： 2010 年 2 月 3 日 15 時～17 時
内容： 本制度に関するアンケート実施結果報告と、本制度の素案の検討及び討議
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3 章. スタンダード
3.1 主な論点
本検証・認定制度の構築にあたり、本検証・認定制度の目的、対象、インセンティブ付与、普及及び受
容性を主な論点として委員会にて検討・討議し、スタンダード（あり方について）（案）を作成した。以降に、
各論点における検討結果をまとめる。

図 3.1 本検証・認定制度の構築における論点ポイント
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①本検証・認定制度の目的
本検証・認定制度では、適切かつ持続的に炭素管理が成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とした。
そのため、スタンダードでは、広義にプロジェクトを捉えるために、京都議定書の 3 条 3 項及び 3 条 4
項の国・地域や時限に関する定義を用いないこととし、世界中の新規植林・再植林・森林管理プロジェク
トを対象とすることとした。また、国や地域、プロジェクトの開始時期を問わないこととした。
さらに、本検証・認定制度を通じて、ＣＯ２吸収量・蓄積量の信頼性を高め、インセンティブとしてのカー
ボンクレジットの付与を検討した。アンケートの実施結果より、ＣＯ２吸収量・蓄積量の認定とカーボンク
レジットの両方に対して回答者の期待が示されたが、ＣＯ２吸収量・蓄積量の認定に現実的な需要があ
ることが明らかとなった。カーボンクレジットに対しては、制度開始後に様子を見ながら検討していくとの
回答が多く、これを踏まえて本制度におけるカーボンクレジットの付与は今後の扱いとすることとした。

②本検証・認定制度の対象
本制度を普及・促進していくための戦略的なターゲットとして、対象となる森林タイプと、制度の参加主
体について検討した。
まず本制度の対象となる森林タイプであるが、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
こととした。そのため、検証プロセスではこれを確認する手続を含めることとした。
これを受け、制度の参加主体は、本制度の発案者である日本製紙連合会・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 も含めることができるとし
た。また、森林プロジェクトには様々な関与の立場があり、制度申請者が認定されたＣＯ２吸収量・蓄積
量や将来的なカーボンクレジットの利用者とは限らない。これを踏まえて、本制度ではプロジェクト申請
者の森林プロジェクトにおける立場を限定しないこととした。
検証プロセスでは、申請者の当該プロジェクトにおける関与の立場や、申請目的、ＣＯ２吸収量・蓄積
量の使用目的を確認する手続を含めることとした。

③インセンティブ付与
本制度では、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林経営に直接的に
経済性などのインセンティブを与える。本制度では、カーボンクレジットの使用方法に関する考え方を示
さず、カーボンクレジットの利用者や市場の発想に導かれることを本意とし、本制度は森林からのカーボ
ンクレジットを供給して取引の促進を図ることとする。
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④普及および受容性
本制度の普及や、参加者に受け入れられるための理解のしやすさに関して、申請者と第三者機関の
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。

• 参加障壁の解消
まず、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。しかし、アンケ
ート回答結果では、本年度事業で検討した簡易な算定においても、必要データの有無や信頼性につい
て曖昧さが残ることが確認された。
一方、検証を実施する第三者機関に対しては、求められる条件を制度や法的な資格ではなく、業務
の遂行能力を要件とすることとした。これは、本制度で実現しようとする費用の低廉化の達成に配慮し
た結果である。本制度では海外植林地を対象とする制度であるため、検証には現地往査のための渡航
が必要となる。本制度の検証費用の低廉化のためには、日本の検証機関が渡航せずに現地の往査を
手配できることが不可欠であるが、この条件を満たす検証機関の数は多くないことが予想される。そこで、
さらに検証機関に特定の資格要件を求めることは、本制度で検証業務が可能な第三者機関を限定して
しまうことに配慮し、ここでは資格を要件とせず、経験と知識による検証業務の遂行能力を要件とした。
但し、昨今の航空運賃価格では、東南アジアやオセアニア地区であれば渡航費用は必ずしも高くない
ので、日本の検証機関も第三者の検証機関として交渉する対象と考える。特に、パイロット事業におい
ては、日本の会社の方が木目の細かい打合せをすることができる。

• 本制度に対する信頼性の確保
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
及び運営への関与者の立場を明確にすることとした。
制度検討段階では、ＣＯ２吸収・蓄積量検証・認定システム構築委員会を開催し、学識経験者や民間
企業から本制度案について検討及び意見を徴収した。さらに、民間企業等にアンケートを実施し、本制
度案に対する関心や実現可能性について実態調査を行った。また、本制度案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した。
本制度運営時には、「評価認証・管理機関」、「審査運営委員会」、「検証機関」が重要な関係者となる
が、各々の利益相反関係を明確にする観点からスタンダードにその体制と役割を、さらに検証業務の独
立性確保の観点から検証を実施する第三者機関に求められる条件を記載し、本制度運営時における
本制度全体への信頼性の担保を図ることとした。

• 明確な制度説明
本制度の参加者や社会が、本制度を理解しやすくするために、下記の点に留意したスタンダードとし
た。
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・

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、制度参加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。

・

本制度の対象や要件については、参加者や地理的対象範囲について明記し、プロジェクト実施
者が本制度への参加を検討できるようにした。

・

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
きるものとした。

• 既存スキームとのリンクの構築
本制度で将来的に検討されるカーボンクレジットが、国内のカーボンマーケットで取引されることは、
参加者への経済的なインセンティブになると同時に、本制度を社会一般に普及することで海外における
産業植林や植林による社会貢献に関する意義について社会の理解にもつながる。今後検討するカーボ
ンクレジットの認証制度については、これらの潜在的可能性を考慮したＰＲ活動なども含めて検討するこ
とが望ましい。

3.2 その他の論点
ここでは、前節までの主要な論点ポイントの他に、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
本制度の対象となる森林の最小規模要件の考え方については今後の課題とするが、引き続き検討

する必要がある。

ＣＯ２吸収量と蓄積量の開示

②

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

カーボンクレジット化に関する事項

• カーボンオフセットの促進
政府が 2020 年までにＣＯ２排出を 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（いわゆる「真水」）で達成することは難しい現状である。そのため、2020 年の経団連自主行動計
画内で、オフセット利用の推進を掲げ、海外植林の利用を推薦することも可能である。日本の民間事業
者等が造成する植林地であるため、海外企業が実施した CDM プロジェクトのように完全な外部削減で
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はないことも推薦理由の 1 つとして考えられる。

• 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。

ポートフォリオ方式

当該プロジェクトが消失した場合には、ポートフォリオに組み込んだ別の
プロジェクトからクレジットを補填する。

保険方式

将来の森林消失に対して、保険会社の保険にかける。

バッファー方式

予め発行されるクレジットの一部をバッファー分として確保し、森林が消失
した場合には、ここから補填する。

• 認証書の記載事項
認証書には、プロジェクトから発行されるクレジット数以外にも記載するものがあるか否かについて検
討が必要である。

④

本制度の体制と役割について

• 本制度の体制
本制度に最も適した制度運営体制について、以下の 3 案を示してそれぞれのメリット・デメリットについ
て議論した。
①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
②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
③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
運営コストや審査運営委員会の責任の重さなどが検討されたが、それ以上に本制度の信頼性の確保、
他の制度との整合性の確保、将来的な他の制度との互換性を重視すべきとの意見により、結果として
③を目指すこととなった。但し、評価・認証管理機関の性格や組織のあり方の詳細については、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とする。その結論がまとまるまでの
間は、JOPP がその機能を行うこととする。
• それぞれの役割
③の体制を採用するに当たり、それぞれの組織の役割については次のこととなった。
評価・認証管理機関
・
・
・
・

本制度の運用を主体的に行う。
検証機関の検証が完了したＣＯ２吸収量・蓄積量の認証書の発行を承認する。
認証されたＣＯ２吸収量・蓄積量を管理簿に記録し管理する。
検証機関を継続的に管理し、必要に応じ審査する。
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審査運営委員会（評価・認証管理機関内に設置）
・ 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
認定等を決定する。
・ 検証機関がプロジェクト申請者から独立した第三者機関であるということを確認する。
・ 検証機関の検証結果の妥当性を判定し、認定する。
・ 独立した第三者機関として本制度に参加し検証を実施する検証機関を認定する。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三者で構成する。構成メ
ンバー企業の利害に関する決議では、独立性の担保に十分留意する。
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、プロジェクト申請者に提出する。検証報告書は、本
制度の検証ガイドラインに準拠して作成され、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。

• 検証にあたっての規準
「The Voluntary Carbon Standard Verification Protocol And Criteria」の 2 VCU Verification
Protocol 2.5Audit Practices において ISAE3000 と（あるいは）ISO14064-3 に従うことや、
ISO14064-3 では ISAE3000 を基礎とした考え方を採用している点が多くあること、さらに、J-VER
においても ISO14063-3 に準拠することから、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」
なお、巻末資料 H に ISAE3000 に関する資料を収めた。
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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
証と合理的保証の 2 種類を設定した。

3.3 スタンダード（あり方について）バージョン 1（案）
以下に、スタンダード（あり方について）バージョン（案）を示す。
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海外植林地 CO2 吸収・蓄積量 評価・認証システム制度
スタンダード
（あり方について）
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１． 冒頭
本制度は、日本の企業が海外で造成している植林地のＣＯ２吸収量・蓄積量を客観的に算定・評
価するシステムであり、本スタンダードはプロジェクト申請者、検証機関、審査運営委員会の理
念・あり方、及び仕組みについて順守すべきものを定める。
２． 理念・あり方
2.1 理念
本制度の理念は次の通りとする。
・ 適切かつ持続的に炭素の固定・吸収活動を管理し、促進する森林経営を拡大、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・蓄積量の評価制度を整備する。さらに、
インセンティブとしてのカーボンクレジットの付与も将来的に目指すこととする。
2.2 本制度のあり方
2.2.1

本制度の実施内容

本制度では次を実施する。
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の第三者による検証を実施し、信頼性を高める。
・ 将来はカーボンクレジットを発行し、経済性等のインセンティブを付与する。
但し、第 2 番目のカーボンクレジットの発行については、本スタンダード（あり方について）・バージ
ョン１では、考え方を説明するのみとする。
2.2.2

本制度の評価制度のあり方

本制度のあり方は、次の通りとする。
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の評価の拡大
・ 本制度の認知度の向上と、制度の普及
・ 本制度の普及・促進を第一義とし、手続は簡便なものとする
・ 企業が独自に算定するＣＯ２吸収量・蓄積量に対する信頼性の付与、及び第三者機関による
検証の実施
・ 将来的には、第三者機関による検証の実施により、ＣＯ２吸収量からのカーボンクレジットに信
頼性を与え、クレジットの最終利用者に、炭素管理が成された森林から発行されたカーボンク
レジットであることを明らかにすることを目指す。
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

本制度では、カーボンクレジットの付与を将来的に目指すが、そのあり方は次の通りとす
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1

る。（＊1）
・ カーボンクレジットは、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。
・ カーボンクレジットは、独立した第三者機関に検証を受ける。
・ カーボンクレジットは、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
タリィなカーボンオフセット活動での使用を想定している。
・ カーボンクレジットは登録簿の中で管理される。
◎なお、気候変動枠組条約における REDD（森林減少と森林劣化による温暖化効果ガス排出の削
減）や、さらに REDD＋（レッド・プラス）など新たなコンセプトの議論など、国際議論が現在も行われ
ている。そのため、本制度が将来的に目指すカーボンクレジットの付与においても、これらの進捗
との整合を図ることが望まれる。

参考：カーボンオフセット
第三者機関の検証がされたＣＯ２吸収量であれば、カーボンオフセットの表明への使用が可能である。

2.3 本制度の段階的な制度の整備・運用
本制度は段階的に制度を整備・運用することとし、本スタンダード（あり方について）・バージョン 1
の範囲・対象（＊1）は次の通りとする。
・ 本制度の対象となる森林タイプは、民間事業者等が海外で造成している植林地（環境・社会
貢献目的の植林地を含む）とする。
・ 本制度の対象となるプロジェクト参加者は、産業植林などの森林タイプを管理する、主に民間
事業者等とする。
・ 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。
・ 本プロジェクトの対象は、世界中の新規植林・再植林・森林管理プロジェクトを対象とする。
・ 制度の検討は日本語で実施するが、参加者やその共同事業体として、当該現地会社も想定され
るため、制度の理解を得るためには、公開する認定証は翻訳版の作成の検討が望まれる。

・ インセンティブとしてのカーボンクレジットを付与する制度も将来的に整備することを目指す。

参考：段階的な整備と運用
海外植林地の国際的な議論においては、ＲＥＤＤ等の制度の検討及び京都議定書第二約束期間以降
のＣＤＭの継続のあり方が現在議論中である。他方、国内の制度では、国内森林を対象としたＪ-VER
が開始されカーボンオフセットに利用が可能であるが、海外植林地を対象とした制度にはなっていな
い。従って、本制度のカーボンクレジットの定義やその扱いについての検討及び整備は段階的に進め
ることとした。
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2.4 本制度と既存制度の関係
本制度で算定・検証されるＣＯ２吸収量・蓄積量は、他の温室効果ガス公表制度にも使用が可能
である。

参考：公表制度
企業の温室効果ガスの排出に関する情報公開取組みとして、CDP（カーボン・ディスクロージャー・プロ
ジェクト）や経団連の環境自主行動計画などがある。

３．仕組みの建てつけ
3.1 基本手続
本制度の基本手続は、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定手続と検証手続から構成される。同様に、クレ
ジットの付与においても、第三者機関が検証する手続が必要となるため、今後の検討が必要であ
る。

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

CO２吸収量・
蓄積量（物量）
数値の信頼性
公表・PR

ガバナンス
ガイドライン

検証
OK、CO２吸収量・蓄積量の評価

審査
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3.1.1

ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定・申請・検証・審査に関する手続

ＣＯ２吸収量・蓄積量の一連の手続は次の通りである。
・ プロジェクト申請者は、算定及び報告ガイドラインに基づいてＣＯ２吸収量・蓄積量評価の申請
書類を作成し、本制度の評価・認証管理機関に提出する。
・ プロジェクト申請者は、算定及び報告ガイドラインに基づいて、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定報
告書を作成し、検証機関に提出する。
・ 検証機関は、ＣＯ２吸収量・蓄積量が適切に算定されていることを明らかにし、ＣＯ２吸収量・蓄
積量の検証報告書を作成する。検証報告書には、本制度の検証ガイドラインが要求する事項
を満たすこと、及びプロジェクト活動が本制度の検証基準に準拠していることを検証するため
に必要な全ての情報を含めなければならない。
・ 評価・認証管理機関は、ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証報告書に付随してＣＯ２吸収量・蓄積量を
審査し、評価証書を作成後、JOPP が交付する。
3.2 本制度の対象・要件
3.2.1

参加者

本制度の参加者は、植林地（環境・社会貢献目的の植林地を含む）を実施する、主に民間事業者
等とする。

参考：本制度の参加者
アンケート* 結果より、多くの民間企業が本制度へ参加する可能性が示された。
*制度設計にあたり、ＪＯＰＰ会員企業にアンケートを実施した。

3.2.2

森林の定義

参加者が管理する森林の内、本制度の対象とする森林の定義は、次の通りとする。
・ 各国の法令で定める森林の定義に合致すること。
・ 京都議定書 3 条 3 項及び 4 項の下での森林定義を満足すること。
「森林」は、その場において、成熟時に、
¾

最低 2～5ｍの樹高に達する可能性のある樹木で、

¾

樹冠被覆率が 10～30％以上の、

¾

最小面積 0.05～1.0ha の土地

2.3 に記載の通り、本プロジェクトの対象は、世界中の新規植林・再植林・森林管理プロジェクトを
対象とする。
3.2.3

（地理的）対象範囲

本制度の対象とする森林の対象範囲は次の通りである。
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・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定の範囲は、一定の管理手法におけるプロジェクト単位である。
・ 申請者が、企業単位や複数のプロジェクト単位での合計のＣＯ２吸収量・蓄積量を開示する場
合は、最小単位のＣＯ２吸収量・蓄積量の積み上げ計算とする。
・ 簡易バンドリング方式（仮称）での算定も可能とする。
・ 簡易バンドリング方式（仮称）とは、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定の範囲において、一定の管理
方式（新規植林・再植林・森林管理のオペレーション）で、同一国内において民間事業者等が
自主的に実施する複数の事業を一つのプロジェクト単位とする方式。

参考：対象範囲はプロジェクト単位
企業単位や複数のプロジェクト単位でのＣＯ２吸収量・蓄積量での対象を認めた場合、申請者の検証
費用の負担は軽減される。しかし、企業単位や複数のプロジェクト単位から検証対象として抽出された
サンプルによるバラつきにより、制度全体で一定の品質を確保することが難しくなることを考慮した。
参考：プログラム方式
企業又は公的主体が自主的かつ調整して実施する、政策・措置又は目標設定（例えばインセンティブ
付与や自主的プログラム）による活動のことを言う。これらの活動は、追加的な温室効果ガスの排出削
減又は吸収源による吸収増大をもたらすことが必要で、プログラム活動の中で実施されるCDMプログ
ラム活動（CDM program activities：CPAs）の数には制限がない。[図解京都メカニズム第11版 pp.59]
参考：プロジェクトの関与者
アンケート結果より、プロジェクトの関与の立場としては、森林保有者、共同事業実施者、植林事業運
営委託先などがあり、一般的には本社、海外子会社、合弁企業、専門業者などが、プロジェクト申請の
関与者となることが示された。

3.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量
3.3.1

報告対象

本制度における報告対象は、ＣＯ２吸収量と蓄積量の 2 つとする。
参考：報告対象は、ＣＯ２吸収量と蓄積量の 2 つ
植林地の伐採－再生活動では、森林の成長に伴う 1 年間のＣＯ２吸収量が、伐採に伴うＣＯ２排出量よ
りも小さい場合もあり、必ずしもＣＯ２吸収量を毎年生み出すわけではない。しかし、定期的なサイクル
で伐採－再生の管理をしている森林は、適切かつ持続的な炭素管理の実施となり、ＣＯ２吸収量が生
じない年でも蓄積量は保持している。本制度では理念に基づいて、適切な炭素管理を行っている森林
を算定・検証の対象とするため、ＣＯ２吸収量と蓄積量の両者を算定・検証の対象として報告する。

3.3.2

ＣＯ２吸収量・蓄積量の開示

プロジェクト参加者は、本制度において認定されたＣＯ２吸収量と蓄積量を併せて開示することと
する。
3.3.3

ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定方式

本制度のＣＯ２吸収量・蓄積量は下記とする。
-17-

5

・ 本制度では、当該年のＣＯ２吸収量を、期首と期末の蓄積量の差をＣＯ２換算したものとする。
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定及び報告のルールは、本制度の算定及び報告ガイドラインに従う
こととする。

参考：CO２吸収量と蓄積量の算定の考え方

単年度のＣＯ２吸収量と蓄積量の変化に着目すると、2009 年度はＣＯ２吸収量が生じていないが、蓄積
量においては 2008 年度期首と 2009 年度期末を比較すると、2009 年度期末の蓄積量の方が 2008 年
度期首よりも増加している。3.3.1 の参考では、植林地の伐採－再生活動では、森林の成長に伴う 1 年
間のＣＯ２吸収量が、伐採に伴うＣＯ２排出量よりも小さい場合もあり、必ずしもＣＯ２吸収量が毎年増加
するわけではないことに触れたが、上記はその例である。

3.3.4
①

排出源の扱い
人為的行為による排出源

人為的行為による排出源の対象範囲は、伐採に伴う排出量を算定対象とする。
なお、排出量の算定対象範囲は、算定と検証の実行可能性を考慮し、段階的に算定の対象範囲
を拡大するとして、制度初期のスタンダード（あり方について）・バージョン１では、以下の扱いとす
る。
・ 伐採は、京都議定書第 1 約束期間のルールに準拠し排出扱いとする。
・ 施肥行為及び自然排出によるＮ２Ｏ排出は、対象外とする。
・ 森林管理・施業活動のおける化石燃料の使用に伴うＣＯ２排出量は、伐採によるＣＯ２排出量
に対して微少排出であるとして、制度初期のスタンダード（あり方について）・バージョン１では
算定対象外とする。
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②

自然現象による排出源

自然現象による排出源の対象範囲は、次の通りとする。
・ 自然現象による排出源の対象範囲は、プロジェクト範囲内での火災、病害虫被害による排出
量を算定対象とする。
・ 前出の自然排出によるＮ２Ｏ排出は算定対象外とする。
参考：各制度の人為的排出源の扱い
【J-VER】施業（間伐や主伐等）の際に、チェンソーや集材機の使用により消費する化石燃料由来のＣ
Ｏ２排出量について、プロジェクト排出量として算定しないこととする。[オフセット・クレジット(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.1.0)2009.3.10, pp.I-10]
【VCS】プロジェクトは、プロジェクト提案者によって支配される、またはプロジェクトに関係したり影響を
受けたりする温室効果ガス排出源、吸収源、リザーバー（炭素貯蔵庫）の抽出と評価を行わなければ
ならない。[VCS Standard, pp.19]

3.4 本制度の体制と役割
3.4.1

本制度の体制

本制度の体制のあり方は次の通りとする。
・ 本制度のスタンダード及び各種ガイドラインの設計段階で、学識経験者、林業や CDM 植林の
専門家等第三者で構成される審査運営委員会にて意見を聴取し、事務局にて作成する。
・ 審査運営委員会は人員構成及び運営においては独立性を重視する。
・ スタンダードの検討過程および確定版を外部へ公表する。
・ 運用段階では、本制度の事務局は評価・認証管理機関内に設置するが、例えば事務一般を外
部の機関に委託することも可能とする（下図)。

・ 海外産業植林センター（JOPP）：「認定証」交付業務
・ 評価・認証管理機関：「認定証」作成業務、その他制度運用業務 等
・ 審査運営委員会：本制度の制度設計・運用に関する意見、検証機関の認定、検証機関の審査、検証
意見の判定 等
・ 検証機関（第三者機関）：ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証、検証報告書の発行 等
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3.4.2

役割

本制度における評価・認証管理機関、審査運営委員会、検証機関の役割は下表の通りとする。

組織

役割

評価・認証管理

・ 本制度の運用を主体的に行う。
・ 検証機関の検証が完了したＣＯ２吸収量・蓄積量の認定証の作成依頼を
行う。
・ 認証されたＣＯ２吸収量・蓄積量を管理簿に記録し管理する。
・ 検証機関を継続的に管理し、必要に応じ審査する。

機関

【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（*1）する。
・ 検証機関がプロジェクト申請者から独立した第三者機関であるということ
を確認する。
・ 検証機関の検証結果の妥当性を判定し、認定する。
・ 独立した第三者機関として本制度に参加し検証を実施する検証機関を認
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。
事務局

【JOPP：海外産業植林センター】
・ 「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。（*2）
検証した結果を検証報告書として作成し、プロジェクト申請者に提出する。
検証報告書は、本制度の検証ガイドラインに準拠して作成され、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。

*1 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は、審査運営委員
会が決定する。審査運営委員会はカーボンクレジットの認証に向けて、法律関連の検討・意思決定が
可能な機能または能力のある人材が求められる。

*2 申請の採択については、評価・認証管理機関が事前に確認する。
3.5 検証関連
3.5.1

検証を実施する第三者機関

本制度の検証を実施する第三者機関に求められる条件は次の通りである。
・ 独立した第三者であること。
・ プロジェクトベースのＣＯ２吸収量・蓄積量の算定方法、及び正確なモニタリングを行うための
専門的知見と経験を有すること。
-20-

8

・ スタンダード（GHG プロトコル、ISAE3000 あるいは／かつ ISO14064 及び ISO14065）を理解し、
検証機関の運用規則等に従ってそれらを運用できること。
検証を実施する第三者機関の候補例として、監査法人系の検証機関、国連に認定された指定運
営組織（DOE）、ISO 系審査機関、プロジェクト実施の周辺国も含めた現地コンサルタント（独立系・
日本法人現地支店など）が挙げられる。
ＣＯ２吸収量・蓄積量と、カーボンクレジットでは、検証を実施する第三者機関に要求される専門性
及び知見は異なると考えられる。今後検討される予定のカーボンクレジットを検証する第三者機
関には、さらに追加的な専門性が求められることが考えられる。

参考：検証を実施する第三者機関に求められる条件と各制度の第三者検証機関
本制度は海外植林地を対象とする制度であるため、検証には現地往査のための渡航が必要とな
る。本制度の検証費用の低廉化のためには、日本の検証機関が渡航せずに現地の往査を手配できる
ことが不可欠であるが、この条件を満たす検証機関の数は多くないことが予想される。そこで、さらに
検証を実施する第三者機関に特定の資格要件を求めることは、本制度で検証業務が可能な第三者機
関を限定してしまうことに配慮し、ここでは資格を要件とせず、経験と知識による検証業務の遂行能力
を要件とした。このため、ISAE3000 や ISO14064、ISO14065 を理解して運用できる能力を要件としてい
る。一方、昨今は、日本からの渡航費用も安くなっていることから、現地でのコミュニケーションの容易
さも考慮すると、日本で第三者検証機関を探すことも考慮する。
J-VER・VCS、ISO14065 又は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)[J-VER：検証機関の暫定的な要件について/VCS：VCS ウェブサイト, Verifications]

3.5.2

検証にあたっての規準

検証機関は、下記に基づいて検証業務を実施する。
・ 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」

参考：検証の規準
①VCS における規準
「The Voluntary Carbon Standard Verification Protocol And Criteria」の 2 VCU Verification Protocol
2.5Audit Practices において ISAE3000 と（あるいは）ISO14064-3 に従うことが記載されている。
②ISAE3000 と ISO14064-3 との関係
ISO14064-3 の参考文献に ISAE3000 が記載されており、ISAE3000 と同じ考え方を採用している点が多
くある。
③J-VER と ISAE3000 との関係
J-VER の信頼性を確保するために ISO14064-3 に準拠して実施することとされているが、②に記載した
ように ISO14064-3 は ISAE3000 の考え方を採用しているため、J-VER においても ISAE3000 の考え方
が採用されていると考えられる。

3.5.3

検証のレベル
-21-

9

検証のレベルは、ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証では限定的保証とする。また、将来検討されるカー
ボンクレジットの検証は合理的保証とする。
3.5.4

定期的な現場往査

検証の現場往査を定期的に実施する。
プロジェクトに条件変更などの変化がある場合には、適宜現場往査を行う。
3.6 制度全体の信頼性の確保
制度全体の信頼性を確保するために、プロジェクト開発者、プロジェクトのオペレーター、検証機
関及び評価認証管理機関が、制度の手続きや運用において、次に留意することが重要である。
・ 適合性（Relevance）
・ 完全性（Completeness）
・ 一貫性（Consistency）
・ 正確性（Accuracy）
・ 透明性（Transparency）
・ 保守性（Conservativeness）
参考：運用の原則
J-VER では制度実施規則においてプロジェクトの実施等に係る原則を規定している。
「適合性」、「完全性」、「一貫性」、「正確性」、「透明性」、「保守性」

3.7 制度運用にあたってのインフラの整備
本制度のインフラとして、規定類で定める文書や機構を次の通り整備する。
3.7.1 各種運用規程等
本制度では、次のガイドライン及び運用規定を整備する。
・ プロジェクト実施者向けの、「算定及び報告ガイドライン」
・ 検証及び検証機関（検証機関の認定審査を含む）向けの「検証ガイドライン」
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の認定手続きに関する実施ガイドライン（2010 年度作業*）
・ 上記を運営するため、制度の「運用規程」及び「実施規則」（2010 年度作業*）
*2010 年度のパイロット事業の結果を踏まえて作成する。

以 上
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4 章. 算定ガイドライン

4.1 主な論点
本制度において実現が可能な算定方法の構築にあたり、下記の 6 つの主な論点について委員会にて
検討し、算定ガイドライン（案）を作成した。

① 対象森林
本制度の対象プロジェクトには、新規植林、再植林及び森林管理を含めることとし、森林保全は含め
ないこととした。森林保全については、国際会議における議論が十分ではないこと、レッド・プラス（REDD
＋）など新たなコンセプトの議論も開始されていること、その一方で森林プロジェクトの現場では森林保
全の知見が未だ十分に蓄積されていないことを加味し、本制度においては実体のある新規植林、再植
林及び森林管理を対象プロジェクトの範囲とすることとした。

② ＣＯ２吸収量と蓄積量の算定方法
本制度の理念・あり方を実現するＣＯ２吸収・蓄積量の算定方法とするために、特に下記の 3 点につい
て検討した。

• 算定に当たって考慮すべき吸収源
スタンダード（あり方について）にも述べている通り、本制度では持続的な炭素の吸収・蓄積活動を実
効的に促進することを理念とするため、算定においても地上部と地下部の生体バイオマスを算定で考慮
すべき吸収源とすることとした。これは J-VER における炭素プールの扱いと整合している。

• ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定
本制度では算定対象年度のＣＯ２吸収量を、期首と期末の蓄積量の差をＣＯ２換算した量から伐採等
による排出量を差し引いた量とすることとした。この際、蓄積量の算定方法として、①収穫表による木材
の体積、②伐採した木材の体積、③伐採した木材の重量を用いたそれぞれの算定方法を想定し、算定
及び報告ガイドラインに記載した。これらを用いたＣＯ２蓄積量の算定の実行可能性については、2010 年
度のパイロット事業にて確認することとする。また、これ以外の方法でＣＯ２蓄積量を算定し、申請が行な
われる場合には審査運営委員会にて判断することとした。
なお、JOPP 会員企業に実施したアンケートの回答結果によると、回答者が想定する算定方法は上記
の 3 方法が拮抗する結果であった。
また、蓄積量の算定の基本的な考え方は、J-VER や IPCC グッドプラクティスガイドラインと整合した、
収穫表や伐採した木材から求められる体積と炭素含有率を用いて求める算定方式を明示した。各種算
定式の参考資料は、巻末資料 C に収める。
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• 簡便性と品質保持の対立
前述の通り、本制度では現在広く行われている森林管理の延長で可能な 3 つの算定方法を想定して
いる。JOPP が実施したアンケートの回答には、これらに必要なデータを保有していないという回答もあっ
たが、さらに簡易な算定方法を用いることは算定結果の信頼性に影響を及ぼすため、手続の簡便化と
品質保持の対立が生じる。

③ 排出の扱い
本制度においては、京都議定書第 1 約束期間のルールに準拠して、森林伐採はＣＯ２排出源として扱
うこととした。

④ 算定に考慮すべき排出源
本制度では、手続の簡便性や全体のＣＯ２排出量に対する影響の程度を考慮して、盗伐や火災・虫害
を算定すべき排出源とし、施肥行為や化石燃料の使用によるＣＯ２排出は算定に含めないこととした。特
に、化石燃料の使用に伴うＣＯ２排出の扱いは、CDM 理事会(EB46)による化石燃料燃焼による GHG 排
出を排出源から削除するとした決定も勘案したものである。なお、化石燃料の使用に伴うＣＯ２排出量及
び施肥行為による N２Ｏ排出の算定の扱いについては、今年度は対象外としたが、2010 年度のパイロッ
ト事業で本扱いについて再度検討することも可能である。
本報告書の巻末資料 D に、化石燃料の使用に伴うＣＯ２排出量及び施肥行為による N２Ｏ排出の算定
に関する資料を収める。

⑤ 簡易バンドリング方式（仮称）の導入
本制度では、プロジェクト単位での算定を基本とするが、企業が複数の類似プロジェクトを同一プロジ
ェクトとして合計値を表明することも想定される。一定の管理方式を採用し、同一国内での森林施業を行
う場合には、複数の事業をまとめて申請することも可能とし、簡易バンドリング方式（仮称）を導入するこ
ととした。

⑥ 持続可能な森林経営
本制度の参加者は、環境面・社会面にも配慮した持続可能な森林経営を実施、運営していることが望
まれる。そのため、プロジェクトの申請においては、その運営状況・実施状況を示す書類を提出すること
とした。さらに、検証機関が吸収量・蓄積量を検証するに当たって必要な当該プロジェクトに関する基礎
的総括的な情報として、申請者はこれらと併せて、当該プロジェクトにおける立場や、ＣＯ２吸収量・蓄積
量の使用目的、それまでに実施されてきた森林管理の実態に関する情報を提出することとした。

4.2 その他の論点
ここでは、前節までの主要な論点ポイントの他に、カーボンクレジット化に関して留意する必要のある
事項について検討した結果を記載する。
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• 適切な情報提供
カーボンクレジットの取得者やその量について、カーボンクレジットの利用者に適切な情報提供をする
ための検討が望まれる。例えば、JV や子会社が本制度の参加者であり、それらが取得したカーボンクレ
ジットに関する情報を JV 参加会社や親会社が外部に開示する場合には、JV や子会社と本社の両者で
カーボンクレジットが取得されたと誤解する恐れがある。そのため、契約等の定めに応じたカーボンクレ
ジット量の開示（出資比率など）や、カーボンクレジット取得者に関する補足説明が求められる。

• カーボンクレジット化について
本制度では、信頼性を失わない程度に手続を簡便なものとするため、CDM で実施される永続性や追
加性、リーケージの詳細について、ＣＯ２吸収量・蓄積量の認定の算定及び報告の範囲には含めないこ
ととした。しかし、将来的に検討されるカーボンクレジット化においては、これらについて再度検討が必要
である。

4.3 算定及び報告ガイドライン（案）
以下に、算定及び報告ガイドライン（案）を示す。
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海外植林地ＣＯ２吸収・蓄積量 評価・認証システム制度
算定及び報告ガイドライン
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１部 ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定
１． 制度の対象範囲
1.1 対象ガス
・ 本制度の対象とする温室効果ガスは、ＣＯ２を対象とする。
1.2 対象森林
・ 本制度の対象となる森林タイプは、民間事業者等が海外で造成している植林地（産業植
林にＣＳＲ（環境）植林を含む）とする。
1.3 参加者
・ 本制度の対象となるプロジェクト参加者は、1.2 の森林タイプを実施する、主に民間事
業者等とする。

参考：プロジェクト実施体制の例
・ プロジェクト実施体制としてシンプルな左図の体制の他に、右図のような関与者を含める事例も想
定される。アンケート結果より、本制度への申請主体として、本社や NGO 本部、海外子会社、合弁
会社との共同での検討例が示された。
日本企業
（本社）
日本企業
合弁会社

出資
現地造林会社

現地企業
現地
コントラクター

専門業者

専門業者

※太枠は申請の主体となる可能性有り
植林事業形態体制の例

1.4 プロジェクト種類
本プロジェクトの対象は、世界中の新規・再植林・森林管理プロジェクトを対象とする。
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２． プロジェクトの要件 （*1）
2.1 森林の定義
・ ここには、本制度の対象となる森林の定義と規模要件（申請の最小規模面先など）を記
載する。
京都議定書 3 条 3 項及び 4 項の下での森林定義は下記のとおりであるが、森林の規模要件
は今後の課題とする。
最低 2～5m の樹高に達する可能性のある樹木で、樹冠被覆率が 10～30%以上の、最小面積
0.05～1.0ha の土地
2.2 算定対象期間
・ ここには、本制度で対象とするプロジェクトの算定対象期間を記載する。
2.3 （地理的）対象範囲
・ 算定対象とする森林の範囲は下記の通りである。
①算定の範囲は、新規植林・再植林・森林管理の事業を実施するプロジェクト単位とする。
②申請者が、企業単位や複数のプロジェクトの活動での合計のＣＯ２吸収量・蓄積量を算
定・表明する場合は、プロジェクト単位の算定がなされ、かつ検証機関による検証が必要
である。
③簡易バンドリング方式（仮称）での算定も可能とする。

参考：簡易バンドリング方式（仮称）
ここでは、CDM のバンドリング方式を参考として、本制度の独自の考え方によるものとする。本制度に
おける簡易バンドリング方式（仮称）は、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定の範囲において、一定の管理方式
（新規植林・再植林・森林管理のオペレーション）で、同一国内で森林施業を行う場合には、民間事
業者等が自主的に実施する複数の事業を一つのプロジェクト単位とする方式とする。
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民間事業者Xが、所有するプロジェクト①②③を申請する場合の例

プロジェクト単位の例
民間事業者X
管理方式A

管理方式B

管理方式C

プロジェクト①

プロジェクト②

プロジェクト③

プロジェクト①・②・③の管理方式が異なる場合、
個別に申請することが出来る。仮に、３つのプロジ
ェクトのCO2吸収量・蓄積量の合計量を出す場合
には、個別プロジェクトの積み上げ計算とする。
【申請単位】
プロジェクト①、プロジェクト②、プロジェクト③

簡易バンドリング方式（仮称）の例
民間事業者X
共通の管理方式A

プロジェクト①

プロジェクト②

管理方式C

プロジェクト③

プロジェクト①と②は、共通の管理方式Aで管理さ
れているため、簡易バンドリング方式（仮称）の適
用が可能である。しかし、プロジェクト③は、管理方
式が異なるため、個別に申請が必要である。
【申請単位】
プロジェクト①と②、プロジェクト③

３． ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定
3.1 算定のフロー
・ ここでは、算定の全体フローを示し、以下にその説明を記載する。
１）プロジェクト境界の設定→２）算定で考慮すべき吸収源→３）算定で考慮すべき排出
源→４）ＣＯ２吸収量の考え方→５）蓄積量の算定方法→６）林分情報の作成
3.2 プロジェクト境界の設定
・ 算定対象とする地理的境界線を線引きした範囲を、次の情報等により明らかにする。
¾

国名や行政区名などの名称

¾

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）

¾

規模を示す情報（縮尺、面積）

¾

土地利用情報（植林開始時におけるＣＯ２の吸収量及び排出量の有無）
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3.3 蓄積変化の算定で考慮すべき炭素プール
・ ここでは、本制度における蓄積変化の算定において考慮すべき炭素プールについて定義
し、記載する。
炭素プール

本制度での含有

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

含めない

土壌有機炭素

含めない

3.4 プロジェクト排出の算定で考慮すべき温室効果ガス
・ ここでは、算定すべき排出源について定義し、記載する。
排出源
伐採、盗伐等

ガス
CO2

本制度での扱い
伐採、盗伐等に起因する CO2 の排出は、炭素プー
ルにおける炭素蓄積の減少として計上することと
し、プロジェクト排出としては計上しない。

虫害等

CO2

同上とし、プロジェクト排出としては計上しない。

火災、火入れ等による

CO2

同上とし、プロジェクト排出としては計上しない。

木質バイオマスの燃焼

CH4

CH4 の排出は無視できないものとして、プロジェクト
排出として計上する。

N2O

化石燃料を使用した施業行為について、全体の
CO2 排出量に対する当該排出量は、微少排出とし
て算定対象外とする。

化石燃料を使用した施

CO2

同上とし、算定対象外とする。

N2O

同上とし、算定対象外とする。

業行為
施肥行為

注）本制度において考慮すべき温室効果ガスの取扱いについては、基本的に CDM 植林
において考慮すべき温室効果ガスの取り扱いに準拠する。

参考：制度の炭素プールの扱い
【J-VER】算定には、地上部バイオマスと地下バイオマスを含める。
【VCS】算定には、地上部バイオマスと地下バイオマス、枯死木、落葉落枝、土壌を含める。
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3.5 本制度のＣＯ２吸収量の定義と算定の考え方
・ ここには、本制度におけるＣＯ２吸収量の算定式を記載する。
・ 当該年のＣＯ２吸収量は、当該年の期末と期首の炭素蓄積量の差（ストックチェンジ）
をＣＯ２換算したものから、プロジェクト排出量（CO2 相当量）を差し引いた量とする
（下記の算定式）。
ΔCO2 = (Ce – Cb)×44/12‐GHGE
ここで、
ΔCO2
当該年の 1 年間のＣＯ２吸収量（ton CO２/年）
Ce
Cb

44/12
GHGE

当該年の期末における炭素蓄積量（ton C）
当該年の期首における炭素蓄積量（ton C）
炭素蓄積量を CO２換算するための係数（分子量比）
当該年におけるプロジェクト実施による GHG 排出増加量（ton CO２/年）

3.6 本制度のＣＯ２蓄積量の算定方法
・ここには、本制度におけるＣＯ２蓄積量の算定式を記載する。
・ある時点 t におけるＣＯ２蓄積量は、ある時点 t における炭素蓄積量をＣＯ２換算したも
のとする（下記の算定式）。
SCO2, t = Ct ×44/12
ここで、

SCO2, t
Ct

ある時点 t におけるＣＯ２蓄積量（ton CO２）
ある時点 t における炭素蓄積量（ton C）

3.7 炭素蓄積量の算定方法
本制度における炭素蓄積量は、ある時点 t における植林木の地上部バイオマス中の炭素
蓄積量と地下部バイオマス中の炭素蓄積量の和とする（下記の計算式）。
Ct＝(Ct 地上＋Ct 地下)
ここで、
Ct
ある時点 t における炭素蓄積量（ton C）
Ct,地上 ある時点 t における植林木の地上部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C）
Ct,地下 ある時点 t における植林木の地下部バイオマス中の炭素蓄積量（ton C）

以下に、地上部と地下部の炭素蓄積量の算定式を記載する。
例えば、下記のケースが想定される。
¾

収穫表または成長量曲線を基にした算定方法
注）以下の二つの算定方法は、伐採後、炭素蓄積量を再確認するための方法として、
参考までに示す。

¾

伐採した木材の体積を基にした算定方法

¾

伐採した木材の重量を基にした算定方法
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参考：アンケート結果（データの保有状況）
・ データ保有状況に関するアンケートより、本制度への参加者は上記 3 つの算定方法を概ね均等
に使用する可能性が高いことが示された。
・ データ保有に関する質問に対して回答のあった 8 企業の内、収穫表データを保有する企業は 4
社、体積データを保有する企業は 4 社、重量データを保有する企業は 3 社であった。

3.7.1 収穫表を基にした算定方法（例）
・ここには、面積と収穫表（成長量曲線）を基にした単位面積当りの幹材積量から求めら
れる、植林木の地上部バイオマスと地下部バイオマス中の炭素蓄積量の算定式を明示する。
①地上部バイオマス中の炭素蓄積量
C 地上＝Ａ×Trunk×BEF1×WD×CF
ここで、
A
面積(ha）
Trunk
収穫予想表等に基づく、ある時点 t における単位面積当たりの幹材積量(m3 /ha)
BEF1
幹材積量に枝葉量を加算補正するための係数
WD
幹材積量をバイオマス（乾燥重量）に換算するための係数(ton d.m. /m3)
CF
樹木の乾燥重量から炭素量に換算するための炭素比率(ton C / ton d.m.)

②地下部バイオマス中の炭素蓄積量
Ct,地下＝Ct,地上×R
ここで、

R

地上部バイオマス中の炭素蓄積量を基に、地下部バイオマス中の炭素蓄積量を算出する
ための係数

3.7.2 伐採した木材の体積を基にした算定方法（層積単位）（例）
・ここには、伐採時に計測した部位の材積から求められる、植林木の地上部バイオマスと
地下部バイオマスの炭素蓄積量の算定式等を明示する。
①地上部バイオマス中の炭素蓄積量
C 地上＝Ａ×V 部位×BEF2×WD×CF
ここで、
A
V 部位
BEF2
WD
CF

面積(ha）
伐採時 t に計測した部位の材積(m3/ha)
伐採時 t に計測した部位の材積量に枝葉量を加算補正するための係数
材積量をバイオマス（乾燥重量）に換算するための係数(ton d.m. /m3)
樹木の乾燥重量から炭素量に換算するための炭素比率(ton C / ton d.m.)

②地下部バイオマス中の炭素蓄積量
Ct,地下＝Ct,地上×R
ここで、

R

地上部バイオマス中の炭素蓄積量を基に、地下部バイオマス中の炭素蓄積量を算出する
ための係数
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3.7.3 伐採した木材の重量を基にした算定方法（トラックスケール）（例）
・ここには、伐採時に計測した部位の重量から求められる、植林木の地上部バイオマスと
地下部バイオマス中の炭素蓄積量の算定式等を明示する。
①地上部バイオマス中の炭素蓄積量
C 地上＝Ａ×W 部位×BEF3×100 / (100 + 含水率) ×CF
ここで、
A
W 部位
BEF3
CF

面積(ha）
伐採時 t に計測した部位の重量(ton/ha)
伐採時 t に計測した部位の重量に枝葉等の重量を加算補正するための係数
樹木の乾燥重量から炭素量に換算するための炭素比率(ton C / ton d.m.)

②地下部バイオマス中の炭素蓄積量
C 地下＝C 地上×R
ここで、

R

地上部バイオマス中の炭素蓄積量を基に、地下部バイオマス中の炭素蓄積量を算出する
ための係数

3.8 林分情報の作成
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定単位となる、林分情報を作成する。林分情報は、林分データと
樹種データの２つから構成される。
①

林分データ：固定データと発生事象データ
1) 固定データ：その林分の植林事業に関する固定データ。これには、林分名称と各林
分の樹種、植樹年、林齢、面積が含まれる。
2) 発生事象データ：その林分に発生した事象データ。人為的発生事象と自然発生事象
がある。
¾ 人為的発生事象：間伐、伐採、補植などがある。これらの事象発生データとして、
発生時期、面積、材積などがある。
¾ 自然発生事象：虫害や火災がある。これらの事象発生データとして、発生時期、
面積、樹種、被害率などがある。

②

樹種データ：樹種別に特有な物質変化に影響するデータ。これには、バイオマス拡大
係数、炭素比、地上部・地下部比などがある。

・ プロジェクト実施期間中に、林分の面積に変更が発生した場合は林分情報に記載する。
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林分情報例
林分情報① 林分Ａ ― 樹種 a
林分情報② 林分Ｂ ― 樹種 a
林分情報③ 林分Ｃ ― 樹種 b
∑（林分情報）＝∑（林分 i）＝∑（樹種 j）・（林齢 k）

４． 基礎的資料
4.1 植林事業の実施計画の概要
・ 植林事業の開始時から当年度までの事業計画について時期、対象範囲（面積）、施業（植
林・育林・伐採・補植・再植林）等について説明する。
・ 上記の植林事業に掛かる現場の施業実施者、オペレーション管理者、財務・経理担当者、
委託者等のそれぞれの役割、責任範囲、作業内容について説明する。
・ 上記の内容を策定、規定する規定文書、実施報告書を提示する。
・ 内部監査を行っている場合、当該プロジェクト者との関係、内部監査内容、実施時期を
説明し、それらの規定文書、実施報告書を提示する。
4.2 算定･報告書の作成体制
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定に関する情報の作成、モニタリング、報告の社内・プロジェクトの
体制を説明する。
・ また、ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定・報告過程において、第三者による検証以外に、内部監査
の手続きにおいて社内の確認手続きを経ている場合、その内容・結果についても説明する。
4.3 持続可能な森林経営
・ 本制度の参加者は、「森林原則声明」ならびに「モントリオールプロセス」に示される
持続可能な森林経営を実施、運営していることが望まれる。
・ 本制度の申請プロジェクトは、環境面・社会面にも配慮した持続可能な森林経営を実施、
運営していることとする。

-37-

・ 上記を示す環境マネジメント関連文書(ISO14000s、地元自治体への報告書等)、森林認
証制度（FSC (Forest Stewadship Council),

PEFC (Programme for the Endorsement

of Forest Certification Schemes), SFI (The Sustainable Forestry Initiative)など）を
取得している場合の認証書を提出する。
4.4 森林の永続性
・ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定・認定においては、追加性やリーケージは考慮しないこととした。し
かしながら、カーボンクレジットの算定時には、追加性やリーケージのあり方について検討が望まれ
る。

２部 ＣＯ２吸収量・蓄積量の報告
１． プロジェクト方針
1.1 プロジェクト概要
・ プロジェクト活動の目的や、開始時期、実施場所など、プロジェクトの概要について記
載する。
1.2 持続可能な森林経営
・ 当該プロジェクトが、環境面・社会面にも配慮した持続可能な森林経営を実施、運営し
ていることについて関連文書を添付して記載する。
参考：関連文書
・ 民間企業においては、森林認証の取得や、現地の林業法に準拠していることなどを示す資料
・ NGO については、植林事業の実施方針や事業許可を示す資料
例）森林認証、植林事業許可証、現地当局に提出した施業計画や経営計画など

1.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量の使用
・ 本制度で認定されたＣＯ２吸収量・蓄積量の、CSR、環境会計、環境報告書、企業行動
報告書、カーボンフットプリントなど使用意図を記載する。
・ 認定されたＣＯ２吸収量・蓄積量を、外部に開示する場合は、その主体を記載する。
２． プロジェクト範囲
2.1 対象森林
・ 対象森林が、森林要件を満たすことを記載する。
・ プロジェクトの森林タイプを記載する。
・ プロジェクトの森林の概要（国、住所、面積、樹種など）を記載する。
・ 上記について関連文書を添付する。
参考：関連文書
・ プロジェクト概要を示す文書

例）事業計画書、森林施業計画書など

2.2 参加者
・ 本制度の参加者を記載する。
・ 企業名、住所、連絡先など
2.3 プロジェクト種類
・ 新規植林・再植林（京都議定書 3 条 3 項）、森林管理（京都議定書 3 条 4 項）の内、プ
ロジェクトが該当する本制度の活動対象について、関連文書を添付して記載する。
参考：関連文書
・ プロジェクトの活動内容を示す文書
例）現地行政へ提出する事業計画書、社内の植林計画書など

2.4 算定対象期間
・ プロジェクトの算定期間について、関連文書を添付して記載する。
参考：関連文書
・ 算定対象期間が、プロジェクトの実施期間に含まれたことを示す資料
例）業務記録、植林管理台帳など

2.5 （地理的）対象範囲
・ 算定対象とする森林の範囲が、簡易バンドリング方式（仮称）である場合には、関連文
書を添付して記載する。
参考：関連文書
・ 複数の事業が、一定の管理方式（新規植林・再植林・森林管理のオペレーション）で実施されてい
ることを示す資料。
例）森林管理マニュアル、管理体制図、プロジェクト体制図、プロジェクト定期報告書など

３． ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定に必要なデータ
3.1 プロジェクト境界の設定
・ プロジェクトの境界を位置図に示す。位置図には下記の情報を含める。
・ 国名や行政区名などの名称
・ 地理的確認をするための情報（基準点や緯度経度、方位）
・ 規模を示す情報（縮尺、面積）
・ 土地利用情報（植林開始時におけるＣＯ２の吸収量及び排出量の有無）
・ 上記について関連文書を添付する。
参考：関連文書
・ プロジェクト境界を示す文書
例）航空写真、現地写真、公的な地図など
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3.2 算定で考慮した温室効果ガスの吸収源と排出源
・ 算定で考慮した吸収源と排出源について関連文書を添付して記載する。
算定対象とする炭素プール

当該プロジェクトでの該当

地上部バイオマス

有/無

地下部バイオマス

有/無

参考：関連文書
・ 算定に考慮した吸収・排出活動が、プロジェクトで実際に行われたことを示す文書
例）業務記録、管理台帳、伐採前後の航空写真、伐採後の輸送記録、現地行政への伐採実施報告書
など

3.3 プロジェクト排出として算定対象とした排出源と温室効果ガス
・

プロジェクト排出として算定対象とした排出源と温室効果ガスについて記載する。
算定対象とするプロジェクト排出源

温室効果ガス

当該プロジェクトでの該当

火災、火入れ等による

CH4

有/無

木質バイオマスの燃焼
3.4 蓄積量の算定
・ 算定に用いた蓄積量の算定方法を記載する。（例：材積表を基にした算定方法、層積立
法を基にした算定方法、トラックスケールを基にした算定方法）
3.5 林分情報
3.5.1 プロジェクト概要
・ プロジェクトの実施環境を記載する。（気象、土壌、高度、傾斜などの物理的条件）
・ 林分情報を作成するための基となる森林管理体制や実施体制について関連文書を添付
して記載する。

参考：関連文書
・ 林分情報を作成するための基となる各種記録やデータの管理体制を示す文書
例）組織図、社内の管理規程（業務報告や、火災・虫害発生時の対応が規程されているもの）など
・ 森林管理の組織体制と、各部門が把握する林分情報の例
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3.5.2 林分情報
・ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定単位として作成した、林分情報を記載する。
① 林分データ：固定データと発生事象データ
1) 固定データ：林分名称と各林分の樹種、植樹年、林齢、面積（面積の算定方法
についても記載する。）
2) 発生事象データ：人為的発生事象と自然発生事象
¾

人為的発生事象：間伐・伐採実施した場合は、発生時期、面積、材積な
どを記載する。また、補植を実施した場合は、発生時期、面積を記載す
る。

¾

自然発生事象：虫害や火災が発生した場合は、発生時期、面積、樹種、
被害率などを記載する。

② 樹種データ：樹種名称、バイオマス拡大係数、炭素比、地上部・地下部比など、
各種データが測定値か既存情報からの参照値かの別を記載する。
・ プロジェクト実施期間中に、林分の面積に変更が発生した場合は、面積変更内容を林分情報
に記載する。
・ 上記について関連文書を添付する。

参考：関連文書
林分情報の基となるデータを示す文書
① 林分データ - 固定データ
例) 管理台帳、面積の測定記録、植林記録、苗木の出荷記録など
② 林分データ - 発生事象データ
1)人為的発生事象：間伐・伐採・補植の実施やその規模を示す文書
例）業務記録、管理台帳、伐採前後の航空写真、伐採後の輸送記録、輸送業者の伝票、現地行政へ
の伐採実施報告書、伐採木材の財務記録、植林記録、苗木の出荷記録など
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2) 自然発生事象：虫害や火災の発生と規模を示す文書
例）保険会社の査定、社内の報告書、管理台帳など
③ 樹種データ
例）国や地域の材積表又は収穫表、拡大係数、容積密度など

3.6 各種係数
・ 設定した各種係数を記載する。既存情報を参照している場合には、その参照先とデータ
の採用理由を記載する。
・ 各種係数の設定に必要な樹高と直径を測定した場合には、その方法について記載する
（手法、サンプル数、設定したサンプルサイト、配置など）。
・ 各企業で森林管理の目的のために実施しているサンプリング調査に基づく場合は、その
調査方法を定める社内規定を示す。
４． ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定結果
4.1 蓄積量の算定結果
・ 面積と平均蓄積量から求めた蓄積量を、林分別に記載する。
・ 各林分の合計による、プロジェクト全体の蓄積量を記載する。
4.2 吸収量の算定結果
・ プロジェクトによるＣＯ２吸収量の算定結果を記載する。

-42-

5 章. 検証ガイドライン
5.1 主な論点
本制度におけるＣＯ２吸収量・蓄積量の検証を実施するために、スタンダードの検討内容を踏ま
えて下記の主な論点について委員会にて検討し、検証ガイドライン（案）を作成した。

① ＣＯ２削減量や吸収量の検証に関する規準として、業務実施基準としての ISO14064-3 や実施
主体に関する基準としての ISO14065 が国際規格としてあり、VCS や J-VER が検証を行う際
に使用することを求めている。委員会では本制度における業務実施基準として、ISO 以外に
ISAE3000 を本制度でも採用できるかどうかについて検討した。ISAE3000 は、これまで財務
監査の実績を積み重ねてきた会計士の職業団体である国際会計士連盟が、財務監査以外の保
証業務に関する業務実施基準として策定公表しているもので、非財務情報に関する独立第三
者の保証業務に関する基準としては唯一のものである。長く貨幣数値を扱ってきた財務監査
を基礎としているためにその考え方は安定しており、ISO14063-3 においてもこれを参照して
いる。
「 The Voluntary Carbon Standard Verification Protocol And Criteria 」 の 2 VCU
Verification Protocol 2.5Audit Practices において ISAE3000 と（あるいは）ISO14064-3 に
従う旨が記載されていることと、ISO14064-3 の参考文献に ISAE3000 が記載されていて、
ISAE3000 と同じ考え方を採用している点が多くあること、さらに、J-VER においても
ISO14063-3 に準拠している。
本制度においては ISAE3000 も本制度の検証業務に使用することは問題なく、スタンダード
の内容に関する検討結果を踏まえて、実施基準は「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保
証業務（ISAE3000）」
（2003 年 12 月改訂 国際会計士連盟）あるいは「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」（ISO14064-3）に準拠して
検証業務を実施することとした。
なお、ISAE3000 のシリーズとして、
「ＣＯ２排出量の算定・報告の検証基準」ISAE3410 が
今後リリースされる予定である。

② 限定的保証か？合理的保証か？
検証機関が実施した業務の結果から付与する保証のレベルには限定的保証と合理的保証があ
る。本制度において対象となるＣＯ２吸収量・固定量はどのレベルの保証を付与することが適し
ているかを検討した。
保証レベルには合理的保証と限定的保証があり、前者の結果は後者の結果よりも、保証の対
象物が虚偽であるリスクがより低いものであることを示すことができる。
本制度におけるＣＯ２吸収量・蓄積量の目的は、ＣＳＲ目的、自主的なカーボンオフセット目
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的であり、そこにおいては経済的な損失を蒙るリスクの程度は大きくない。そのような場合に
おける保証レベルは、検証コストのことも考慮すると限定的保証で十分とされた。合理的保証
では検証業務の手続が多くなり、その結果として検証コストが高くなりがちで、経済価値を生
じるカーボンクレジットを対象とする場合は検討する必要があるが、ＣＯ２吸収量・蓄積量を検
証対象とする限りにおいては適さないものと考えた。
結論としては、本ガイドラインでの検証対象はＣＯ２吸収量・蓄積量であり、その検証レベル
は限定的保証とした。

5.2 その他の論点
ここでは、前節までの主要な論点ポイントの他に、今後、検討が予定されているカーボンクレ
ジットに関する検証に必要な留意事項について検討した結果やその他の論点をまとめる。
① カーボンクレジットに対する保証レベルについて
本ガイドラインではカーボンクレジットに関する記載はないが、本制度での検証対象となる
ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証結果をクレジット化する場合に限定的保証に耐え得るものであるか
どうかについて検討した。
本制度におけるＣＯ２吸収量・蓄積量の検証は、当面、ＣＳＲ目的、自主的なカーボンオフセ
ット目的であり、経済的な取引の対象となるカーボンクレジットとは必要な保証のレベルが異
なり、検証方法も異なるものと考える。このため、ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証結果をもってカ
ーボンクレジットの検証に代えることは制度の安定性を阻害するものとして認めるべきではな
いが、ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証結果の一部を使用して、カーボンクレジットの検証に活用す
ることは可能との結論に至った。
検証ガイドラインではカーボンクレジットは対象外となっているが、将来、カーボンクレジ
ットの検証ガイドラインを策定する際にはＣＯ２吸収量・蓄積量の検証結果の活用を考慮するこ
とも考えられる。
② カーボンクレジットの検証ガイドラインについて
本制度におけるＣＯ２吸収量・蓄積量の検証とカーボンクレジットの検証について同じガイドラ
インに示すことが適切かどうかについて検討した。
ＣＯ２吸収量・蓄積量をクレジット化することについては検討委員の中でもさまざまな考え方
や意見があり、カーボンクレジットについては、2010 年度に実施するパイロット事業の結果を
踏まえて検討することが望ましいとして先送りされた。これを受けて、検証ガイドラインでも、
対象をＣＯ２吸収量・蓄積量のみとし、カーボンクレジットに関する検証ガイドラインは別途作
成するかどうかを今後検討することとした。
③ ＣＯ２吸収量・蓄積量の算定根拠資料に関する企業間の差異について
本制度のＣＯ２吸収量・蓄積量を算定する際に必要になると想定される資料としては、例えば、
成長曲線、材積表、収穫表などがある。しかしながら、これらの資料について企業ごとに作成
方法、データの計算方法及びその精度が異なった場合には本制度における検証が統一的に実施
-44-

できない恐れがある。
この点は実務上の課題でもあるが、JOPP が実施したアンケート結果によれば、算定の根拠
資料の信頼性が「とても高い」「高い」と回答した企業と「どちらともいえない」と回答した
企業数は同程度であり、「とても高い」または「高い」と回答をした企業においてはある程度
の信頼性が確保されているものと推測される。来年度はパイロット事業が実施される予定であ
るが、このアンケート結果を確認することが目的の一つとなる。

5.3 検証ガイドライン（案）
以下に、検証ガイドライン（案）を示す。

-45-

海外植林地 CO2 吸収・蓄積量 評価・認証システム制度
検証ガイドライン

47

目

次

1. 全般的事項 ................................................................................................................................................................... 1
1.1 適用範囲................................................................................................................................................................. 1
1.2 海外植林地ＣＯ２吸収量・蓄積量 評価・認定システム制度における検証 .................................. 1
1.3 役割と責任（行動規範も含む） ....................................................................................................................... 1
2．検証の方法 ................................................................................................................................................................... 1
2.1 方針 .......................................................................................................................................................................... 1
2.2 検証体制................................................................................................................................................................. 1
2.3 検証の流れ ............................................................................................................................................................ 2
3．検証計画の作成 ......................................................................................................................................................... 2
3.1 方針 .......................................................................................................................................................................... 2
3.2 プロジェクト活動及びプロジェクト実施環境の理解................................................................................ 2
3.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量算定体制、ＣＯ２吸収量・蓄積量算定方法及びデータ処理過程の把
握 ....................................................................................................................................................................................... 2
3.4 実施する手続の決定 ......................................................................................................................................... 2
3.5 計画すべき事項 ................................................................................................................................................... 3
3.6 業務の割り当て.................................................................................................................................................... 3
3.7 記録と保存 ............................................................................................................................................................. 3
3.8 検証計画の見直し .............................................................................................................................................. 3
4. 検証手続の実施 ......................................................................................................................................................... 3
4.1 方針 .......................................................................................................................................................................... 3
4.2 マネジメントシステムへの依拠の可否の判断 ......................................................................................... 3
4.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量算定の基本的事項の検証 ..................................................................................... 3
4.4 ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証 ............................................................................................................................ 3
4.5 記録と保存 ............................................................................................................................................................. 4
5．検証結果の評価 ......................................................................................................................................................... 4
5.1 方針 .......................................................................................................................................................................... 4
5.2 十分かつ適切な証拠の入手 .......................................................................................................................... 4
5.3 検証意見の形成 .................................................................................................................................................. 4
5.4 検証業務に係る品質管理レビュー............................................................................................................... 4
5.5 記録と保存 ............................................................................................................................................................. 4
6．検証結果の報告 ......................................................................................................................................................... 4
6.1 方針 .......................................................................................................................................................................... 4

48

6.2 検証報告書の記載事項 ................................................................................................................................... 4
6.3 検証機関の責任 .................................................................................................................................................. 4
6.4 検証報告書の結論 ............................................................................................................................................. 4
6.5 検証報告書の発行 ............................................................................................................................................. 4

本ガイドラインの適用範囲
本ガイドラインは、「ＣＯ２吸収量・蓄積量の認証」を目的とした算定及び報告のガイドラインであり、「カーボ
ンクレジット」に関連する算定は適用範囲外である。

※

本制度を普及させ、さらに将来的には他の制度との整合性を図るために、これまでにさまざまな検討を経て
公表された検証の仕方であるオフセット・クレジット（J-VER）制度の考え方を一部参考にして作成した。
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1. 全般的事項
1.1 適用範囲
・ 海外植林地ＣＯ２吸収量・蓄積量評価・認証システム制度において申請者が作成した算
定報告書の検証を実施するに当たり検証機関が遵守すべき事項を定めたものであり、同
制度の下で実施される検証に適用する。
1.2 海外植林地ＣＯ２吸収量・蓄積量 検証・認定制度における検証
・ 算定報告書に記載されたＣＯ２吸収量・蓄積量の算定及び報告の基準である「算定・報
告ガイドライン」に準拠しているかどうかを確かめるために実施される限定的保証であ
る。
・ 検証は申請者から独立した第三者である機関によって実施される。
・ 検証業務の実施基準は「過去財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務（ISAE3000）」
（2003 年 12 月改訂 国際会計士連盟）あるいは「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」（ISO14064-3）に準拠して検証業
務を実施する。
参考：各制度の第三者審査機関
① 第三者審査機関に求められる条件
本制度は海外植林地を対象とする制度であり、現地審査ならびに文書審査手続きとして、①吸収源・
植林事業業界の実務への経験・知見、②吸収源の算定・報告の検証・審査手続きの経験・知見が必
要である。そこで、さらに第三者審査機関に特定の資格要件を含めることは、本制度で検証業務が可
能な第三者審査機関を限定してしまうことを考慮し、ここでは資格を要件とせず、経験と知識による検
証業務の遂行能力を要件とした。このため、ISAE3000 や ISO14064、ISO14065 を理解して運用できる
能力を要件としている。なお、ISAE3000 のシリーズとして、「ＣＯ２排出量の算定・報告の検証基準」が
2010 年にリリース予定。

1.3 役割と責任（行動規範も含む）
検証の目的は、申請者が作成した算定報告書に記載された情報に対して、検証機関が意
見を表明することにある。また、検証機関の責任は、独立した立場から意見を表明するこ
とにあり、算定報告書の作成については申請者が責任を負う。
検証機関及び検証人は公正不偏の態度を持って独立の立場から検証業務を実施し、その
業務を行う際には正当な注意を払い、常に懐疑心を保持して業務を遂行しなければならな
い。
2．検証の方法
2.1 方針
検証機関は適切な意見を表明するために、適切な力量を持った検証人を選任し検証チー
ムを編成しなければならない。又、検証人は適切な検証方法・手続に従って効果的かつ効
率的に検証業務を実施しなければならない。
2.2 検証体制
検証チームは、通常、検証業務実施の責任者であるリーダー（以下、「リーダー」と
いう。）及びその他のメンバー（以下、「チームメンバー」という。）により構成される。
リーダーは、検証リスクを評価し、これを反映した検証計画を立案し、実施しなければな
らない。また、リーダーは、検証業務実施結果を取りまとめて評価し、十分かつ適切な証
拠に基づいて結論を表明しなければならない。

1
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2.3 検証の流れ
①申請されたプロジェクトの概要把握
ＣＯ２吸収量・蓄積量検証の申請書類、算定報告書などからプロジェクトの内容、実
施状況、これまでの経緯、実施体制、報告体制、データ入手方法、データ計算・処理方
法などの情報を入手する。
②検証計画の作成
①で入手した情報により、検証対象に対するリスクを評価し、意見形成に必要な証拠
収集手続、実施時期、検証範囲を決定する。
③検証手続の実施
検証計画によって策定された手続を実施する。
④実施結果の評価
入手した証拠を評価する。
⑤意見の形成
証拠の評価結果に基づいて意見を決定する。
⑥検証報告書の作成
検証報告書を作成する。
⑦品質管理レビュー
検証機関における品質管理手続によって、検証チームの結論及び検証報告書の記載内
容に関するレビューを実施し、検証機関が発行する検証報告書を決定する。
⑧検証報告書の発行
申請者に対して検証報告書を発行する。同時に経営者による確認書を入手する。
3．検証計画の作成
3.1 方針
検証人は検証リスクを合理的に低い水準に抑え、また、検証業務を効果的・効率的に実
施できるように、重要性を勘案して検証計画を立案しなければならない。
3.2 プロジェクト活動及びプロジェクト実施環境の理解
検証人は申請者のプロジェクト活動や活動している実施環境を把握して算定報告書の
中の情報に関するリスク（誤った記載）を暫定的に評価しなければならない。
3.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量算定体制、ＣＯ２吸収量・蓄積量算定方法及びデータ処理過程の把握
検証人は申請者のＣＯ２吸収量・蓄積量の算定体制、算定方法、データ処理過程を把握
し、算定報告書の中の情報に関するリスク（誤った記載）を暫定的に検討しなければなら
ない。
3.4 実施する手続の決定
検証人は算定報告書に内在する誤った記載をするリスクについて暫定的に評価し、検証
業務で求められるリスク水準に低く抑えるために必要となる実施手続を決定しなければ
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ならない。
3.5 計画すべき事項
検証人は、実施する手続の種類、適用範囲、実施時期、実施場所、実施者などを決定し
なければならない。
3.6 業務の割り当て
検証チームのチームメンバーはメンバーの能力に応じた作業分担を決定しなければな
らない。
3.7 記録と保存
検証人は検証計画書の策定過程などを記録し、検証機関はそれらを十分な期間にわたり
保存しなければならない。
3.8 検証計画の見直し
検証人は、検証業務実施過程において検証計画を必要に応じ適時に見直さなければな
らない。検証計画策定当初に想定していなかった事象が発生した場合、状況が変化した場
合、あるいは検証の実施過程で新たな事実を発見した場合等、必要に応じてこれを修正し
なければならない。
4. 検証手続の実施
4.1 方針
検証人は検証計画に従った手続を実施しなければならない。また、検証リスクを検証業
務における低い水準に抑えられるよう、ＣＯ２吸収量・蓄積量に対して適合性、完全性、
一貫性、正確性、透明性、保守性の観点から十分かつ適切な証拠を入手しなければならな
い。
4.2 マネジメントシステムへの依拠の可否の判断
検証人は、プロジェクトを開始してからＣＯ２吸収量・蓄積量を算定するまでの管理状
況であるマネジメントシステムが有効に機能している場合で検証計画においてマネジメ
ントシステムに依拠することとしている場合にはマネジメントシステムの検証を実施す
る。
4.3 ＣＯ２吸収量・蓄積量算定の基本的事項の検証
検証人は申請者が実施したプロジェクトの概要、範囲、算定対象活動および持続可能な
森林経営について、申請内容とプロジェクトの実態が一致していることを検証しなければ
ならない。
なお、簡易バンドリング方式（仮称）の採否に留意して検証しなければならない。
4.4 ＣＯ２吸収量・蓄積量の検証
検証人はＣＯ２吸収量・蓄積量が算定及び報告ガイドラインに従って適切に算定され、
根拠となるデータに信頼性があることを検証しなければならない。
ＣＯ２吸収量・蓄積量を算定する際に使用する資料等は信頼性のあるものが入手可能であ
るか。例えば、成長曲線、材積表、収穫表などが企業によって異なった結果になる場合には、
信頼性の確保が問題になる。
アンケート結果によれば、信頼性が「とても高い」「高い」と回答した企業と「どちらと
も言えない」と回答した企業はほぼ同数であり、
「低い」
「まったくない」と回答した企業は
ゼロであった。これより回答企業を除いて、これらの資料を作成、入手している企業におい
てはある程度の信頼性が確保されるものと想定される。

3
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算定及び報告ガイドラインで想定されていない方法が生じた場合には、審査運営委員会で
検討、承認を必要とし算定及び報告ガイドラインに反映させることとした。

4.5 記録と保存
検証機関及び検証人は実施した手続により入手した証拠について記録し、十分な期間に
わたり保存しなければならない。
5．検証結果の評価
5.1 方針
検証人は検証手続の結果、得られた証拠及び情報を検討しなければならない。
5.2 十分かつ適切な証拠の入手
検証人は検証意見表明のための十分かつ適切な証拠が得られたかどうかについて検討
し、十分ではないと判断した場合には、追加手続を実施し、さらなる証拠を入手しなけれ
ばならない。
5.3 検証意見の形成
検証機関は算定報告書に対する検証意見を決定しなければならない。
5.4 検証業務に係る品質管理レビュー
検証機関は検証チームの実施した検証手続が本ガイドラインに準拠して実施され、適切
な検証意見が形成されていることを客観的に評価するために、検証チーム以外の者による
検証意見形成に係るレビュー等の品質管理のための手続を実施しなければならない。
5.5 記録と保存
検証機関と検証人は、検証結果の検討から検証意見形成までの過程を記録し、十分な期
間にわたり保存しなければならない。
6．検証結果の報告
6.1 方針
検証機関は、算定報告書が算定及び報告ガイドラインに準拠して適切に作成されている
ことの結論を検証報告書によって表明しなければならない。
6.2 検証報告書の記載事項
検証報告書には日付、宛先、検証対象・範囲、実施した検証手続、結論などを記載しな
ければならない。
6.3 検証機関の責任
検証報告書には検証機関の責任を明記しなければならない。
6.4 検証報告書の結論
検証報告書の結論は、内容がわかりやすく明確に表明されなければならない。
6.5 検証報告書の発行
検証報告書は算定報告書に添付して発行しなければならない。
以
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【Appendix】
用語・定義
①限定的保証
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ＣＯ ２
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。このため、
検証人は、誤った意見を表明してしまうリスクを合理的保証より高いが許容可能な
程度に低くするように検証業務を実施する。
②合理的保証
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。このため、検証人は、このような
意見を表明してしまうリスクを自分が納得できるまで低くするように検証業務を
実施する。
③適合性
算定及び報告ガイドラインのプロジェクトの要件に準拠しており、適切な算定
方法が選択されていること。
④完全性
算定で考慮すべきＣＯ２の吸収源と排出源が漏れなく特定され、算定対象となる
活動について、算定対象期間のＣＯ２吸収量・蓄積量が漏れなく算定されているこ
と。
⑤一貫性
同一の方法やデータ類を使用し、算定対象期間においてＣＯ２吸収量・蓄積量が
比較可能なように算定が行われていること。
⑥正確性
仮定の設定や計測、計算等に含まれる偏りと不確かさを可能な限り減らし、要
求される精度が確保されていること。
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⑦透明性
情報の利用者が合理的な自信をもって判断できるよう、十分かつ適切なＣＯ２吸
収量・蓄積量に関する情報が開示されていること。
⑧保守性
ＣＯ２吸収量・蓄積量が過大評価されないことを確実にするよう、保守的な仮定、
数値及び手順が用いられていること。

6
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6 章. 結章
本章は結章として、本年度検討したＣＯ２吸収・蓄積量の検証・認定制度のパイロット事業を
2010 年度に実施するにあたり、課題として懸念される事項や、今後の本格的な制度運用に向けて
留意すべき事項についてまとめる。

6.1 スタンダード（あり方について）
①算定に関する事項
・ 森林規模
スタンダード（あり方について）では、森林の定義の最小面積は定めているが、申請するプロ
ジェクトの森林の最小規模要件を定めていない。効率的な制度運営を行うための申請プロジェク
トの最小規模要件の必要性については、今後の検討課題である。これを踏まえて、パイロットプ
ロジェクトでは、この必要性について森林経営の実態を通じて確認することが望ましい。

②体制と役割に関する事項
・ 体制
スタンダードでは信頼性及び独立性の確保を重視した機関について示しているが、この制度を
運用するために評価・認定管理機関を早急に設立し、パイロット事業を行いつつ制度運用上の課
題等を把握する必要がある。また、制度の運用を継続していくための資金の確保も喫緊の課題で
あり、どの機関が資金を調達するかについて早期の解決が必要となる。なお、支援を受ける場合
には独立性の担保に十分留意することが求められる。
さらに、評価・認証管理機構の中に設置される審査運営委員会が今後の制度運用の主体となっ
て機能することが想定される。このためには、審査運営委員会の構成メンバーを早急に決定する
必要がある。
この制度を普及させるために、より多くの検証機関の参加が望まれるが、検証機関を募集する
ための説明会の実施や広報活動などを早急に実施する必要がある。

・ 役割
各機関等の役割はスタンダードに記載されているが、上記の体制を確立すると同時に評価・認
証管理機関とその中に設置される審査運営委員会、事務局の制度運営上必要となる役割を明確に
するために運営規程等の整備が早急に求められる。

③検証に関する事項
・ 検証機関の要件
検証機関に求められる要件はスタンダードに示しているが、検証機関に応募する組織の能力に
はさまざまなレベルが考えられる。そのために、検証機関を認定するための基準の作成が早急に
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必要になる。
・ 検証機関が実施する手続
検証機関が実施する手続について、本制度の安定的な運用を可能にするために均一化した手続
きによる検証結果の比較可能性が求められる。このためには、実施すべき最低限の手続について
明示することが求められる。

6.2 算定ガイドライン
•

算定ガイドラインの記載例以外の算定方法の可能性
算定ガイドラインには、蓄積量の算定方法として収穫表を基にした算定方法、伐採した木材の

体積または重量を基にした算定方法を明示している。JOPP の会員企業に実施したアンケートで
は、申請者は上記 3 つの算定方法を概ね均等に使用する可能性が高いことが示された。しかし、
申請者によっては、実施しているこの他に森林管理に基づいた異なる方法で申請することも考え
られる。そのため、パイロットプロジェクトではこれらの算定方法の可能性についても確認する
ことが望ましい。

•

蓄積量の算定に必要な一次データの保有とその品質
2010 年度に実施予定のパイロット事業では、算定ガイドラインに明記された 3 つの算定方法を

用いて算定する場合に必要な一次データを十分に保有しているか、また、データを保有している
場合にはそれらが算定データとして信頼のおけるものかどうかの現状を確認することが望ましい。

•

各種係数の入手
申請者が算定に必要なデータを十分に保有していない場合には、参考資料から係数などを参照

することになる。パイロット事業では、申請者がこれらの参考文献にアクセスすることができる
か、また採用すべきデータを決定することが可能かどうかの状況を確認することが望ましい。

•

プロジェクト実施体制の把握
算定ガイドラインの 1.3 節に示したとおり、森林プロジェクトの実施には複数の体制が想定さ

れる。パイロット事業では、プロジェクト実施体制のバラエティーや、申請者となりうる関与者
の立場について確認することが望ましい。

6.3 検証ガイドライン
•

検証手続の提供
現行の検証ガイドラインは基本的な事項についての説明になっているが、検証機関が実施する

際にはさらなる詳細な説明が求められる可能性がある。検証結果の信頼性、比較可能性を高める
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ためにも、審査運営委員会で承認された方法等を示すことが求められる。
•

検証ガイドラインの補足文書
検証ガイドラインは基本的な事項を網羅的に記載しているため、詳細な事項については、さら

に検討し、必要に応じて文書として作成し公表する必要が生じる。来年度に予定されているパイ
ロット事業の結果も踏まえて、検証業務において必要な文書を作成する必要がある。

•

カーボンクレジットへの対応

カーボンクレジットについては、今後の検討結果やパイロット事業の結果を踏まえて本制度への
導入の適否について検討することになる。導入する場合にはカーボンクレジットのためのガイド
ラインを別途作成することが必要になることに留意すべきである。

6.4 次年度事業に向けて
最後に、今年度行った調査・分析、検討委員会での議論を踏まえて、次年度以降の課題として
持ち越した事項また制度の本格始動するステージに向けて検討、配意すべき事項について、整理
しまとめることとする。
１．パイロット事業を通した本制度の実行可能性について

パイロット事業では実際にＣＯ２吸収・蓄積量を算定し、その算定結果を対象に検証ガイドライ
ン（案）を使用して検証することになるが、パイロット事業を通して改善すべき事項があれば各
種ガイドライン（案）を改訂する必要がある。また、パイロット事業を実施する前に、あらかじ
め決定しておかなければならない事項についても把握しておく必要があるため、以下にパイロッ
ト事業を実施する際の課題を列挙した。

① 本制度を運用するためには評価・認証管理機関、事務局、検証機関が活動することになるが、
パイロット事業を行う前に、それぞれの機関・組織の役割・責任の範囲を明確にし、その上
で規程等の文書化が必要となる。
② パイロット事業では、ＣＯ２吸収量・蓄積量を算定する際に使用が想定される成長曲線、材積
表、収穫表などの資料の信頼性が確保されない場合、代替できる他の資料や他の方法を検討
しなければならないことに留意する必要がある。
③ 検証ガイドラインでは検証機関に求められる能力として、経験と知識による業務遂行能力を
要件としているが具体的にはどのような事項が求められるのかについて検討し、決定するこ
とが必要である。
④ この検証ガイドライン（案）は概念的なことを説明しているが、検証を実施する場合には細
則のようなものを作成し、それに則ってパイロット事業を実施することが必要である。
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2．参加者、ステークホルダー（社会全般）への制度の認知度向上と普及
今年度の事業では、検討結果のプロセスを年度調査報告書として原発注者の日本製紙連合会お
よび発注者の海外産業植林センターにより一般に向けて情報開示される予定である。さらに2010
年度におけるパイロット事業および制度そのものについて、本格始動に向けて認知度の向上、普
及に向けた取組みも必要となってくると考える。国内等社会における本制度の認知度向上・普及
のためには、以下のような事項が想定される。
① 本制度に関する事項をWEBなどで公開し、広く意見を求める
② 検討委員会の公開性の拡大について検討する
③ 政府の施策や既存制度との協調性、整合性を配慮した運用について議論する
④ 他のボランタリーな類似制度との整合性の確保と他制度との関係者間で意見交換する
3．事業の持続可能な運営としての組織、費用の課題
本制度を運用していくためには、中心となる組織が必要であるが、本年度時点では、確立した
組織形態は決まっていない。また、本制度に関する現在の案では、評価・認証管理機関が中心に
なっていくことを想定しているが、どのような組織形態にするかについては詳細の検討がさらに
必要である。
同時に、これらに関連して、本制度を持続して運用していくためには、ある程度の事業資金が
必要となるが、本制度が運用され運転資金が確保されるまでは、国の施策と絡めることによって
なんらかの形で国からの支援を求めることも一案である。制度を運営するための各種費用の整理
のみならず、参加する申請費、登録費といった直接収入以外に民間（企業、NPO、各種団体）、行
政等公的機関からの助成金などを含めた事業収入など事業全体の収支を次年度以降検討していく
必要がある。
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海外植林地ＣＯ２吸収・蓄積量評価・認証システム制度の概要（案）
１．目的
民間事業者等が海外で造成している植林地のＣＯ２吸収量及び蓄積量を客観
的に評価するとともに、その吸収量がボランタリィなカーボンクレジット
（VER）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
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。（(社)海外産
業植林センター（JOPP）は、その事務局として、審査運営委員会の運営及び評
価・認証の発行・登録業務を担当する。）
４．評価・認証する内容
（１）ＣＯ２吸収量及び蓄積量の評価
海外植林地のＣＯ２吸収量及び蓄積量をＪＯＰＰが定めた方法論によりｔ－
CO2 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）カーボンクレジットの認証
（１）の方法論で算定した CO２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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第1回検討委員会

平成21年度 海外植林CO2吸収・固定量評価・認証システム構築事業

第1回
CO2吸収・固定量評価・認証システム構築
検討委員会
2009年7月1日

検討委員会事務局

第1回検討委員会

アジェンダ
１．委員の就任・趣旨説明（JPA作成資料）
１－１ 15:00-15:10
１－２ 15:10-15:20

(10)
(10)

１－３ 15:20-15:30

(10)

委員長・委員の就任
H21年度の検討委員会の進め方及びH22年度の
イメージ（JOPP・田辺事務局長より説明）
JPA・上河常務より説明

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理
15:30-15:40
15:40-16:40
16:40-16:50

(10)
(60)
(10)

あらたサステナビリティ・野村より説明
検討
草案検討時のポイントの確認

(10)

JOPP・田辺事務局長より説明、確認

３．次回の予定
16:50-17:00
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第1回検討委員会

平成21年度 第1回 評価・認証システム構築検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明
1-1 委員長・委員の就任
1-2 H21年度の検討委員会の進め方及びH22年度のイメージ
1-3 評価・認証システム構築の趣旨説明
２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理
３．次回の予定等

第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

1-1 委員長・委員の就任
平成21年度評価・認証システム構築検討委員会

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
森林総合研究所温暖化対応推進室長
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
王子製紙資源戦略本部植林部長
日本製紙森林資源部主席調査役

天野
小林
松本
邊見
西村
松本

正博
紀之
光朗
達志
博之
哲生

委員
委員
委員
委員
委員
委員

共同事務局
日本製紙連合会常務理事
海外産業植林センター専務理事
あらたサステナビリティ上席研究員
検討委員会事務局

上河 潔
田辺 芳克
野村 恭子
Slide 4
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第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

1-2 H21年度の検討委員会の進め方及びH22年度のイメージ
平成21年度評価・認証システム構築検討委員会の開催案
第1回 7月1日
・
評価・認証システム構築の趣旨説明
・
Ｈ21年度の検討委員会の進め方、H22年度のイメージ（案）
・
評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理
第2回 10月中旬
・
算定・評価方法（草案）の検討・・・骨子レベル
・
評価・認証システムの制度設計（草案）の検討・・・骨子レベル
第3回
・
・
・
・

12月下旬
会員企業・NGO・官庁ヒアリング結果報告・・・JOPP/JPAより
算定・評価方法（案）の検討（係数・引用情報含む）
評価・認証システムの制度設計（案）の検討（審査機関・認定機関含む）
H22年度のパイロット事業の進め方

第4回 メール連絡方式
・
本年度報告書（案）の確認
・
H22年度に向けた課題事項の整理
★別開催 （10月下旬～12月中旬の間で1回）
企業・NGO等のヒアリング 上記全4回の検討委員会とは別に実施。
Slide 5

検討委員会事務局

第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

作業スケジュール(2009年度分、会議3回開催・最終回覧）
2009年
5月

【1. 検討委員会の実施】

6月

7月

8月

9月

初旬
①

10月

11月

中旬
②

企業・
NGO
ﾋｱﾘﾝｸﾞ
（1回）

*事務局
【2.検討委員会資料の作成】

*事務局
【3.検討作業１-算定方法】
*事務局
【4.検討作業２-評価・認証
制度】

12

下旬
③

2010年
1月

2月
上旬
④
(回覧)

報告書

事例収集/比較
算定方法の草案検討

事例収集/比較
評価/認証制度の草案検討

3月

★提出

算定方法の素案検討/課題整理

制度の素案検討/課題整理

※10月以降については、次年度事業でのパイロット（試行事業）など予算要件を加味した作業計画とする必要があります

検討委員会事務局

Slide 6
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第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

2ヵ年事業として平成22年度のイメージ例（詳細は決定していません）
試行事業（パイロット事業）を実施




試行事業（パイロット事業）参加企業の募集、説明会
パイロット事業の実施
•
•
•

参加企業によるCO2吸収・固定量の算定
第三者機関による模擬審査
認定機関（JOPPに設置）による模擬認定 など

算定方法および認証・評価制度の精査、策定
制度実施のための事務局関連の準備

 運営体制
 登録簿
 運用/管理規定類の準備
 法務的チェック
事業運営予算の検討・準備
制度の普及・広報活動




制度および試行事業（パイロット事業）の紹介活動
Web等を通じたプラットフォームの準備（情報発信・問合せ窓口など）
Slide 7

検討委員会事務局

第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

2009年度事業全体の役割分担

事務局
事務局

「CO2吸収・固定量評価・認証システム構築」
「CO2吸収・固定量評価・認証システム構築」
に係る事務局案の作成、検討委員会の意見
に係る事務局案の作成、検討委員会の意見
の収集
の収集

日本製紙連合会
JPA
委託

海外産業植林ｾﾝﾀｰ
海外産業植林ｾﾝﾀｰ
JOPP
JOPP
再委託

あらたｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ
あらたｻｽﾃﾅﾋﾞﾘﾃｨ

設置

検討委員会
検討委員会
委員長・委員
委員長・委員
計6名
計6名
事務局
事務局
上河
上河 JPA常務
JPA常務
田辺
田辺 JOPP事務所長
JOPP事務所長
野村
野村 あらたサス
あらたサス

検討委員会
検討委員会
上記事務局案に対する検討および意見
上記事務局案に対する検討および意見

あらたサステナビリティ
あらたサステナビリティ
検討委員会資料に係る情報の提供
検討委員会資料に係る情報の提供
算定方法ガイドラインに資する情報
・・算定方法ガイドラインに資する情報
・評価・認証制度のフレーム構築に資する情報
・評価・認証制度のフレーム構築に資する情報

検討委員会事務局

Slide 8

67

第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明

別紙1参照

1-3 評価・認証システム構築の趣旨説明
海外植林地ＣＯ２吸収・固定量評価・認証システムの概要（日本製紙連合会案）
１．目的
日本の企業が海外で造成している植
林地のＣＯ２吸収・固定量を客観的に算
定・評価するとともに、その吸収・固定
量がボランタリィな吸収源クレジットとし
て認められるレベルのものであることを
第三者機関による監査を加えることに
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
システム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
日本の企業が、海外で造成している産
業植林地およびCSR（環境）植林地
３．評価・認証機関（cf.第三者審査機関）
海外産業植林センター
４．評価・認証する内容と使用目的
(1)CO2吸収・固定量
使用目的：CSR活動、環境報告書等
(2)CO2吸収源クレジット
使用目的：ボランタリーな排出権（量）取
引、カーボンオフセット等
Slide 9
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平成21年度 第1回 評価・認証システム構築検討委員会

第1回検討委員会

１．委員の就任・趣旨説明
1-1 委員長・委員の就任
1-2 H21年度の検討委員会の進め方及びH22年度のイメージ
1-3 評価・認証システム構築の趣旨説明
２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理
３．次回の予定等
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第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

『本評価・認証システムのあり方』の検討－主要な論点
• 評価・認証システムのGoal（目的・ねらい）とは

- 本制度により何を実現、推進を目指すのか？
→目的達成・普及のために・・・

• （戦略）ターゲットをどこに当てるか？
- ターゲット主体（参加者）とバリエーション範囲
- 対象の活動とバリエーション範囲
• どのようなインセンティブを付与するか？
- 本制度により何を実現、推進を目指するのか？
• 普及・受け入れられる理解しやすさとは？
- 参加者側・審査側・市場側（クレジット・マーク利用など）
→算定方法論は、「あり方の実現」「論点（課題）のクリア」のための手段
Slide 11

検討委員会事務局

第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

別紙2,3,8参照

本評価・認証システムのあり方の検討－論点マップ
企業
共同企業体（JV）
管理者・出資者・
所有者が異なる
場合？

参加主体
対象となる主体
と森林

NGO？

経済性

インセンティブ
森林

人工林？
活動タイプ？ 植林/管理/保全

人為的排出
炭素プール

評価・認証
システムの
Goal

算定方法論
伐採の考え方

算定・評価対象
吸収量？固定量？

ｸﾚｼﾞｯﾄ・
資金調達

リーケージ

表示・表明
差別化
表明
CSR活動？

メリット

参加者

テクニカルな分かりや
すさ、使い易さは？

第三者機関

制度の意図が分かり易い？

ｸﾚｼﾞｯﾄやﾏｰｸの使用者

理解しやすさ
（普及・受容性）

「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方（指針）」に示されるカーボン・オフセットの取組に対する信頼性を構築する上での課題
① オフセットの対象となる活動に伴う排出量を一定の精度で算定する必要があること
② オフセットに用いられるクレジットを生み出すプロジェクトの排出削減・吸収の確実性・永続性を確保する必要があること
③ オフセットに用いられるクレジットのもととなる排出削減・吸収量が正確に算定される必要があること
④ オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント（同一のクレジットが複数のカーボン・オフセットの取組に用いられること）を回避する
必要があること
⑤ オフセット・プロバイダーの活動の透明性を確保する必要があること
⑥ オフセットが、自ら排出削減を行わないことの正当化に利用されるべきではないとの認識が共有される必要があること
検討委員会事務局
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第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

別紙2,3参照

本評価・認証システムのあり方の検討－論点１
～対象となる主体と森林～
国内企業に限定？
（戦略）ターゲットをどこに当てるか？
評価・認証
システムの
Goal




管理者・出資者・
所有者が異なる
場合？

算定方法論

NGO？

参加主体
対象となる主体
と森林

人工林？
活動タイプ？

05年末で33プロジェクト、57万ha（JOPP調べ）
普及・認知度に限界がある→市場の「理解しや
すさ」、参加する側の「インセンティブ」
制度のGoal実現に合致した裾野の拡大→NGO、
共同企業体（JV)？海外からの参加者？
当面は、日本限定のローカル制度？

管理者・出資者・所有者が異なる場合
 参加障壁を少なくする→制度設計時の配慮事項
とは？

企業
共同企業体（JV）




森林

植林/管理/保全

インセンティブ

理解しやすさ
（普及・受容性）

企業・JV・NGOのインセンティブの所在
 CSR目的の表明が主？→制度・手続の簡素化・
低廉化は可能？
 クレジット→VCS、AU/NZ-ETSのクレジット市場
との違い
植林活動に限定するメリット・デメリット？
 VCS/CCBのように森林管理・森林保全も含め
る？→ターゲット主体・審査機関の知見・ノウハ
ウのキャパシティ？時期尚早？
 当面は、「植林」から？
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第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

別紙2,3参照

本評価・認証システムのあり方の検討－論点２
～インセンティブ～
どのようなインセンティブを付与するか？

ｸﾚｼﾞｯﾄ・
資金調達

評価・認証
システムの
Goal
表示・表明
差別化

経済性
インセンティブ

CSR活動？

ｵﾌｾｯﾄ利用
表明
（削減義務・自主的削減）
信頼性重要
算定方法論

検討委員会事務局

表明
（吸収・固定量のみ）

対象となる主体
と森林

理解しやすさ
（普及・受容性）

企業・JV・NGOのインセンティブの所在？
 差別化→普及度・認知度が重要→cf.「理解しや
すさ」
 CSR、社会貢献活動の対外的PR→信頼性の担
保の重要性、手続の複雑さ・コストとのバランス
吸収・固定量のみの表明とオフセット利用
 「オフセット」としての利用機会の選択肢は？
 第三者機関による評価・認証→環境省「カーボン
オフセット指針」に準拠し、少なくとも自主宣言型
の表明は可能
 同上 → オフセットしたい第三者への吸収・固
定量（クレジット）の譲渡（相対取引などで）
既存のクレジットとの差別化→cf.「理解しやすさ」
 国内で流通するクレジット：CER、JVER、その他
海外の認証済クレジット（VER)、国内クレジット、
自治体森林クレジット、グリーン電力証書等→欧
米でも同様傾向あり
 本制度のアドバンテージとは？
経済的インセンティブの付与
 取引可能なクレジット化→信頼性のため審査手
続のハードルup。参加者のコスト・労力が増大。
 第三者機関による評価・認証→金融機関からの
資金調達の優遇？
Slide 14
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第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

別紙2,3参照

本評価・認証システムのあり方の検討－論点３
～理解しやすさ～
普及・受け入れられる理解しやすさとは？
評価・認証
システムの
Goal
制度の意図が分かり易い？

参加者
テクニカルな分かりや
すさ、使い易さは？

第三者機関

ｸﾚｼﾞｯﾄやﾏｰｸの使用者

制度設計時に配慮すべき参加障壁とは
 知見・ノウハウの不足する手続（PDDの作成、審
査機関の審査手続）→京メカ対象外の活動、利
用可能な一次・二次データの不足
 信頼性・透明性の確保→申請者/第三者機関/認
定機関の独立性、審査基準/プロセスの透明性
 ボランタリーなクレジット市場が未熟→相対取
引・ビジネスマッチングの知見・ノウハウの不足
誰からも分りやすい制度とは


理解しやすさ
（普及・受容性）

制度の意図・ねらいが参加者・社会から指示さ
れる分りやすさ→基本方針、基準、仕組み

求める算定・評価項目の「本制度のGoal実現」に

対する重要性

対象となる主体
と森林

算定方法論

理解しやすさ
（普及・受容性）



人為的排出・リーケージを算定、評価することの
重要性？
参加者・審査機関の実施側の実行能力
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第1回検討委員会

２．評価・認証システムの構築に向けてのあり方・論点整理

別紙2,3参照

本評価・認証システムのあり方の検討－論点４
～算定方法論～
実現・論点（課題）のクリアのための方法論は？

森林管理・森林保全を「活動対象」に含む？
 京メカ対象外の活動の知見・ノウハウの不
足（PDDの作成、審査機関の審査手続）

評価・認証
システムの
Goal
対象となる主体
と森林

インセンティブ

クレジットを「インセンティブ」とする
 ベースライン＆クレジット方式は正味吸収
量が少なくなる可能性
理解しやすさ
（普及・受容性）

手続の簡素化・費用の低廉化の配慮
 評価・認証された数値、クレジットの信頼
性の担保の度合いによる
求める算定・評価項目の「本制度のGoal実

人為的排出

現」に対する重要性

算定方法論
伐採の考え方

炭素プール
算定・評価対象




リーケージ

人為的排出・リーケージを算定、評価する
ことの重要性？
参加者・審査機関の実施側の実行能力
→cf.「理解しやすさ」

吸収量？固定量？

検討委員会事務局
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項目

分類

ﾎﾞﾗﾝﾀﾘｰ･ｶｰﾎﾞﾝ・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ（VCS）

目的

参加主体
対象となる主
体・森林

ｶｰﾎﾞﾝ・ｵﾌｾｯﾄ（J-VER）制度

ニュージーランド排出量取引制度

・カーボンオフセットの自発的な取組の促進
・信頼性の高いカーボン･オフセットの取組の ・第１約束期間および第２約束期間以降の森林吸収源の適切な管理の促進
普及し、社会全体の排出削減を進展させる

・参加要件の特記なし

・市民・企業・NPO/NGO・政府（自主参加）

・土地所有者等（義務的参加企業・自主的参
・主に民間（詳細は規程されていない。自主
加企業）
参加）
・義務対象者の除外閾値は50ha

・森林の土地利用履歴による条件（1990年以
・森林法の対象森林（森林計画対象森林）－
前は義務対象、1990年以降は自主参加対
・植林
森林管理
象）
・第１約束期間の京メカ対象外の森林管理、
・森林法の対象森林（森林計画対象森林）以
･第１約束期間中の開始を考慮し、森林管
森林保全（REDD)も可能
外－植林
理・森林減少は対象外

森林

オーストラリア排出量取引制度

・CDM並みあるいはそれに準じる信頼性の
高いカーボンプロジェクトの取組の普及し、
第１約束期間および第２約束期間以降を念
頭に社会全体の排出削減を進展させる

・活動対象が再植林であること以外確定して
いない
･第１約束期間中の開始を考慮し、森林管
理・森林減少は対象外

・CDM並みあるいはそれに準じる高い審査レ ・第三者認証済みラベルが商品・サービスに
ベル・信頼性をアピールできる。→一定以上 表示できる（カーボン･オフセット制度にて規 ・ラベリング制度などはない
程）
の審査ﾚﾍﾞﾙ

差別化

CSR（数値の表明のみ）

オフセット利用
（排出量の相殺）

・自己宣言のみの第三者審査のメリットはな
・カーボン･オフセット制度→VCSや海外
い（ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ＆ｸﾚｼﾞｯﾄによる算定、ダブル審
ETS、本制度でも第三者認証済みであれば
査手続を実施するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞは低いと想定さ
可
れる）
・自主利用よりも第三者のオフセット利用目
的

・第三者のオフセット利用の手続はカーボン･
オフセット制度
・J-VERの自主的利用の手続はJVER制度

・海外政府による制度であり情報が限られるため、CSRとしての自己宣言、第三者によるオ
フセット利用のニーズは未知数

インセンティブ
ｸﾚｼﾞｯﾄの利用

・同制度の義務対象者への販売が主と予想
・同制度の義務対象者への販売が主と予想
・取引市場の規模
される
・JVERの国内でのｵﾌｾｯﾄの市場価値は未知
される
･ﾍﾞｰｽﾗｲﾝ＆ｸﾚｼﾞｯﾄ方式によるｸﾚｼﾞｯﾄ獲得
・義務対象者（1000社）は最低2万5千t数（認証・ｸﾚｼﾞｯﾄ発行：森林以外2件、合計約
・ｶｰﾎﾞﾝｵﾌｾｯﾄ目的の取引市場の流通開始
量は減るため、ｵﾌｾｯﾄや自己宣言目的の場
CO2/年が必要→2億5千万トン/年の需要が
2000ｔCO2)
（cf.三井住友銀行が排出枠調達）
合ﾒﾘｯﾄが小さい
ある。
・取引価格がNZ$20t-CO2(NZ$1=60円とする
・PDD作成・審査、登録更新の手続コストと、参加メリットとのコストバランス(試算例：PDD作 と、1200円）の場合→PDD作成・審査で３百
成・審査で３百万円、ｸﾚｼﾞｯﾄ単価2000円/ｔCO2の場合、1500ｔCO2以上が必要）
万円とすると、ｸﾚｼﾞｯﾄ単価1200円/ｔCO2の場
合、2500ｔCO2以上で元がとれる

経済性

認知・普及度

・国際水準としての信頼性の優位性

・カーボン・オフセット制度とJVER（オフセット ・基本国内(域内）制度
クレジット）制度の住み分け・仕組みが分りに ・NZ進出企業が限定されるため、日本国内
での認知度は低い
くい

・基本国内(域内）制度
・AU進出企業が多いが（製紙・商社・鉄鉱・石
油・電機電子等）、制度開始前のため日本国
内での認知度はこれから

・現業・既存知識を上回る専門的知識（数式・
専門用語等）を要すことが参加障壁。

調査中

・算定・評価のITツール（ToolBox）が公開さ
れ、利用可能。

グロス・ネット方式

クレジットの配分（無償割当）は
キャップ・アンド・トレード方式

排出

排出

理解しやすさ
・信頼性の担保への注力：申請者と審査関
参加者にとっての理解し
係者との独立性を確保するため、ダブル審
やすさ
査手続を導入。
正味の吸収量の出し方
伐採の考え方

ベースライン方式
排出
・ガスの種類（CO２、N2O、CH4）
・プロジェクト開始日

参加要件
算定
方法論

炭素プール

・
・
・
・
・
・

対象ガス（CO2）
プロジェクト開始時期
森林プロジェクト開始時期
森林認証制度の取得
最小面積/ 最小樹冠被覆率
最低樹高/ 最小森林幅

・地上部バイオマス
・地上部バイオマス
・地下バイオマス
・地下バイオマス
・枯死樹木(Dead wood)/ 腐葉土(Litter)/ 土
壌(soil carbon)

クレジットの配分（有償割当）はオークション
方式
排出

・ 新・再植林

・ 再植林

・ 地上部バイオマス
・ 地下バイオマス
・ 粗い木質残骸(Coarse woody debris)/ 細
かい腐葉土Fine litter

・地上バイオマス
・地下バイオマス
・木質残骸/ 腐植(Mulch)/ 土壌(Soil)/ 鉱物
(Mineral)

リーケージ

考慮する

考慮しない

論点外

論点外

人為的排出

調査中

考慮しない

考慮しない

考慮しない

認定機関

VCS Association

気候変動対策認証ｾﾝﾀｰ（海外環境協力セン
ター）

政府

政府

国内審査機関

現在制度検討中
第三者機関検証

審査機関
評価・ 認定

政府予想平均取引価格A$25t-CO2(2千円）
の場合→PDD作成・審査で３百万円とする
と、ｸﾚｼﾞｯﾄ単価2千円/ｔCO2の場合、1600ｔ
CO2以上の創出で元が取れる

ISO14065、又は京都メカニズムにおける指
定運営機関（DOE）又は認定独立組織(AIE)

ISO14065、かつ京都メカニズムにおける指
定運営機関（DOE）又は認定独立組織(AIE)

評価・認定の手続

2機関による認証が必要

第三者機関検証

第三者機関検証

事業費（資金調達など）

運営費用調査中

運営費用調査中

登録

VCS レジストリーアカウント

J-VER登録簿

不明
New Zealand Emission Unit Register
(NZEUR)

表明・表示（ｸﾚｼﾞｯﾄ、ﾏｰｸ
①ｸﾚｼﾞｯﾄ（VCU）
等）

運用・管理規程類

共通
スタンダー
ド・
ガイドライン

• VCS基準
• VCS基準ガイドライン

参加者

• プロジェクト設計書
• プロジェクト登録申請書
• クレジット発行申請書

雛形
審査機関

①ｸﾚｼﾞｯﾄ(NZU)

①ｸﾚｼﾞｯﾄ

• Climate Change Response Act 2008
• 我が国のカーボン・オフセットのあり方につ
• Climate Change (Forestry Sector)
いて（指針）
Regulations 2008

• VCS プロジェクト登録及びVCU発行プロセ • オフセット・クレジット(J-VER)制度実施規則 • A Guide to Forestry in The Emissions
• オフセット・クレジット(J-VER)認証運営委員 Trading Scheme
ス
• Mapping Standard
会に関する規程
• VCS表現手引き（スタイルガイド）
• J-VER制度におけるポジティブリスト
• J-VER制度における方法論
• J-VER制度モニタリング報告書の検証のた
めのガイドライン

• 農業、林業及びその他の土地利用
(AFOLU)方法論
プロジェク • AFOLUプロジェクトガイドライン
ト関連 • AFOLU非永続性リスク分析・バッファー決
定

ガイド ライン
構築

①ｸﾚｼﾞｯﾄ（J-VER）
①’ 表明

• 検証手続書
• 検証報告書

• モニタリング方法ガイドライン(森林プロジェ • LookUp Table Guide
クト向け)
• Mapping Forest Land for the Emissions
Trading Scheme

• 制度利用の誓約書
• プロジェクト申請書
• モニタリング計画書
• クレジット発行申請書

• 検証報告書

引用
（排出係数、拡大係数な 公開データや公的機関によるデータ（IPCCな ・IPCC（その他の研究論文など
ど）
・収穫表作成システム(LYCS)
ど）

不明
登録簿制度の検討中

• プロジェクト申請書
• 伐採除外申請書
• 伐採報告書
• 参加者申請書
• 排出量報告書

・Carbon Pollution Reduction Scheme Bill
2009

現在制度検討中

現在制度検討中

現在制度検討中
他
不明

現在制度検討中

政府データ

政府データ

森林のCO2吸収量と生物多様性レベルの認定（フォレストック認定）
（日本林業経営者協会）
・ CEPI（欧州製紙産業連盟）が2007年秋に算定・表示ガイドラインを公表。
・ 算定は「森づくりにおける森林吸収源・生物多様性等評価基準」に基づく
・ 紙製品では温室効果ガス排出量算定には植林・森林管理過程も含まれる。 ・ 雛形として「認定証」、「審査報告書」、「森林吸収源、生物多様性証明書」を整備。
・ 算定に用いる排出係数等は、IPCC(2006)ほか複数のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝが示される。 ・ 認定機関は日本林業経営者協会、第三者審査機関についての資格要件は明示されていない。
・ 認定制度の活用は、環境報告書などにおける数値公開、カーボン・オフセットへの利用等が挙げられる。
・ 平成21年度の認証CO2は、1,000円/トンに設定。
カーボンフットプリント （CEPI 欧州製紙産業連盟）
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別紙4～12参照

別紙３．主な国内外諸制度の比較分析
3-1 諸制度の概観
制度名
① ボランタリー・カーボ
ン・スタンダード（VCS）

特徴

参考事項

信頼性のある自主的なオフセットの認証(certification)のための基準。
ボランタリーな基準で、国際排出量取引協会(IETA),持続可能な開発のための世界経済人会

算定方法

議(WBCSD), The Climate Group(環境NGO)が創設者である。
世界中で普及している。
2007年度の取引量は7千5百万トン-CO2eに上る。
2008年11月にVCS2007.1が発行された。

評価･認
証制度

② カーボン･フットプリ
ント（CFP）

商品及びサービスの調達・生産・流通など各プロセスで排出される温室効果ガスの総量を商
品等に表示する算定・ラベリング制度。
英国は政府主導。経済産業省は指針を08年度に策定、今年度商品別算定雛形作成。
CEPI（欧州製紙産業連盟）が2007年秋に算定・表示ガイドラインを公表。
紙製では、植林・森林管理過程の温室効果ガス排出量算定が含まれる。

算定方法

③ J-VER制度

温室効果ガス排出削減・吸収に係る自主的な取組において、一定の品質が確保されたオフ
セット・クレジット（J-VER）を発行する。
参加対象は、国内の事業者・森林に限定される。
第三者の審査機関は、京都メカニズムにおける指定運営機関（DOE）又は認定独立組織
(AIE)の登録機関、及びISO14065認定機関とする。
創出されたオフセットクレジットは、企業や個人、自治体が主体的に行うカーボンオフセットの
取組への活用を主眼とする。
J-VERの吸収源の算定・検証ガイドラインが策定されている。

算定方法
評価･認
証制度

④ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ・ﾆｭｰｼﾞｰﾗ 森林が両国の排出権取引制度に含まれる（ｵｰｽﾄﾗﾘｱは自主参加型のみ、NZは自主参加型お 算定方法
よび義務型）。
ﾝﾄﾞ排出量取引制度
評価･認
2008年に開始したNZの森林からの排出枠の取引も開始された（三井住友銀行）。
（AU/NZ ETS)
証制度
両制度について、実際に制度対象となる企業からの算定方法等の情報協力が望ましい。
⑤森林のCO2吸収量と 森林認証を取得した森と森林法に基づく森林施業計画認定森林を対象に、個々の森林の
生物多様性レベルの認 「CO2吸収量と生物多様性の保全レベル」を第三者認定し、購入者に認定省を発行する制度。
2009年2月15日より開始
定（フォレストック認定） 
制度で認められた認定量（CO2吸収量）は1,000円/トンで販売される。
検討委員会事務局

算定方法
評価･認
証制度
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3-2 異なる制度の動向の確認と整合性
 カーボンフットプリント （CEPI 欧州製紙産業連盟）
• CEPI（欧州製紙産業連盟）が2007年秋に算定・表示ガイドラインを公表。
• 紙製品では、温室効果ガス排出量算定には植林・森林管理過程も含まれる。
• 算定に用いる排出係数などは、IPICC(2006)ほか複数のガイドラインが示される。
 森林のCO2吸収量と生物多様性レベルの認定（フォレストック認定）

（日本林業経営者協会）
算定は「森づくりにおける森林吸収源・生物多様性等評価基準」に基づく
雛形として「認定証」、「審査報告書」、「森林吸収源、生物多様性証明書」を整備。
認定機関は日本林業経営者協会、第三者審査機関についての資格要件は明示されていない。
認定制度の活用は、環境報告書などにおける数値公開、カーボン・オフセットへの利用等が挙げら
れる。
• 平成21年度の認証CO2は、1,000円/トンに設定。
•
•
•
•

 気候・地域社会・生物多様性基準（Climate, Community & Biodiversity Alliance, CCBA）
• スタンダードは2005年にVer1、2008年にVer2を策定。
• クレジット発行をしない。 多目的便益の着目し、炭素固定・吸収源プロジェクトを通じて森林保護・再

生、アグロフォレストリーの事業形成の推進を目的とする。
• 認定機関はCCBA、第三者審査はFSCの審査機関・CDMのDOEなどが実施。
• AR-CDM申請プロジェクトやREDD関連プロジェクトなどが参加。第1号認証は2007年11月、申請含
めて約100件の実績。
検討委員会事務局
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② カーボンフットプリント（CFP）－ 欧州製紙産業連盟（CEPI）
CEPI: Confederation of European Paper Industries

Carbon sequestration
GHG emissions from management and harvesting
<Issues/discussions>
• A Simple way to deliver the message
森林バイオマスの二酸化炭素貯蔵は理解が難しいため、持続可能
な森林管理により二酸化炭素貯蔵の確保が可能であることを示す
ことで理解が容易になる。

• Forest carbon stocks
持続可能な森林管理により、森林の炭素貯蔵は維持又は増加する。

• Economic incentives enable
木材の需要創出から生み出される経済誘引が、森林炭素貯蔵に与
える影響は大きい。

• Qualitative and quantitative
森林による炭素貯蔵を数量的に推定できる企業もあるが、そうでな
い場合においても、持続可能な森林経営の実施により炭素貯蔵が
守られることを伝える必要がある。

• Relation with carbon sequestration in

products
全体の吸収量は、森林と森林製品の二酸化炭素貯蔵量の組み合
わせで考える必要がある。

【出典】Carbon Footprints for paper & board products September 2007, CEPI, ENV-148-07
Slide 3

検討委員会事務局

第1回検討委員会

3．内外諸制度の比較検討

別紙4,5,8～14参照

3-2．①算定方法論
分類

VCS

J-VER

NZ ETS

AU ETS

ベースライン方式

グロス・ネット方式

調査中

調査中

排出

排出

排出

排出

新・再植林

再植林

項目
正味の吸収量の
出し方
伐採の考え方

・ガスの種類（CO２、
N2O、CH4）

・ 対象ガス（CO2）

・プロジェクト開始日

・ 森林プロジェクト開始時期

参加要件

・ プロジェクト開始時期
・ 森林認証制度の取得
・ 最小面積/ 最小樹冠被覆率

算定
方法論

・ 最低樹高/ 最小森林幅

炭素プール

・地上部バイオマス

・地上部バイオマス

・地上部バイオマス

・地上バイオマス

・地下バイオマス

・地下バイオマス

・地下バイオマス

・地下バイオマス

・木質残骸(Coarse
woody debris)/ 腐葉
土(Fine Litter)

・木質残骸/ 腐植
(Mulch)/ 土壌(Soil)/
鉱物(Mineral)

・枯死樹木(Dead
wood)/ 腐葉土
(Litter)/ 土壌(soil
carbon)

リーケージ

考慮する

考慮しない

論点外

論点外

人為的排出

調査中

考慮しない

考慮しない

考慮しない

【伐採の考え方】
【参加要件】

排出源とする。
プロジェクトの開始時期

【炭素プール】

地上部バイオマスと地下バイオマスを含める。

検討委員会事務局
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3-2 ②．評価・認定
分類

項目

VCS

J-VER

NZ ETS

AU ETS

VCS Association

気候変動対策認証ｾﾝﾀｰ（海外
環境協力センター）

政府

政府

ISO14065、かつ京都メカニズム
における指定運営機関（DOE）
又は認定独立組織(AIE)

国内審査機関

現在制度検討中

評価・認定の手続

ISO14065、又は京都メカ
ニズムにおける指定運営
機関（DOE）又は認定独立
組織(AIE)
2機関による認証(approve)
が必要

第三者機関の検証

第三者機関の検証

第三者機関の検証

事業費（資金調達
など）

運営費用調査中

運営費用調査中

不明

不明

VCS レジストリアカウント

J-VER登録簿

New Zealand
Emission Unit
Register (NZEUR)

登録簿制度の検討
中

①ｸﾚｼﾞｯﾄ（VCU）

①ｸﾚｼﾞｯﾄ（J-VER）
①’ 表明

①ｸﾚｼﾞｯﾄ

①ｸﾚｼﾞｯﾄ

認定機関

審査機関

評価・
認定

登録
表明・表示（ｸﾚｼﾞｯ
ﾄ、ﾏｰｸ等）

【評価・認定の手続】

審査の立て付けは、認定機関と審査機関の２つ。
認定機関が会員を審査する場合の独立性の問題。（例：フォレストストック）

【審査機関の要件】

ISO14065と京都メカニズムの京都メカニズムにおける指定運営機関（DOE）又は認定
独立組織(AIE)など。条件を満たす審査機関が限られる場合の問題。

【登録】

各制度で登録簿を設定している。J-VERにおいては、環境省自主参加型国内排出量取
引制度（J-VETS）の登録簿活用が現実的である。

【クレジット化】

①表明 ①’クレジット ②マーク付与
各制度でクレジットが発行される。CFPについては、製品へのカーボンフットプリント
マークの付与が認められる。
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3-3 ③．ガイドライン構築
分類

項目

ガイド
ライン
構築

運用・管理規程類

• VCS基準
• VCS基準ガイドライン

ｽﾀﾝﾀﾞｰ 共通
ﾄﾞ
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲ
ﾝ

プロジェク
ト関連

雛形

参加者

審査機関

引用（排出係数、
拡大係数など）

VCS

NZ ETS

AU ETS

• Climate Change Response

Carbon Pollution
Reduction Scheme
Bill 2009

について（指針）

Act 2008
• Climate Change (Forestry
Sector) Regulations 2008

• VCS プロジェクト登録及び
VCU発行プロセス
• VCS表現手引き（スタイル
ガイド）

• オフセット・クレジット(J-VER)制度実施
規則
• オフセット・クレジット(J-VER)認証運営
委員会に関する規程
• J-VER制度におけるポジティブリスト
• J-VER制度における方法論
• J-VER制度モニタリング報告書の検証
のためのガイドライン

• A Guide to Forestry in The
Emissions Trading Scheme
• Mapping Standard

現在制度検討中

• 農業、林業及びその他の
土地利用 (AFOLU)方法論
• AFOLUプロジェクトガイド
ライン
• AFOLU非永続性リスク分
析・バッファー決定
• プロジェクト設計書
• プロジェクト登録申請書
• クレジット発行申請書

• モニタリング方法ガイドライン(森林プロ
ジェクト向け)

• LookUp Table Guide
• Mapping Forest Land for

現在制度検討中

• 検証手続書
• 検証報告書

• 検証報告書

公開データや公的機関によ
るデータ（IPCCなど）

IPCC（その他の研究論文など
収穫表作成システム(LYCS)

【制度の運用規程】
【ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ・ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】
【雛形】
【引用】
検討委員会事務局

J-VER
• 我が国のカーボン・オフセットのあり方

the Emissions Trading
Scheme

•
•
•
•

制度利用の誓約書
プロジェクト申請書
モニタリング計画書
クレジット発行申請書

•
•
•
•
•

プロジェクト申請書
伐採除外申請書
伐採報告書
参加者申請書
排出量報告書

現在制度検討中

他

不明

現在制度検討中

政府データ

政府データ

制度規程及び運営委員会設置規程
方法論、モニタリングガイドライン
プロジェクト設計書（申請書）検証報告書
IPCCデータ、国や公的機関によるデータを用いる。
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ＣＯ２蓄積量の各種算定式


J-VER R003. 植林活動によるCO2吸収量の増大（ポジティブリストp.3-4）

76



IPCC Good Practice Guidance for LULUCF, Chapter 3 LUCF Sector Good Practice
Guidance（p.3.24）
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排出源に対する化石燃料取り扱いについて
下記の通り、CDM理事会で化石燃料の燃焼をＣＯ２排出源に含めないことが決定されたこ
とを勘案し、本制度においても化石燃料は算定対象外とすることとした。

CDM理事会

方法論(AR-ACM0001)

化石燃料の燃焼排出源の扱い

バージョン

ガス

扱い

02

ＣＯ２

含める

CH4

含めない

Ｎ２Ｏ

含めない

ＣＯ２

含めない

CH4

含めない

Ｎ２Ｏ

含めない

42
（2008年9月）

46

03

（2009年3月）

参照先
①

②

① CDM理事会42の決定事項
CDM – Executive Board AR-ACM0001 / Version 02
Sectoral Scope: 14
EB 42 (September, 2008)
Approved consolidated afforestation and reforestation baseline and monitoring methodology
AR-ACM0001
“Afforestation and reforestation of degraded land” (Version 02)
The emissions sources included in or excluded from the project boundary are shown in Table 2.
Any one of these sources can be neglected, i.e. accounted as zero, if the application of the most
recent version of the “Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM project
activities” leads to the conclusion that the emission source is insignificant.
Table 2: Emissions sources included in the project boundary
Sources
Gas Included/ Justification/Explanation of choice
excluded
Combustion of
CO2 Included Main gas of this source
fossil fuels
CH4 Excluded Potential emissions are negligibly small
N2O Excluded Potential emissions are negligibly small
Burning of
CO2 Excluded However, carbon stock decreases due to
biomass
burning are
accounted as a carbon stock change
CH4 Included Non-CO2 gas emitted from biomass burning
N2O Excluded Potential emissions are negligibly small
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② CDM理事会46の決定事項
CDM – Executive Board AR-ACM0001 / Version 03
Sectoral Scope: 14
EB 46 (March, 2009)
Approved consolidated afforestation and reforestation baseline and monitoring methodology
AR-ACM0001
“Afforestation and reforestation of degraded land”

(Version 03)

The emissions sources included in or excluded from the project boundary are shown in Table 2.
Any one of these sources can be neglected, i.e., accounted as zero, if the application of the most
recent version of the “Tool for testing significance of GHG emissions in A/R CDM project
activities” leads to the conclusion that the emission source is insignificant.
Table 2: Emissions sources included in the project boundary
Sources
Gas Included/ Justification/Explanation of choice
excluded
Burning of
CO2 Excluded However, carbon stock decreases due to
biomass
burning are
accounted as a carbon stock change
CH4 Included Non-CO2 gas emitted from biomass burning
N2O Excluded Potential emissions are negligibly small
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植林地における化石燃料の使用に伴うＣＯ２の排出量算定方法（案）
ステップ１ 化石燃料使用量の計算
苗の運搬、施業及び伐採等のための車輌利用等による化石燃料の使用量を計測する。

ステップ２ ＣＯ２の排出量の算定
EFuelBurn=(CSPdiesel・EFdiesel +CSPgasoline・EFgasoline)・0.001
ここで、

EFuelBurn
CSPdiesel
CSPgasolin
EFdiesel
EFgasoline
0.001

化石燃料の燃焼によるＧＨＧ排出量 (ton CO2-e yr-1)
ディーゼル消費量 (litter)
ガソリン消費量 (litter)
ディーゼルの排出係数 (kg CO２ litter-1)
ガソリンの排出係数 (kg CO２ litter-1)
キログラムからトンへの変換係数

ステップ３ 用いる係数の設定
算定に用いる係数の参照先は下表の通りとした。
係数

参照先

EFdiesel

IPCC 2006 ガイドライン

EFgasoline

IPCC 2006 ガイドライン
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植林地への施肥によるＮ２Ｏの直接排出量算定方法（案）
ステップ１ 合成及び有機肥料量の計算
NSN-Fert,t=∑Ak・NSN-Fert,k,t・0.001
NON-Fert,t=∑Ak・NON-Fert,k,t・0.001
ここで、
NSN-Fert,t
NON-Fert,t
Ak
NSN-Fert,k,t
NON-Fert,k,t
0.001

ｔ年にバウンダリー内で使用された合計合成肥料量
ｔ年にバウンダリー内で使用された合計有機肥料量
施肥対象の樹種ｋが生育する面積 (ha yr-1)
ｔ年に樹種ｋへ施された単位面積あたり合成肥料量
ｔ年に樹種ｋへ施された単位面積あたり有機肥料量
キログラムからトンへの変換係数

(ton N yr-1)
(ton N yr-1)
(kg N ha-1 yr-1)
(kg N ha-1 yr-1)

ステップ２ Ｎ２Ｏの排出量の算定
N2Odirect-Nfertilizer=[(FSN + FON)・EFN]・44 / 28・310
FSN = NSN-fert・(1- FracGASS)
FON = NON-fert・(1- FracGASO)
ここで、
N２Odirect-Nfertilizer

FSN

FON
EFN
44/28
310
NSN-fert
NON-fert
FracGASS
FracGASO

施肥による直接的な N２O 排出量 (ton CO２-e yr-1)
NH3 と NOx の揮発を考慮した 1 年あたりに施肥される合成肥料中の窒素
量 (ton Ｎ yr-1)
NH3 と NOx の揮発を考慮した 1 年あたりに施肥される有機肥料中の窒素
量 (ton Ｎ yr-1)
窒素添加による N２O 排出係数、(ton N２O-N (ton N input)-1)
N２O と窒素の分子量比
N２O の温室効果係数
1 年あたりに施肥される合成肥料中の窒素量、(ton Ｎ yr-1)
1 年あたりに施肥される有機肥料中の窒素量、(ton Ｎ yr-1)
NH3 と NOx として除かれる合成肥料中窒素の割合
NH3 と NOx として除かれる有機肥料中窒素の割合

ステップ３ 用いる係数の設定
算定に用いる係数の参照先は下表の通りとした。
係数
EFN

参照先
IPCC GPG2000（表 4.17）
(IPCC 2006 ガイドラインの表 11.1 では EFN＝1.25 から EFN =1.00 に変更されている
が、ここでは高めの排出係数により保守的な試算を行うこととした。

FracGASS

IPCC 2006 ガイドライン Vol.4AFOLU（表 11.3）

FracGASO

IPCC 2006 ガイドライン Vol.4AFOLU（表 11.3）
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2010 年 2 月 3 日
アンケート調査結果（総括）
アンケート送付先

回答

JOPP 会員企業 64 社、NGO 5 団体他計 76 社/団体

28 社/団体（NGO 2 団体）

[第一部]


海外での植林活動状況としては、商業目的の産業植林が最も多く（13 社）、次いで環境
保護（保全）の植林（5 社）
、社会貢献植林（2 社）であった。（複数回答あり）



海外での植林で配慮するのは環境影響（20 社）
、社会・経済への影響（18 社）にステ
ークホールダーとのコミュニケーション（17 社）の回答が多かった。
（複数回答あり）



海外植林は地球温暖化対策に対して、「大いに効果がある」「やや効果がある」の回答
が合計で 23 社あり、高く評価されている。



CO2 吸収量・蓄積量の数値化（定量評価）には 15 社が関心を持っているが、特に、産
業植林を行っている 13 社の全社が関心を持っているという結果となった。また、わか
らない/関心がないとの回答が 10 社あった。



JOPP が構築しようとしている「認証システム制度」に「関心が高い」のは 19 社あっ
たが、
「関心がない」のも 8 社あった。
（無回答 1 社）



カーボン・クレジットの発行についても「関心が高い」のは 18 社あった。



カーボン・クレジットの使用目的は、12 社がカーボン・オフセットを挙げ、また、ボ
ランタリーな排出権取引にも 5 社が関心を示している結果となった。

[第二部]


海外植林地での CO2 吸収量・蓄積量の算定評価にはほとんどの企業が関心を持ってい
るが、本システムで第三者による認定を使用する目的としては、「CSR レポート」12
社、
「環境報告書」9 社、
「年間活動報告書」4 社などとなった。
（複数回答あり）



海外植林の組織形態は合弁企業（25 事業）が多く、次いで子会社（11 事業）となって
いる。



業務運営形態は自組織によるもの（22 事業）、アウトソーシング（21 事業）に、業務
の一部をアウトソーシング（9 事業）となった。



本システムへ参加する場合、CO2 吸収・蓄積量を申請する主体は本社（14 事業）と合
弁企業との共同（14 事業）が多い。



CO2 蓄積量の算定方法で使用されるデータとしては、収穫表の利用（4 社）
、木材の材
積利用（5 社）に重量利用（5 社）とほぼ拮抗している。



算定の過程で使用される資料（成長曲線、材積表、収穫表）については、
「信頼性が高
い」と、
「高いとも低いとも言えない」という意見が拮抗している。



検証を受ける際の協力体制は「整っている」が 7 社に対し、
「整っていない」が 4 社と
なっており、本システムの運用には現地で対応する体制の整備についても事前に検討、
協議する必要がある。
1
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◎海外植林地での CO2 吸収量・蓄積量の算定を行う場合と、検証を受ける場合の課題
1

測定基準を国際的に受け入れられるものにする。

2

測定コスト・検証コストに対する関心が高い。

3

費用対効果の視点から精度を高めることと、事業者（参加者）が受け入れ可能な
コストとの見合いが求められている。

4
まとめ

具体的にどのような方法で、吸収量や蓄積量を捕捉するのか。
上記の 1~4 で言えることは、精度は国際的に通じる信用性の高いものであり、か
つ、測定や検証に係る費用は安くできるシステム作りが求められている。

◎本システム全般に対する意見（質問）例
1

海外での VER の取引実施事例を知りたい。

2

植林木伐採後のクレジットの扱いとして、利用面で紙製造から流通までを考慮するとク
レジットは残るのか？

3

ボランタリーなクレジットであっても、取引可能なクレジットを創生するべきである。

4

本制度と AR-CDM との違いは何か。

5

検証・認証費用の見積もり（概算）について。

6

産業植林の場合、どの程度の CO2 クレジットが認められるのか。

2
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②社会・経済への影響

・ISO14001を取得し、
目標に取り組んでい ②商業目的の産業植林
る

・環境植林

いいえ

1

④社会貢献の植林

2

⑤その他

7

・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ

・排出量取引制度

・ｶｰﾎﾞﾝﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ

・屋上緑化

・気候保護法の制定

・REDDへの支援

・「排出権取引の国内
統合市場の試行的実
・ｶｰﾎﾞﾝｸﾚｼﾞｯﾄの獲得
施」に目標設定者とし
て参加

・カーボンオフセット
・未利用資源の有効活用
商品への排出権供給

・排出権削減プロ
ジェクトの開発及び排 ・調査研究と人材育成
出権の売買

17

5

・森林認証品の普及

3

④その他

③ステークホルダーとのコミュニケーション

18

・産業植林（持続的な
③環境保護（保全）の植林
森林経営）

13

20

（電化、廃棄物3R、
5
ﾊﾞｲｵ燃料、太陽光）

27

①環境影響

①特に行っていない

・エネルギー利用の
効率化、化石エネル
ギー削減

【質問４】
貴社においては、海外での植林活動を実施あるいは
支援する際にどのようなところに配慮されています
か？（該当するものに○をつけてください、複数回答
可）

はい

【質問３】

貴社においては、海外での植林活動を実施
あるいは支援をしていますか？それはどのよ
うな取組ですか？（該当するものに○をつけ
てください、複数回答可）

【質問２】

貴社における地球温暖
化防止のための取組に
ついて具体的にお答えく
ださい。

日本政府は、2020年ま
でに1990年比25%削減
す る 目 標 を 掲 げ てお
り、先進国と発展途上
国、官民の枠を超えた
取組が急務となってい
ます。貴社 にお いて
は、環境に関する取組
の中で、地球温暖化防
止 の ため の 取 組 を重
視していますか？

アンケート回答企業/団体
【質問１】

アンケート回答集計（第1部）
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【質問５】

2

⑤わからない

1

④効果はない

0

③ほとんど効果はない

9

②やや効果がある

14

①大いに効果がある

海外での植林事業を貴社が実
施、支援する場合、地球温暖化
対策に効果があるとお考えです
か？

【質問６】

7

③わからない

4

②関心はない

15

①関心がある

貴社の海外植林活動がもたらす地球温暖化対
策の効果を、具体的にＣＯ２吸収量・蓄積量など
に数値化（定量評価）することに関心があります
か？

【質問７】

8

いいえ

19

はい

今回、JOPPが検討して
いる本システム（仕組み）
では、ＪＯＰＰが定める方
法論に基づいて企業や
NPOが自らＣＯ２吸収量・
蓄積量を算定し、その数
値を第三者による審査を
経て認定証を発行するこ
とを考えています。本シ
ステム（仕組み）ついて関
心がありますか？

9

いいえ

18

はい

・将来的に排出量取引に使用する自前
のクレジットとして獲得を目指す

・カーボンフットプリントへの利用も可能
と考える

・当方は海外植林については斡旋業務
のみを行っており、自ら炭素クレジット
を取得することは考えていない

・自社の地球温暖化対策推進活動の推
進に利用

・当方が直接クレジットを利用するより、
プロジェクトへの支援者の動向による

・コンサルティング業務を通じ海外での
植林の推進を図る

8

③その他

12

②カーボンオフセット

5

①ボランタリーな排出権取引

【質問９】
本システムでのＣＯ２吸収量・蓄積量の炭素
クレジットを使用する場合、その目的はどのよ
うなものですか？（該当するものに○をつけて
ください。複数回答可。）

【質問８】
JOPPが検討している本システム（仕組み）で
は、認定証が発行されたＣＯ２吸収量・蓄積量
を将来的に炭素クレジットにして発行する仕組
み も併せ て検 討し てい ます。炭 素クレジ ット
は、例えば、企業や個人等のCO2排出量を相
殺するカーボンオフセットへの活用や、あるい
は国内外の炭素クレジット市場で売買できるよ
うな、信頼性の高い炭素クレジットを想定して
います。本システムでのクレジット化には関心
がありますか？
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12

環境報告書

9

19

いいえ

2

5
その他

2
海外政府
5
海外企業
2
その他
7
(ODA)

3

その他

7

・吸収量の数値
化はその他の事
業

分析の一部とし
て検討

・自社のｲﾍﾞﾝﾄ等
におけるｶｰﾎﾞﾝ

ｵﾌｾｯﾄへの使用

・数値の確認は
誰にとっても必要

3

NGO本部

海外ＮＧＯ

環境会計

15

0

1

11

a樹種

5

5

11

d面積

11

c林齢

11

②伐採した木材の材積 b植樹年

4

①収穫表

子会社 ③伐採した木材の重量

合弁企業と共同

3

3

13

NPO本部

本社

9

c業務の一部をｱｳﾄｿｰ c業務の一部をｱｳﾄ
海外
ｼﾝｸﾞ
ｿｰｼﾝｸﾞ

0

支店

15

21

b全てアウトソーシ
海外支店
ング

b全てアウトソーシン
グ

14

本社

24

a全て自組織で管
理

22

a全て自組織で管理

25

合弁

11

子会社

1

dその他

7

c材積

9

b面積

9

ａ実施時期

1

dその他

4

d被害率

8

c樹種

9

b面積

9

a発生時期

5

信頼性は高い

1

4

いいえ

7

はい

2

0

信頼性はまったくない

0

信頼性は低い

6

1

地上部・地下 信頼性は高いとも低いともいえ
その他
ない
部の比率

4

炭素比率

3

バイオマス拡
信頼性はとても高い
大係数

【質問６】ＣＯ２吸収・蓄積量の検証について
（２）貴団体において以下の林分情報は把握して （３）貴団体に （１）算定の過程で使用する （2）検証を受ける場合には
いますか？（把握できているものに○をつけてくだ おいて以下の 資料（成長曲線、材積表、 参加者（申請者）以外の協
さい）
樹種データは 収穫表）の信頼性について 力を必要としますが、検証作
把握できてい はどのようにお考えでしょう 業に協力できる体制は整っ
植林事業に関す 人為的発生事 自然発生事象 るでしょう
か？（当てはまるものに○ ていますか？具体的には数
るデータ
象に関するﾃﾞｰ に関するデー か？（把握で をつけてください）
値の根拠資料や証憑の提
ﾀ間伐、伐採、 タ：虫害、火災 きているもの
示、現地往査への対応、内
捕植など
など
に○をつけて
部管理体制の構築などが考
ください）
えられます。

【質問５】CO2蓄積量の算定について

仮に、本システム （１）CO2蓄積量の算
へ参加する場合、 定には下記のデータ
CO2吸収・蓄積量を を基にした方法があ
申請する主体はど りますが、貴団体に
こですか？（該当す おいてはどのデータ
るものに○をつけて を把握しています
ください）
か？（該当するもの
に○をつけてくださ
い）

【質問４】

海外ＮＰＯ

計

その他

環境植林

産業植林

（４）業務管理は自
らが実施していま
すか、それともアウ
トソースしています
か？（該当するも
のに○をつけてくだ
さい）

カーボン
フットプリント

822,673

5,237

8,111

809,325

（３）業務運営は自ら
が実施していますか
それともアウトソース
していますか？（該当
するものに○をつけ
てください）

14

*55ケ所

＊含む重複

目的

（２）植林事業を実
施している組織は
貴団体とどのよう
な関係にあります
か？（該当するも
のに○をつけてく
ださい）

2

経団連の自主行
動計画

4

年間活動報告書

ＣＳＲレポート

はい

本システム（仕組 （1）どこの国でプロジェクトを実施していますか？
み）で第三者によ
る審査を経て認
定された、海外
国（地域）
面積(ha)
植林地でのCO2 開始年次
吸収量・蓄積量
の数値を、どのよ
うな目的で使用
したいとお考えで
すか？

海外植林地で
のCO2吸収
量・蓄積量の
算定、評価に
関心をお持ち
ですか？

【質問３】貴団体が実施、支援する海外での植林活動について具体的にご紹介ください。

【質問２】

【質問１】

アンケート回答集計（第2部）
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・現場の海外植林会社の業務分担の増加。

・JOPPで検討している基準は、AR-CDMの基準とどこがどのように違ってくるのか。（Business as usual
や永続性など）

・海外植林において、植林木が伐採された後にどのように利用されるかによって、カーボンオフセットとし
てのクレジット自体の目減りが決まってくるという考え方がある。（チップが日本に運ばれ製紙工程を経て
紙として流通する迄を考えると、木の成長で獲得したクレジットは全て消費されてしまう？） この考え方に
ついて説明してほしい。
・ボランタリーなクレジットであっても、取引可能でなければ意味がないと思う。

・海外の天然林についてはデータは整備され
ておらず、保有林全体の炭素収支を考える場
合、天然林（保護林）の取り扱いをどうする
か。
・豪州においては、豪州政府公式算定システ
ムがあるため、特に課題はない。

・今後の社会動向を見極めながら、CERにも対応できるシステムにしてほしい。

産業植林の場合、どの程度の量のCO2クレジットが認められるのか。価格の想定レベル等不明な点が
多いので、まずはそういう情報を頂ければ、該当事業における課題等を明確に」できると考えます。

海外植林地でのCO2吸収量、蓄積量の算定を行う場合、具体的にどういう作業が必要か（該当する植林
地の木について実際に測定するのか、又は一般的データを適用して試算できるのか等）

・「排出権取引の国内統合市場の試行的実施」に目標設定者として参加

・カーボンオフセット商品への排出権供給

・排出権削減プロジェクトの開発及び排出権の売買

・産業植林の場合、どの程度の量のCO2クレジットが認められるのか、価格の想定レベル等の情報をも
らえれば、当該事業における課題等を明確にできる。

・海外植林地でのCO2吸収量・蓄積量の算定を行う場合、具体的にどういう作業が必要か（実際に測定
するのか、一般的データを適用するのか等）。

・算定コストはどのくらいか、クレジットの価格 ・認証の基準が示されていないため、課題の把握 ・CO2の吸収量・蓄積量の算定は、森林（木材）でも非木材でも基礎データとして必要であり、情報交換を
はどのくらいか。
が出来ない。
したい。

・公的機関による認証、取引可能なクレジット ・信頼性を追及していくと検証コストも膨れ上がる ・検証費用、認証費用はどの程度と見込んでいるのか。
ため、バランスをどこで取るかがシステム構築に
になるのかどうか。
際してポイントになる。

・算定費用や業務量増加と得られる便益との ・費用対効果の問題。
バランス。

・測定基準を国際的に統一したものとするこ
と。

・測定方法の精度、植林環境の異なる事業地 ・検証に係る費用。
で統一した、あるいは選択可能な方法論の有
無、簡便性、測定に係るコストの増加等。

・必要な資料や基準が明確になっていないシ ・CDM/ボランタリー双方において、現在複数の方 ・現在のカーボン市場においては、吸収量の数値化に留まらず、地域社会への便益を総合評価するよう
ステムもある。
法が提示。コスト及び時間的な効率の向上とより なシステムがもとめられている。CCBスタンダードは生物多様性や地域社会への貢献を評価するための
一般に知られスタンダードになるような基準が望 基準で、このような基準と吸収量評価を統合したシステムの開発であれば、今後の需要が高まるのでは
ましい。
ないか。
・CDMなど一部のシステムで必要とされる基 ・測定方法の精度、植林環境の異なる事業地で ・海外で実施されているVERの事例が知りたい。
準や資料に関しては、途上国側で準備するに 統一した、あるいは選択可能な方法論の有無、
は非現実的なものも多い。
簡便性、測定に係るコストの増加等。

検証を受ける場合、貴団体における課題として考 本システムに対するご意見等がございましたら、どのようなことでもかまいませんのでご記入ください。
えられる事項はどのようなものがありますか？

海外植林地でのCO2吸収量・蓄積量の算定
を行う場合の課題はどのようなことが考えら
れますか？

【質問9】

【質問8】

【質問7】

アンケート回答集計（第2部）

アンケート回答（記述式）
（設問 第 1 部）
【質問２】
貴社における地球温暖化防止のための取組について具体的にお答えください。
現在実施中の「ベトナム国気候変動対策の森林分野における潜在的適地選定調査」などの
ようなコンサルティング業務を通じ取り組みたいと考えています。
・京都メカニズムおよびボランタリー・メカニズムを利用した再植林カーボンプロジェク
トの計画、共同実施
・途上国の森林破壊および劣化に由来する排出の削減への支援実施
・気候変動、地域社会、生物多様性アライアンス（CCBA）参加団体として、CCB スタンダ
ードのプロジェクトへの採用や推進
電力使用量の削減、グリーン購入の推進、低公害車の積極的導入、資源の再利用、リサイ
クルの推進他
化石エネルギー原単位と化石エネルギー由来の CO2 排出源単位について、2010 年度までに
1990 年度比 20％の削減目標を掲示。これに対し再生可能エネルギーや廃棄物エネルギー
を組み合わせて化石エネルギー減退の削減に努めている。
その他海外植林の推進等を行っている。
ODA によるベトナム・中国での海外環境植林
ISO14001 を取得し、紙の販売(紙の使用が森を増やす)、配送の効率化、省エネなど目標を
設定し、取り組んでいる。
地球温暖化防止のため、総合的な対策として様々な取組みを計っています。
１．電化社会の推進によるエネルギー利用の効率化（高効率電気利用機器や電気自動車等
の普及、未利用エネルギーの活用等）
２．系統電力の低炭素化による CO2 削減（原子力発電の推進、火力発電所の熱効率の維持・
向上、水力発電所の安定運転および機能向上、再生可能エネルギーの導入拡大等）
３．海外での取組み（植林プロジェクト、京都メカニズムの活用に向けた取組み等）
４．先進的な技術開発（CO2 回収貯留技術の開発、高効率電気利用機器の開発等）
・バイオマスボイラーの新設・稼動
・モーダルシフト(トラック→船・鉄道)
・往復輸送の推進
政府への提言：更に高い目標設定と、宣言した目標の確実な達成と、排出権取引等による
見かけ上の排出ではなく、実質的な排出削減を強く要望。一般市民への啓発：キャンペー
ンとして気候保護法の制定を目指し、市民への呼びかけ活動を実施。強力な法規制を敷く
ことを目的としている。
海外産業植林への出資
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屋上緑化
1.CO2 削減を目指した活動を積極的に取り組む
2.一層厳格化する環境法規制等の順守並びに確認体制の強化
3.事業投資先での環境管理体制・環境法規制等順守の徹底と拡充
工場への廃棄物ボイラー導入、都市ガスへの燃料転換、太陽光発電の導入などにより、化
石燃料由来の CO2 排出量削減に努めてきた。今後、オフィス部門を含め、一層の削減に向
けて努力していく。
1.使用電力の節減（クールビズ，時間労働の削減 etc.）
2.廃棄物の削減（３Ｒの実施）
3.ＦＳＣ森林認証品の普及並びに拡販
4.ペーパーレスの促進（メールの活用 etc.）
国内・外の森林資源の管理（保全、整備等）に貢献する業務を実施している。
地球温暖化防止に繋がる諸案件を積極的に取り上げること
太陽光、バイオ燃料などの事業に注力しております。
圧縮エアーの漏れ防止によるエネルギー使用量削減のほか、屋外照明への太陽光パネルの
採用による自然エネルギーの活用や、屋内照明への LED 照明の導入、夏季限定の「グリー
ンカーテン」にも取り組み始めています。
事務活動における CO2 削減の取組み
（具体的には、電力使用量，ガソリン購入量，ガス使用量の削減）
・ 化石燃料の使用量を削減（バイオマス＆廃棄物ボイラー導入、廃棄物燃料の積極利用）
・ 国内排出量取引制度やカーボンフットプリント制度試行事業への参加
・ 社有林での持続可能な森林経営による、確実なＣＯ２吸収
・ モーダルシフト（鉄道・海運利用への転換）
・ バイオエタノール製造技術の研究開発
船舶燃料油の削減
効率を考慮した配送ルートの選定
1.リサイクル材使用（パルプ用・燃料用）による CO2 削減
2.省エネルギーの推進（電気・蒸気・重油等の節減）
3.輸送の効率化による温暖化ガス削減
・海外植林を促進するための調査研究及び人材育成
・熱帯林造成基金による海外植林の推進
非木材系紙製品の普及を図ることで、森林資源の維持、保全することにより CO2 吸収効果
（CO2 固定効果）の増進を期待する。
温暖化ガス CO2 の吸収・固定による温暖化防止と資源の安定確保・自然保護の為、ニュー
ジーランドにて植林事業を実施。
・省エネ設計による製品の CO2 削減
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・事業活動における地球温暖化効果ガス（含：CO2）の総排出量削減
・IT ソリューションの拡販による顧客、社会の CO2 削減
・植林事業
【質問３】
貴社においては、海外での植林活動を実施あるいは支援をしていますか？それはどのよう
な取組ですか？（該当するものに○をつけてください、複数回答可）.
⑤その他（内容を下記の枠内に記載願います。）
適切なコンサルティング業務の実施を通じて海外での植林活動の推進に取り組みたいと
考えています。
農民植林の支援、地域環境保全植林活動の支援
ODA による海外環境植林
植林センターに会費を納入
インドネシアにおける CBFM による植林チーク林の適切な市場開拓（需要開拓）の一つと
して適切な日本のバイヤーとの小規模取引を紹介することで、持続可能な森林管理の実現
をアシスト。
・ＪＩＣＡの技術協力プロジェクトにおける住民レベルの植林活動支援
・無償資金協力における砂丘固定林の造成（約７００ｈａ）
・海外植林を促進するための調査研究及び人材育成
・熱帯林造成基金による海外植林の推進
植林とは一線を画すが、未利用資源(バガス、ヤシ空果房、タケ、ヨシ等)の有効活用によ
る CO2 や、メタンの発生削減を進めたい。
目的：植林によるカーボンクレジットの獲得
（南オーストラリア州において、現在約 1,000ha の植林を実施）
【質問９】
本システムでのＣＯ２吸収量・蓄積量の炭素クレジットを使用する場合、その目的はどの
ようなものですか？（該当するものに○をつけてください。複数回答可。
）
③その他（内容を下記の枠内に記載願います。）
コンサルティング業務への植林による CO2 吸収・蓄積ポテンシャルの適切な反映を通じ、
海外での植林の推進を図ること。
直接的にクレジットを利用するより、プロジェクトへの支援者がシステムの利用を求める
場合やプロジェクトへの資金獲得がシステムの利用により助長されると判断した際に検
討すると思われます。
自社の地球温暖化対策推進活動の推進に利用
具体的な用途は未定
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海外植林については斡旋業務のみを行っており、自ら炭素クレジットを取得することは考
えていない。海外植林の費用負担者がＪＯＰＰクレジットの取得を希望する場合には、申
請事務についての支援業務もあわせて行うことは可能。
カーボンフットプリントへの利用も可能と考えます。
2011 年度から日本においても排出量取引が開始される見通しであるが、将来的に排出量取
引に使用する自前のクレジットとして獲得を目指す。
(J-VER 等が本排出量取引のクレジットとして認められた場合)
（設問 第２部）
【質問２】
本システム（仕組み）で第三者による審査を経て認定された、海外植林地での CO2 吸収量・
蓄積量の数値を、どのような目的で使用したいとお考えですか？
吸収量の数値化は有益ではあるものの、環境や地域社会に配慮した再植林事業の一部への
評価を実施するにとどまり、それだけでは不十分であると考える。このため、吸収量の数
値化はその他の事業効果分析の一部として検討する目的で利用する方針。
自社のイベント等におけるカーボンオフセットへの使用。
経団連の自主行動計画への反映が出来れば有り難いが、Ｊ－ＶＥＲですら反映出来ないた
め、現時点では難しい（期待したくても出来ない）と考えている。
自ら炭素クレジットを取得することは考えていない。
数値の確認は誰にとっても認識しておくことが必要であり、特に消費者に周知することが
肝要と思います。
【質問７】
海外植林地での CO2 吸収量・蓄積量の算定を行う場合の課題はどのようなことが考えられ
ますか？
・事前に必要とされる資料や基準が明確になっていないシステムもあり、事務局に問い合
わせても回答に時間がかかる場合がある
・CDM など一部のシステムで必要とされる基準や資料に関しては、途上国側で準備するに
は非現実的なものも多い。
測定方法の精度、植林環境の異なる事業地で統一した、あるいは選択可能な方法論の有無、
簡便性、測定に係るコストの増加等
測定基準を国際的に統一したものとすること
算定に伴うコストや業務量の増加に見合う、メリットが得られるかという点が課題と思わ
れる。
公的機関による認証、取引可能なクレジットになるのかどうか。
・算定のコストがどれ位かかるのか？
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・植林による吸収源のクレジットがどれ位の価格がつくのか？
算定に伴うコスト（データ収集⇒集計に関わる業務負荷）
国内であれば天然林も含めて森林簿が整備されているが、海外の場合、植林地（植林木）
については各種データが整備できているが、天然林については面積以外のデータは整備さ
れていない。
保有林全体の炭素収支を考える場合、天然林（保護林）の取り扱いをどうするかを決めて
おく必要性があると考える。
現地調査等の費用負担と得られる便益とのバランス
豪州においては、豪州政府公式算定ｼｽﾃﾑ(National Carbon Accounting System)による吸
収量算定が制度化されたため、特に課題はない
【質問８】
検証を受ける場合、貴団体における課題として考えられる事項はどのようなものがありま
すか？
CDM/ボランタリー双方において、現在複数の方法が提示されている。使い手にとっては、
コストおよび時間的な効率の向上とより一般に知られるスタンダードなるような基準が
最も望ましい。
測定方法の精度、植林環境の異なる事業地で統一した、あるいは選択可能な方法論の有無、
簡便性、測定に係るコストの増加等
検証に係る費用
現場の海外植林会社の業務分担の増加
CO2 吸収量・蓄積量を算定し、検証を受けるにおいて、既存の材積測定結果から求める
ものではなく新たに現地での測定が必要となる場合の業務分担の増加。
費用対効果の問題
実質的な運営には関わっていないので、当社としての課題は想定していない。
検証コストが課題となると考える。
信頼性を追及していくと検証コストも膨れ上がるため、バランスを何処で取るかがシステ
ム構築に際してポイントになると考える。
認証の基準が示されていないため、課題の把握が出来ない
【質問９】
本システムに対するご意見等がございましたら、どのようなことでもかまいませんのでご
記入ください。
現在のカーボン市場においては、吸収量の数値化に留まらず、生物多様性、生態系サービ
ス、地域コミュニティへの貢献など、木を植えた結果として地域社会への便益を総合評価
するようなシステムがもとめられているのではと思います。当方のプロジェクト評価に採
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用している CCB スタンダードは、生物多様性や地域社会への貢献を評価するための基準で
す。CCB スタンダード自体は吸収量の定量評価を実施するための基準ではありませんが、
必用に応じて CDM や VCS で採用される方法論を利用し、同時に第三者認証を受けることが
可能です。仮に、このような基準と吸収量評価を統合したシステムの開発であるとすれば、
世界的に生物多様性保全の重要性が気候変動と同じくらいに認識されている前提におい
て、今後の需用が高まるのではと考えます。
海外で実施されている VER の実施事例を、教示して欲しい。
海外植林において一定のカーボンオフセットとしてのクレジットが認められるに際して
は、植林木が伐採された後に、どのように利用されるかによってクレジット自体の目減り
が決まって来るという考え方があると聞いています。即ち極く近場で石炭等の化石燃料の
代替として火力発電所などで用いられた場合はほぼ 100％化石燃料を置換したことでクレ
ジットは残ります。この場合、チップ専用船で日本迄運ばれ、製紙工程を経て紙として流
通する迄を考えると、木の成長で獲得したクレジットは全て消費されてしまうのではない
でしょうか？この点の考え方についてご説明頂ける機会があれば是非参加したいと思い
ます。
設問第２部
VOLUNTARY なクレジットであっても取引可能なクレジットを創生できないと、意味がない
と思う。
（質問） 1.ＪＯＰＰで検討されている基準は、ＡＲ－ＣＤＭの基準とはどこがどのよう
に違ってくるのでしょうか。（ｅｘ．Business as usual や永続性など）
2.検証費用、認証費用はどの程度と見込んでいるのでしょうか。
CO2 の吸収量・蓄積量の算定は森林(木材)でも、非木材でも基礎データとして必要なもの
でもあり、是非情報交換をしたいと考えます。
海外植林地での CO2 吸収量・蓄積量の算定を行う場合、具体的にどういう作業が必要か（該
当する植林地の木について実際に測定するのか、又は一般的データを適用して試算できる
のか等）
、また、産業植林の場合、どの程度の量の CO2 クレジットが認められるのか、価
格の想定レベル等不明な点が多いのでまずはそういう情報を頂ければ、該当事業における
課題等を明確にできると考えます。
今後の社会動向を見極めながら CER にも対応できるシステムにしていただきたい。
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