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1. セーフガードとその背景
2000 年以降、世界の森林の純損失は毎年 520 万 ha にも上り、森林減少・劣化による
温室効果ガスの排出が地球上の総排出量の一割を超えることから、国際社会はこれらへ
の対策が気候変動緩和のために極めて重要であるとの認識に至っている。このような状
況の中、森林減少・劣化に由来する温室効果ガスの排出の削減に対して経済的価値を創
出し、森林減少・劣化の著しい発展途上国の低炭素な持続的開発に対してインセンティ
ブを提供するシステムとして提案された REDD（Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation）は、さらに森林保全、持続可能な森林経営、森林炭素蓄積の
増強を付与した REDD プラスへと更新された。
2005 年に気候変動に関する枠組条約（UNFCCC）で提案された REDD プラスの原案は、
様々な議論を経て 2010 年 UNFCCC 第 16 回締約国会議（COP16）においてその大枠につい
て合意に至り、REDD プラス活動の効果を損なうリスクを回避するとともに、森林ガバ
ナンス・環境・社会等への望ましい影響の増大を図るためのセーフガードについても明
記された（通称カンクン合意：BOX 1）。
REDD プラス活動については、これまでにケーススタディが報告され、問題点の分析
などが行われてきている。一方、セーフガードについては、UNFCCC や民間スタンダー
ドなどにおいてマクロ的なレベルでは議論が進んではいるものの、実際に成果の得られ
ている事例が少ないのが実状である。そのため、経験や教訓の共有の重要性が指摘され
ながらも、パイロット事業においても国際的な議論の場においても、実証に基づく十分
な議論を行うことが困難な状況となっている。また、数少ない先行事例の多くはアフリ
カ、南米などのうちいくつかの特定の国または地域からの報告に集中している。一方、
我が国が推進している二国間クレジット制度（JCM）の協定国が集中し、我が国事業者
にとって取組優先順位が高いと想定される東南アジア地域の情報については、先行事例
が見受けられるものの、情報や分析結果が十分共有されているとは言い難い状況となっ
ている。
このため、JCM を締結、もしくは締結が検討されている東南アジア地域の各国を中心
に情報収集・分析とその共有を図る必要がある。また、セーフガードにかかる現場での
実例について情報収集・分析を行うことにより、REDD プラスに取り組もうとする事業
者にとって有効かつ必要な事例情報を提供することが求められていることから、「セー
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フガード取り組み事例集」を作成した。本事例集の制作を通して、プロジェクト形成に
おける現場での取組の促進に資することを期待している。なお、本事例集は今後、情報
収集の進捗に合わせて更新される予定である。
BOX 1：カンクン合意によるセーフガード（Decision 1/CP.16, Appendix I, Para 2）
(a) 国家森林プログラムや関連する国際条約・合意を補完し、あるいは一貫性を保った
活動を促進・支援すること。
(b) ホスト国の法令や主権を踏まえ、透明かつ効率的な国家森林ガバナンスを促進・支
援すること。
(c) 関連する国際的な義務、各国の事情や法制度を踏まえつつ、UNDRIP（先住民族の権
利に関する国連宣言）に留意することによって、先住民や地域住民の知識や権利の
尊重を促進・支援すること。
(d) 関連するステークホルダー、特に先住民や地域社会が十分かつ効率的に参加を促
進・支援すること。
(e) 天然林や生物多様性の保全と一貫性を保ち、天然林を転換せず、天然林及びその生
態系サービスの保護・保全に向けたインセンティブを付与し、さらにその他の社
会・環境便益の増強となるような行動を促進・支援すること。
(f) 反転リスクが起こらない活動を促進・支援すること。
(g) 排出の移転を抑制する活動を促進・支援すること。

2. 事例集の構成・内容

2.1. 事例集の特徴
① 想定する事例集の第一のユーザーはプロジェクトレベル活動の実施者
今後 REDD プラスの進展とともにセーフガード活動の拡大が予想されるなか、活
動の計画・実施を技術的にサポートするツールとして事例集を位置づけることが重
要である。したがって、事例集の作成にあたっては、プロジェクトレベルの活動の
実施者として想定される民間団体等をユーザーとして想定した。
ただし、セーフガードについては現在も国際的な議論が続いており、国際交渉に
向けた政策的な検討やセーフガード情報システム構築に向けた科学的な視点から
の検討も欠かせない。したがって、活動実施者のほか、科学者や政策決定者等にと
っても有用なものとするため、幅広い情報を盛り込んだ。
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② プロジェクトの活動タイプを明確に
セーフガードのアプローチは、プロジェクトの目的や内容のほか、実施主体が行
政機関なのか民間団体なのか、活動資金が援助資金なのか投資資金なのかによって
大きく異なる。したがって、各事例の基本情報としてプロジェクトの活動タイプ、
実施主体、資金タイプを明記した。
・活動タイプ：森林減少・劣化の抑制／炭素蓄積の増大／その他（持続可能な森林
経営等）
・実施主体：行政主導型／民間主導型（営利目的）／民間主導型（非営利目的）
・資金タイプ：援助資金／投資資金

③ 国レベルの情報の掲載
本事例集ではプロジェクトベースの取組を対象としているが、セーフガードにつ
いて検討を行う際には、国レベルの情報も考慮する必要がある。実際、国の法制度
がプロジェクトレベルで運用される際にギャップが発生し、自然生態系の十全性や
先住民・地域住民の生計に負の影響を及ぼすケースがある。こうした課題を把握す
るため、国レベルの情報も含めた。

④ 「加点主義」に基づく構成
セーフガードについてガイダンスを示す際、減点主義の考え方では活動実施者側
に「取りこぼしてはいけない」、
「取りこぼさないようにアリバイを作ってしまえ」
というモチベーションが働いてしまい、適切な活動が実施されないという懸念があ
る。また、活動実施者の観点からは、「この部分にチャレンジしていて、ここまで
達成できている」という加点主義のアプローチの方が現実的であり、活動の改善に
つながりやすいと考えられる。
このように、「数多くの取りこぼしがあるが、できている部分もある」という実
態を踏まえると、活動のプロセスが見える形で取りまとめることが適当である。し
たがって、プロジェクトの計画、実施状況、成果・達成事項、課題をチャート形式
で示した。

なお、本事例集では、プロジェクトのステイタスに関する情報について重点的に収集
しており、プロセスに関する情報は必ずしも十分に揃っていないことから、「計画・進
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捗・成果」と「課題・改善点・今後の予定」の二段構成として記述した。

2.2. 構成と情報項目
各プロジェクトとも「サマリー表」と「本体」の二段構成とする。以下に、それぞれ
の記載内容を示す。

2.2.1. サマリー表
プロジェクトの特徴を簡易に検索・理解しやすいように、サマリー表（図 1）を作成
した。

国名

活動対象→

プロジェク

活動タイプ

ト名

資金タイプ

対象地

実施期間
配慮事項と

環境

社経

●

の関係性

面積

●
人口
実施主体

（実施型）

●

（主体名）

●

概要

[写真]

[写真]

図1



事例集サマリー表の例

右上に標記された「活動対象」は、生物多様性への配慮に関する活動が含まれ
る場合は「環境」、先住民・地域住民の権利尊重等の社会経済的な活動が含ま

6

れる場合は「社経」として表記した。


「配慮事項との関係性」は、セーフガードの７つの配慮事項に対応する活動が
実施あるいは具体的に計画されている場合、該当する事項の右側に「●」を表
記した。

2.2.2. 本体
本体の大見出しと中見出しは表 1 の通りである。「2. プロジェクトの詳細」の中見
出しは、COP において決定された 7 つの配慮項目や REDD+ SES における配慮項目等を参
1

考に 6 項目に構成した 。

表 1 事例集の大見出しと中見出し
大見出し
1. 基本情報

中見出し
1.1 国の概要
1.2 プロジェクトレベルの情報
1.3 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナン
スの構築・強化
1.4 先住民・地域住民の権利尊重

2. プロジェクトの詳細

1.5 ステークホルダーの参加
1.6 生物多様性への配慮
1.7 非永続性への対処
1.8 リーケージへの対処

参考資料


－

「サマリー表」の構成と「本体」の大見出し及び中見出しは各プロジェクトと
も共通させた。他方、「本体」の小見出しは特に指定せず、プロジェクトの性
質や情報量によって柔軟に設定した。

1

カンクン合意で決定された 7 つの配慮項目や REDD+ SES は国・準国ベースの取組を想
定したものであり、これらを参考にプロジェクトベースの活動を整理することは必ず
しも適当ではない。しかしながら、①現時点で国際的に合意されたセーフガードのガ
イダンスが COP 決定のみであること、②将来的にプロジェクトベースと国・準国ベー
スを整合あるいは統合させる必要があることから、ここから議論を始めることは一定
の妥当性を有していると考えられる。

7

2.3. 対象プロジェクト
本事例集では、10 のプロジェクト（表 2）を対象に文献調査及び現地調査を実施し、
先進事例の知見・経験を取りまとめた。事例集の作成方針や内容・構成等については事
前に有識者から意見を聴取しつつ検討を行った。

表 2 事例集の対象プロジェクト
文献

現地

調査

調査

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○
○

○

国・地域

プロジェクト名

インドネシア共和国

SBK 社天然林択伐施業

中部カリマンタン州
カンボジア

オッダミアンチェイ州コミュニティ林業

オッダミアンチャイ州

REDD プロジェクト（OMCFRP）

ラオス

ラオス国森林減少抑制のための参加型土

ルアンプラバン県

地・森林管理プロジェクト（PAREDD）

ベトナム

東南アジア REDD プラスによる多目的便

ラムドン省

益創出プロジェクト（MB-REDD）

ベトナム

ディエンビエン省 REDD+

ディンビエン省

パイロットプロジェクト

フィリピン

フィリピン・キリノ州における森林カー

キリノ州

ボンプロジェクト

フィリピン

イカラハンをボランタリー炭素市場につ

ヌエバビズカヤ地方

なげる

ケニア
海岸州タイタ・タベタ県

カシガウ回廊 REDD プロジェクト

モザンビーク
○

○

Nhamatanda 郡、Gorongosa

ソファラ・コミュニティ炭素プロジェク

郡、Cheringoma 郡、

ト

Marromeu 郡
○

エルオコテ生態保全地区における Plan

メキシコ

Vivo システムを活用した REDD パイロッ

チアパス州

トプロジェクトの形成
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セーフガード取り組み事例集

インドネシア共和国

11

カンボジア王国

23

ベトナム社会主義共和国 -ラムドン省-

39

ベトナム社会主義共和国 -ディエンビエン省-

49

ラオス人民民主共和国

59

フィリピン共和国 -ヌエバビズカヤ州-

71

フィリピン共和国 -キリノ州-

81

ケニア共和国

93

モザンビーク共和国 105
メキシコ合衆国 117

9
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インドネシア共和国

PJ 名

対象地

環境
活 動
タイプ

持続可能な森林経営

資 金
タイプ

投資資金

期

1978 年～2068 年

SBK 社天然林択伐施業

中部カリマンタン州
カティンガン県、スルヤン県

面 積

147,600 ha

人 口

約 3,000 人

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

民間主導型（営利目的）
実 施
主 体

社経

間

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

PT. Sari Bumi Kusuma
リーケージへの対処

概 要
Sari Bumi Kusuma 社（以下、SBK）は、インドネシア・中部カリマンタン州カティンガン県、
スルヤン県において天然林択伐施業を行っている。この地域はブキットバカ・ブキットラヤ国
立公園に隣接するエリアで、フタバガキ科を中心とする天然林が残存している。綿密な森林資
源調査を基に大径木のみを選択的に伐採することによって森林資源の過剰な利用を避けると同
時に、伐採跡には列状に在来樹種の植栽を行い、資源量の回復を促している。
SBK は、京都大学やガジャマダ大学等の研究機関、WWF 等の NGO と共同で哺乳類の生息数調査
や植生調査等を行っており、生物多様性保全への配慮も行っている。また、事業の一環として
コミュニティ開発プログラムを実施し、コンセッション内・周辺に居住する地域住民に対して
農業支援や教育支援等を行う等、地域住民との良好な関係構築にも努めている。

コンセッションの様子（写真提供：SBK）

伐採跡地での列状間伐
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、インドネシアの人口は約 2.38 億人（2010 年）である。
インドネシア統計局の Web サイトによると、インドネシアは約 300 の民族から構成される多民
族国家である1。最も多いのはジャワ族（約 40％）
、次いでスンダ族（15％）であり、その他多く
の少数民族（マドゥラ族、マレー族、ダヤック族等）が存在している。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるインドネシアの名目 GDP は 8,794 億米ド
ル（1 人あたり 3,562.9 米ドル）
、実質経済成長率は 6.2％である。
インドネシアの主要産業は製造業（輸送機器、飲食品等）であり、実質 GDP の 23.94％を占め
ている。次いで農林水産業（パーム油、ゴム、米、ココア、キャッサバ、コーヒー豆等）が 14.44％、
商業・ホテル・飲食業が 13.9％、 鉱業（LNG、石炭、ニッケル、錫、石油）が 11.78％、建設が
10.45％である（いずれも 2012 年のデータ）
。
なお、世界銀行によると、2012 年における貧困率は 12.0％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるインドネシアの森林面積は 9,443 万 ha であり、国土面
積の約 52％を占めている。このうち天然林は 9,088 万 ha、人工林は 355 万 ha である。
インドネシアにおける森林減少面積は 1990 年～2000 年に年平均 200 万 ha 近くに達した。そ
の後ペースは緩和され 2005 年～2010 年には年平均約 70 万 ha となったが、依然として森林面積
は減少している状況である。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
CBD 国別報告書によると、
インドネシアの森林は 1960 年代の終わり頃から劇的に変化し始め、
森林の減少・劣化や断片化が進行した。土地転用（天然林からオイルパーム農園への転用等）や
移動耕作、無計画な森林管理、インフラ整備、鉱山開発、森林火災、違法伐採等が多くの森林、
特に生物多様性が豊かな低地林を脅かしている状況である。なお、FAO Forestry country
information では、違法伐採量が産業丸太材供給量の 40％～60％に達するとされている。

1 IWGIA によると、インドネシア政府は 365 の少数民族（110 万人）の存在を公式に認めている。
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１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1994 年（批准）

ラムサール条約

1992 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1979 年（批准）

１.１.６ 関連する国内法制度

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

生物多様性

憲法
（1945 年）

・ 国家が伝統的な地域社会及びその伝統的な
慣習上の権利を認識・尊重し、それらが法律
によって守られる。
（第 18 条 B(2)）
・ 全国民の生存権や所有権等を保障するとと
もに、伝統的な地域社会の権利と文化の独自
性を尊重する。
（第 28 条）

森林法
（1967 年）

・ 土地の調査や住民に対する居住権の発行を
実施する。

Government Regulation
6/2007

・ 地域住民の能力強化を主たる目的として利
用する国有林をコミュニティーフォレスト
として定義。ここでの能力強化とは、福祉の
向上及び最適かつ公平に森林資源を利用で
きるように地域住民の能力と自立性を高め
ることを指す。また、同法令において地域住
民による慣習利用を許可する森林も定義。

Act No.5/1990（自然資源
と生物多様性の保全）
Government Regulation
No.7/1999（動植物種の保
全）

・ 緩衝地帯の保護や種多様性の保全に力点を
置き、禁止事項や罰則を提示。
・ 自然保護区（Natural Reserve areas）や保
護区（Protected area）
、地域の役割を定義。

Act No.24/1992（空間計
画）
Presidential Decree
No.32/1990（保護区）

・ 保護区と生産区の管理を規定。

Act No.23/1997（環境管
理）

・ 環境管理の原則・目的・目標、地域社会の権
利・義務・役割等を規定。

Act No. 41/1999（林業） ・ 森林の機能、計画、管理を規定。
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１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
調査対象地である SBK 社コンセッションのスルヤン区（面積： 147,600 ha）は、中部カリマ
ンタン州カティンガン県・スルヤン県にまたがっている。この地域は、カリマンタン島の中央部
丘陵地域に位置し、周辺にはブキットバカ・ブキットラヤ国立公園がある等、フタバガキ天然林
が広がっている。
コンセッション内にはカリマンタンの先住民族であるダヤック人の村が 9 つあり、合計世帯数
は 782 である。

図 1 対象地の地理的位置

１.２.２ 経緯
SBK 社は 1979 年に第一期のコンセッションをこの地域において取得し、天然林択伐施業を行っ
ている。しかし、この地域には先住民族であるダヤック人が居住し、焼畑移動耕作を行っていた
ため、企業と地域住民の間で利害の相反が生じていた。こうした事例はインドネシア各地で発生
していたため、林業省では 1991 年以降、コンセッション取得企業に対してコミュニティ開発プ
ログラムの実施を義務付けるようになった。
SBK 社ではそれに先立って 1982 年頃から地域住民との良好な関係を構築すべく取組を開始し
ており、現在では農畜産業支援、インフラ整備、社会文化活動支援等の 5 分野にわたってコミュ
ニティ開発プログラムを実施している。また、同社は 2007 年以降、FSC（Forest Stewardship
Council）による Forest Management の認証を取得する等、持続的な森林経営のため、森林資源
の保全、生物多様性の保全にも注力している。毎年行う綿密な森林資源調査を基に大径木のみを
選択的に伐採することによって森林資源の過剰な利用を避けると同時に、伐採跡には列状に在来
樹種の植栽を行い、資源量の回復を促している。また、ゾーニングや永久プロットの設置を通じ
た生物多様性保全への配慮やモニタリングを行っており、京都大学やガジャマダ大学等の研究機
関、WWF 等の NGO といった外部機関と共同で哺乳類の生息数調査や植生調査等を行う等、積極的
に情報を開示している。
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こうしたセーフガードに十分な配慮を行った持続可能な森林経営活動の展開を受けて、近年で
は REDD プラスの実施可能性に関する検討等も外部研究者が取り組み始めている。

１.２.３ 実施体制
実施主体は Sari Bumi Kusuma 社である。本社機能はジャカルタにあるが、現場であるスルヤ
ン区コンセッションの組織体制図は図 2 の通りである。スルヤン区では約 1,700 名（2012 年 12
月時点）の従業員が勤務している。

図 2 実施体制図（SBK ウェブサイトから作成）

１.２.４ 成功要因
 コミュニティ開発プログラムの推進
森林資源の利用という点で、木材企業とコンセッション内に居住する地域住民が競合する
可能性があるが、本プロジェクトではそれを避けるため、定地型農業や野菜栽培・魚養殖・
家畜飼育等の技術・資材支援を行い、焼畑移動耕作の面積が減少するように誘導している。
こうした取組は一般的にも行われているが、早期に自主的に開始している点、各村に担当
者を配置して随時相談や問題解決にあたる態勢を整えている点が SBK の特色といえる。
 外部機関との連携
SBK は一民間企業であり、林学関係学部出身者を採用しているとはいえ、生物多様性等につ
いて詳細な研究を行える態勢とはいいがたい。そこで、京都大学やガジャマダ大学、WWF 等
の外部機関と連携し、研究フィールドを提供する代わりに研究結果を共有するという方法
をとることにより、詳細な各種調査を実施し、結果を公表できている。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通りである。
・ 木材利用については法律に基づく許可を
得て操業していることから、長期計画や年
次作業計画等において法制度を遵守して
いる。また、これらの作業計画の作成者は
林業省が実施するトレーニングを受講し
試験に合格した社員があたることが義務
付けられており、法制度との一貫性の確保
が図られている。
・ FSC の森林認証制度については、認証機関
による審査と年次の内部審査を行ってお
り、認証基準の遵守が確認されている。
・ 10 ヵ年計画書を林業省に提出し、承認を
受けている（直近では 2011 年に、2011 年
～2020 年の計画を提出）
。
・ 一方、年次作業計画については、毎年州営
林局長の承認を得るルールが簡略化され、
現在では不要となっている。
・ コミュニティ開発プログラムについては、
各層でレポートが作成され、情報の伝達が
行われている（図 3 参照）
。
・ 隣接する国立公園の管理事務所や県林業
局、県庁・郡庁と不定期に情報交換・協力
を行っている。
・ 外部機関との研究協力の成果をウェブサ
イトや各種報告書・論文・セミナー等で公
開している。
・ ウェブ上から FSC の審査報告書等を入手
することは可能。自社で実施したモニタリ
ングの結果についても、主に内部資料とし
て取り扱っているが、外部への提供は可能
としている。
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表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

○

林業大臣令 2010 年 50
号、2012 年 26 号

森林木材利用許可に係る申請手続き等に関する規程を定めてい
る。

○

林業大臣令 2009 年 56
号、2011 年 24 号

天然林における林産物利用や生態系復旧に係る作業計画に関す
る規程を定めている。

林業大臣決定 1991 年
691 号

コミュニティ開発に係るコンセッション保有者の果たすべき役
割について定めている。

林業大臣決定 1997 年
523 号

木材利用許可を得た業者に向けたコミュニティ開発プログラム
の実施に関するガイドライン。

○

FSC スタンダード

FSC の森林認証に関する原則と基準を定めている。

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。

図 3 コミュニティ開発プログラムにおける情報収集態勢

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ コンセッション内でゾーニングを実施。そ
の際、地域住民の居住・農業利用エリアを
「操業不可エリア」として区分し、伐採計
画から除外している。
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２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林資源調査の際、調査チームに入った地
域住民の動植物に関する知識を基に同定
を行う場合がある。

２.２.３ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ SBK の予算にコミュニティ開発プログラム
用の費用を計上しており、それを農業支援
や教育支援等の活動を通じて地域住民に
分配している。2012 年度には、約 48 億ル
ピア（約 48 百万円）を充当。
・ SBK のスタッフとして住民を雇用している
ケースも多い。

コミュニティ開発プログラム
 農畜産業支援
焼畑面積の縮小のため、水田造成・維持管理、肥料・農薬の提供、養魚・家畜飼育のノウ
ハウや資材の提供等を実施。
 経済発展支援
上記「農畜産業支援」で栽培した野菜等を SBK キャンプ等へ販売する農家等のために、SBK
が定期的にトラックを運行。
 インフラ整備
村やキャンプの幼稚園、小学校、診療所、水道タンクの建設等のインフラ整備を支援。
 社会文化活動支援
小学校の教員等の人件費負担、奨学金制度、スポーツ大会補助等を実施。
 森林資源保護
ゴムの苗木や栽培技術を提供。

造成された水田・灌漑水路

キャンプ近くの小学校
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２.２.４ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 土地利用のゾーニングによって住民の農
業利用に一定の制約がかかることとなる。 ・ 今後の人口増加等によって農業需要が高
本プロジェクトでは、農業利用に制約がか
まることが予想され、それに対する対応が
かる代償として農業技術支援等を行って
課題となっている。
おり、住民に配慮している。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 年間の施業計画等について、毎年度末に住
民説明会を各村で実施している。
・ 森林保全・生物多様性保全については、ポ
スターの掲示等で啓発を行っている。ま
た、定地型農業について小学校で実習講義
を行う等、理解を呼びかけている。

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 年間の施業計画等について、毎年度末に住
民説明会を各村で実施している。
（再掲）
・ コミュニティ開発プログラムについては、
各村に配置しているスタッフが日常的に
住民と情報のやりとりを行っている。その
中でプロジェクトに関する情報が住民に
伝えられるほか、住民が抱える問題等が把
握されている。
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２.３.３ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ まずは村担当者レベルで相談に応じ、解決
を図ることとしている。
・ 村レベルで作成される月次レポート
（図 3）
には紛争の種となるトラブルに関する情
報も含まれている。対応が必要なものにつ
いては、キャンプの担当者が解決を図るこ
ととしている。

２.３.４ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 農業・家畜飼育・ゴム栽培等の技術支援を
行っているほか、森林資源調査等の作業に
参加するよう呼びかけている。

２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林資源について、10 ヵ年計画を作成す
るために対象地全域においてサンプルプ
ロット調査実施したほか、年次計画作成の
ために伐採区毎木調査を行っている。
・ 水質については、対象地内の小川でロガー
を利用した流量調査を行っている。
・ 生物多様性については、大型哺乳動物等の
動物相調査を実施しているほか、永久プ
ロットによる植生調査等を行い、植物相に
対するプロジェクトの影響を把握してい
る。
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２.４.２ 配慮活動の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 国 立 公 園 と の 隣 接 エ リア を バ ッ フ ァ ー
ゾーンに指定し、伐採計画から除外してい
る。
・ 動物相のモニタリング調査に基づき、オラ
ンウータンの生息地等を伐採計画から除
外している。
・ 列状植栽する苗木はすべてコンセッショ
ン内で集められた種子や実生から育苗さ
れたものを使用している。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 伐採による資源量の低下を補うため、在来
樹種の列状植栽を行っており、それにより
持続的な森林経営を図っている。

２.６ リーケージへの対処
プロジェクトの対象外。
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カンボジア王国

オッダミアンチェイ州コミュニ
テ ィ 林 業 REDD プ ロ ジ ェ ク ト
（OMCFRP）

PJ 名

対象地

積

67,853 ha

人

口

約 24,400 人
行政主導型

概

施
体

活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

援助資金

期

2008 年 1 月～2038 年 12 月

オッダミアンチェイ州

面

実
主

環境

カンボジア王国森林局（FA）
Pact
Children's Development
Association（CDA）

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

要

カンボジア北西部に位置するオッダミアンチェイ州では、森林コンセッションや移住者の増
加、軍の活動等に伴う森林伐採により、急速な森林減少と劣化が深刻な問題となっている。
こうした中で、カンボジア森林局（FA）の下、Community Forestry International（CFI）と
Pact が中心となり、州内の 13 のコミュニティ林業（CF）を対象とした REDD プロジェクトを 2008
年 1 月に立ち上げた。CF 制度の活用が特徴で、地域住民の土地保有権の強化や、非木材林産物
（NTFP）を用いた生計向上支援活動等を Children's Development Association（CDA）が現場
で支援している。また、仏僧団体が管理支援する CF では、生物多様性保全とモニタリング活動
が活発である。こうした活動が評価され、2013 年 8 月には VCS/CCBS のダブル認証を取得し、
炭素クレジットが発行された。しかし、住民の CF 利用権が大量の移住者や軍の活動によって一
部で脅かされており、また炭素クレジット市場の低迷等の影響で活動が停滞する懸念もあるた
め、今後の先行きについては注視する必要がある。

対象地に広がる乾燥フタバガキ林

移住者による CF 内への違法入植
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、カンボジアの人口は 14.7 百万人（2013 年）であり、総人
口の約 90％をクメール族が占めている。
Indigenous People NGO Network（2010）によると、2006 年時点の各種調査結果より 20 の先
住民族が確認され、2008 年の人口センサスでは、母語区分の比率に基づき約 179,000 人の先住
民が居住しているとされている。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるカンボジアの GDP は約 142 億米ドル（1 人
あたり 933 米ドル）である。
カンボジアの主要産業は農業であり、GDP の 33.6％を占めている。次いで縫製業が 9.9％、建
設業が 6.5％、観光業が 4.6％である（いずれも 2012 年のデータ）
。
なお、世界銀行によると、2011 年における貧困率は 20.5％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるカンボジアの森林面積は 1,009 万 ha であり、国土面積
の約 57％を占めている。このうち天然林は 1,003 万 ha、人工林は 7 万 ha である。
カンボジア森林局（FA）及び JICA の森林タイプ別面積データによれば、落葉樹林が最も広く
約 471 万 ha を占め、続いて常緑樹林が約 372 万 ha、半落葉樹林が約 14 万 ha 等が広がってい
る。
カンボジアの森林面積は、1990 年から 2010 年にかけて約 22％減少した。森林減少速度は毎年
1％以上、一次林に限っては毎年 4％以上であり、面積、質ともに著しく劣化している状況であ
る。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
森林減少・劣化の主な要因は、農地等への土地転用、森林火災、違法伐採等であるが、その背
景には脆弱な行政運営能力、地方の貧困、人口増加等がある。
FCPF に提出した REDD プラスの準備段階に関する活動提案書（R-PP）によると、多様な生態系
サービスを供給する森林が減少・劣化すると、他の部門に影響が及ぶとされている。例えば、ト
ンレサップ湖上流域の森林伐採は、水源涵養能力の低下に伴うトンレサップ流域の流量減少や土
砂流入等を引き起こしており、流域の漁業や農業に負の影響を与えている。
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１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1995 年（批准）

ラムサール条約

1999 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1997 年（批准）

１.１.６ 関連する国内法制度
憲法
（1993 年）

・ 総ての国民が平等であり、同等の権利と自由
を享受し、同等の義務を負う。また、国連憲
章や世界人権宣言等に示されている人権を
認識し、尊重する。
（第 31 条）

森林コンセッションに関
する閣僚会議令
（2000 年）

・ コンセッションの管理計画と施業モニタリ
ングについて、地域住民との協議とその参画
を保証する。（第 4 条）
・ 地域住民が利用するコンセッション内の森
林資源や信仰的価値へのアクセスを保証す
る。（第 4 条）

土地法
（2001 年）

・ 先住民が伝統的慣習に基づいて地域社会や
不動産を管理する。
（第 23 条）
・ 先住民が法に基づく権利、補償、保護を得る
ことができる。
（第 24 条）
・ 先住民社会の不動産の境界は実態に応じて
決定される。（第 25 条）
・ 不動産所有権は先住民の慣習に基づき伝統
的な意思決定メカニズムによって行使され
る。（第 26 条）

森林法
（2002 年）

・ 森林コンセッションは先住民と地域住民の
慣習的権利を妨げてはならない。（第 15 条）

憲法
（1993 年）

・ カンボジア籍の個人と法人のみが土地を所
有することができる。（第 44 条）

土地法
（2001 年）

・ 国有地及び合法的に取得された私有地の権
利を尊重する。
（第 3 条）
・ 1979 年以前の土地の所有権は失効。
（第 7 条）
・ カンボジア籍の個人と法人のみが土地を所
有することができる。（第 8 条）
・ 自然由来の土地（森林含む）は国有とする。
（第 11 条）

森林法
（2002 年）

・ 関連機関は、森林の区分や登録、境界設定を
行う際に関連する地域社会と調整し、先住民
社会の土地登録を支援する。（第 11 条）
・ 地域住民による CF 制度を創設。
（第 43 条）

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権
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土地の
所有権
利用権

コミュニティ林業に関す
る閣僚会議令
（2003 年）

生物多様性国家戦略
（2002 年）

生物多様性

・ コミュニティ林業（CF）は国有地であり FA
が管轄する。
（第 3 条）
・ CF 管理は地域住民の選挙を経た代表が行う。
（第 4 条）
・
・
・
・
・
・
・
・

全国で植林や植生回復活動を推進
違法伐採を阻止するために法執行を強化
コンセッションの配分と管理を評価
森林保護・管理への地域住民の参画
環境配慮型の森林施業の導入
森林資源の状態とトレンドをモニタリング
恒久林の境界を設定
森林インベントリ調査等を実施

国家四辺形戦略
（2004 年）

・ 持続可能な森林管理、保護区の設置による生
物多様性保全、CF による林業改革を掲げてい
る。

国家戦略的開発計画
（2008 年）

・ 2013 年までに国土面積における森林率を
57.59％（2009 年）から 59.19％に回復させ
る。
・ CF の承認数を 210 件（2009 年）から 450 件
まで増やす。

国家森林プログラム
（2010 年）

・ 保護林面積を 300 万 ha、持続可能な森林管
理下の森林面積を 240 万 ha、輸出材の認証
材比率を 50％にそれぞれ増やす

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
オッダミアンチェイ州のプロジェクト対象地（面積：67,853 ha）はカンボジア北西部のタイ
国境地域に位置しており（図 1、図 2）
、常緑樹林、乾燥フタバガキ林、天然生二次林等のタイプ
の森林が分布している。

図 1 対象地のオッダミアンチェイ州（出典：CCB-PDD）
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図 2 対象地の地理的配置（出典：CCB-PDD）
プロジェクト開始時、対象地域には登録された村が 58 あり、世帯数は約 9,900、総人口は約
45,800 人（うち女性は約 22,300 人）だった。このうち、プロジェクトの対象となっている 13
のコミュニティ林業（CF）に参加しているのは、約 8,000 世帯、約 24,400 人（うち女性は約 12,000
人）である。人口のほとんどはクメール族だが、一部地域にクイ（Kuy）族が居住している。ま
た、CF の一つはクイ族が大多数を占める複数の村によって管理されている。

１.２.２ プロジェクトの概要
オッダミアンチェイ州は、歴史的に人口密度が比較的低い森林地域であった。森林法（2002
年制定）によると、州内の森林のほとんどが国有林にあたるが、境界策定が始まったのが近年の
ため、多くの利害関係者が土地の所有権・利用権を主張している。1991 年～1995 年にはタイ企
業による大規模な森林コンセッションにより、高級商用材の多くが伐採された。また、他地域よ
りも長く内戦が続いたため、情勢が安定化した近年は多くの国内移民が流入し、1998 年から 2008
年の 10 年間で州内の人口は約 3 倍に増加した。これにより、同州では 2000 年代前半に森林減少
が年率 2.9％（国内平均の 4 倍以上）と非常に高い数字を示した。この地域の住民は森林が提供
する非木材林産物（NTFP）に大きく依存した生活を送っているため、急速な森林減少と人口増に
伴う森林資源利用圧の増大によって地域住民の生活が脅かされることとなった。
こうした状況を受けて、2004 年頃から草の根的な森林保護活動が広がり、NGO や仏僧団体の支
援の下、住民自身の資源利用を制御するだけでなく、移住者やコンセッションによる森林伐採を
抑止し、地域住民による森林資源利用の法的権利を獲得するために、コミュニティ林業（CF）の
設立準備が活発化した。その結果、2008 年までに 13 の CF が設立され、2011 年までにそのほと
んどがカンボジア森林局（FA）と 15 年間の CF 利用を約束する合意文書を交わした。
これらの CF を対象に、
森林保護と持続可能な森林資源利用の強化を目的として、FA の下で 2008
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年に「オッダミアンチェイ州コミュニティ林業 REDD プロジェクト（OMCFRP）
」を実施することと
なった。これは、カンボジア政府公認の REDD プラスプロジェクトの第一号である。プロジェク
ト期間は 30 年（2008 年 1 月 1 日～2038 年 12 月 31 日）となっている。生物多様性および文化的
な保護価値の高い要素（HCV）の保全活動も予定されており、2013 年 8 月に VCS/CCBS のダブル
認証を獲得し、カーボンクレジットが発行された。

１.２.３ 実施体制
コミュニティ林業（CF）の対象地は国有林のため、カンボジア森林局（FA）が実施主体である。
REDD プラスのプロジェクト計画の承認や監督は FA 中央が担当し、現場での保全活動やパトロー
ル、モニタリング活動等の支援は Cantonment（州森林局）以下が対応している。しかし、実際
の計画立案やプロジェクト活動の実施については、CF 設立時から地域住民を支援している複数
の NGO（CFI、Pact、CDA）や米国のコンサルタント（TGC）などが FA の実施パートナーとして実
質的に中心的な役割を担っている（図 3）。実際のプロジェクト設計については、Community
Forestry International（CFI）とその後を引き継いだ Pact が中心となって取りまとめ、技術的
側面および炭素市場での交渉については米国のコンサルタント Terra Global Capital（TGC）が
担当した。また、現場における活動については、Children's Development Association（CDA）
が中心となって進めている。2012 年夏頃、Pact の活動資金が切れたため、CDA の役割が増大し
つつある。

図 3 実施体制図
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地域住民は基本的に CF メンバーとしてプロジェクトに参加している。CF メンバーによる選挙
によって選出された CF 管理委員会（CFMC）がそれぞれの CF サイトを管理している。CFMC は、
代表、副代表、秘書官、会計、普及担当、植林担当、パトロール担当の 7 名程度で通常構成され
る。また、CF 間の連携や情報交換のために各 CFMC で構成される CF 連合（CFF）が設立され、FA
や NGO、市民団体などとの連携や意見交換を担っている。
プロジェクト対象の CF の中で最大の面積を持つ Sorng Rokavorn CF では、サムロン市を拠点
とする僧坊の仏僧が、ボランティアで日常的なパトロールを含めた森林管理や生物多様性モニタ
リングを行っており、地域住民に対して持続的な資源利用を指導している。この仏僧団体は森林
保護に仏教的な思想を織り交ぜたプロジェクトの普及啓発活動を CDA や FA と連携して展開して
おり、地域の森林保全活動の重要な推進役となっている。

１.２.４ 成功要因
 コミュニティ林業（CF）制度の活用
プロジェクトでは森林法（2002 年）とコミュニティ林業に関する閣僚会議令（2003 年）、
付随するコミュニティ林業ガイドラインの下、CF 制度を活用し、地域住民による森林資源
の法的な利用権を強化することで、FA との協力関係の下、地域住民自身による積極的な森
林保全活動を狙っている。地域住民は CF 管理委員会の設立とその代表選挙を通して、森林
管理の意思決定に参加する機会を獲得している。
 様々な標準作業手順書（Standard Operating Procedures）の開発
米国のコンサルタント会社 Terra Global Capital を中心に、バイオマス推定、社会アセス
メント、天然更新補助、生物多様性評価等について、他の REDD プロジェクトにも応用可能
な新しい標準作業手順書を開発している。これによって、プロジェクトの効果の効率的な
モニタリングが可能になることが期待されている。
 保護価値の高い要素（HCV）の保全活動
プロジェクトの計画書では、生物多様性と文化的価値両面で保護価値の高い森林を特定し、
保全していくことを盛り込んでいる。2011 年には Birdlife International によって、4 つ
の CF で生物多様性アセスメントが行われ、保全価値の高い希少種の生息が多数確認された。
これにより、CCB スタンダードのゴールド認証を獲得した。
 仏教的価値観を取り入れた普及啓発
プロジェクトの初期段階において、住民の理解醸成が大きな課題として挙げられた。その
中で、CF 制度を利用した森林保全を早くから推進していた仏僧団体や CDA を中心に、地域
住民に馴染みやすい仏教的価値観を取り入れた普及啓発活動（説法やポスター）が行われ
たことで、地域住民の理解が進み、こうした活動はプロジェクトの象徴的な位置づけとし
ても一役買っている。仏僧団体と CDA による普及啓発には、プロジェクトの準備資金が投
じられている。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通り。プロ
ジェクトでは特に「森林法」、「CF 管理に
関する閣僚会議法令」との一貫性を重視し
ている。
・ 対象とされている 13 の CF のほとんどにお
いて、政府の承認が得られ、CF に参加す
る住民による選挙で選ばれた CFMC を主体
とした森林管理が FA の指導の下で行われ
ている。

・ CF が承認された以降も、タイ国境付近で
のカンボジア軍の活動や、移住者による違
法伐採や定住により、地域住民による CF
の利用権が脅かされている。

・ 地域住民代表と NGO、FA（県・林業事務所
レベル）の間で月 1 回のペースで情報共有
や課題に関する議論を目的とした会合を
開催している。
・ 州レベルのワーキンググループとオッダ
ミアンチェイ州 CF 連合の四半期に 1 度の
会合において、地方自治体担当者にプロ
ジェクトの進捗や成果を報告している。
・ CFMC と FA、軍、警察などによるパトロー
ル活動に関する会合を定期開催すること
で合意している。
・ 情報伝達は基本的に CFMC を通じて行わる
ほか、FA や NGO が同席する村落単位の会
合が必要に応じて開催されている。
・ クメール語のパンフレット配布、ポスター
掲示、ビデオ上映等のほか、村落ごとに土
地利用計画図の掲示等を行っている。
・ 識字率が低いため、マイノリティに対して
はできるだけ書面以外の手段を用いる必
要がある。このため、村落会合をできる限
り数多く開催している。
・ Pact ホームページにプロジェクト概要の
ほか、プロジェクト文書、活動に関するビ
デオ、事例報告書等を公開している（文書
は主に英語、ビデオは英語またはクメール
語に英語字幕）
。
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・ 定期会合の開催が合意されているが、開催
の周期は不定期で、協同パトロール活動の
実施が遅れている。

表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

環境保護と天然資源管理
法

生物多様性を含む環境資源の保全と持続的利用を定めてい
る。また、環境影響評価の実施根拠を定めている。

土地法

土地に関する権利を定めている。森林は基本的には国有地と
している。また、先住民による慣習法に基づく土地の管理を
認めている。

○

森林法

森林の区分（保護林、生産林）や各区分の定義、CF 制度の設
置等を定めている。

○

CF に関する閣僚会議令

CF の設立手順、森林管理や利用の権利、地域住民と森林局の
役割、CFMC の選出等を定めている。

国家森林プログラム

国家四辺形戦略と国家戦略的開発計画に定められた政策目標
を森林分野で遂行するためのプログラム。9 つの戦略的優先事
項と 6 つの政策分野を定め、CF 推進を政策分野の一つに挙げ
ている。

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ CF 設立の際に、CF 候補地の周囲の村落に ・ 移住者が現在も入植している地域のため、
居住するほぼ総ての住民に対して、CF の
後発的な「地域住民」とそのコミュニティ
仕組みや利用権の強化の利点等を説明し、
が次々に形成されている。CF 外に居住す
CF に参加するか選択権を付与している。
る移住者については、CF 加入を通して、
CF 境界策定の際には、話し合いに基づい
CF の違法利用を抑制し、持続的な資源利
て、一部で個人の所有権を放棄し、CF と
用と保全活動への参加を促そうとしてい
しての共同管理への協力を合意した場合
る。
もある。
・ CF 制度の下、CF 管理の意思決定を担う住
民代表団（CFMC）を CF に参加する地域住
民が選挙によって選出することで、CF の
法的な利用権を確保し、保護管理に積極的
に関与している。
・ 先住民のクイ族も同様の手段で CF の管理
と利用に参画している。
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２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ CF 制度の下、地域住民の慣習や伝統的知
識に基づく資源利用の権利が保証され、生
活向上と森林保護が同時に進められてい
る。
・ CF メンバー外であっても、自家消費のた
めであれば、他の地域住民が CF の資源を
利用することが可能である。

２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ FPIC の概念を取り入れたプロセスを用い
て、CF メンバーの代表者（CFMC）を対象
とした REDD プラスプロジェクトに関する
ワークショップや会合を何度も開催（使用
言語はクメール語）
。最終的に、2011 年 10
月 14 日の会合において、拍手による意思
表示を用いて住民のコンセントを確認し
ている。

・ CFMC 以外の一般の CF メンバーに対する会
合も開催されているが、FPIC の概念に基
づくコンセントが得られた形跡は確認さ
れていない。
・ 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 特に 問 題 視 さ れ な
かったが、先住民問題は内務省管轄のた
め、森林局内部では省庁間の調整の困難を
懸念して、慎重な意見もある。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ REDD プラスプロジェクトの収益はまずプ
ロジェクト費用の支払いに回し、残った利
益のうち最低 50％を地域住民団体に提供
することを決めている。
・ 住民に提供された資金は CFMC 基金として
運用を計画している。
・ 残りは森林の質の向上（主に天然更新補
助）と新たな炭素クレジットを創出するた
めの REDD プラスサイトの調査に配分する
予定。

・ CFMC は基金運用の経験が乏しいため、キャ
パシティビルディングが必要
・ 地域住民団体間での利益配分の比率の決
定方法がまだ定まっていない。各 CF のパ
フォーマンス（炭素固定量、パトロール、
住民参加）、森林面積、生物多様性の豊か
さ、人口等に応じた配分案が話し合われて
いる。
・ 地域住民の間で金銭的利益配分に対する
過度の期待が高まっている。
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２.２.５ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト実施に伴うネガティブイン
パクトは、違法伐採、狩猟、炭生産等の森
林資源利用の制限や薪炭利用の低下に伴
う家畜等の伝染病の増加である。
・ 森林資源利用の制限については、持続可能
な NTFP の収穫方法の教育と現金収入向上
のための市場開拓支援、パトロールによる
雇用創出、農業技術の向上等の活動が実施
または実施が予定されている。
・ 家畜の伝染病予防策として、家畜用の蚊帳
の配布が予定されている。
・ 社会的弱者の支援として、地雷除去や森林
火災、森林施業等に伴う危険作業に関する
安全管理訓練を行い、障害者世帯の定期的
なモニタリングも行う。

・ 多くの活動が計画のみで資金不足のため
実施されていない。また、実施されていて
も、プロジェクトの一部地域に限られてい
る。
・ 炭 素 ク レ ジ ッ ト の 売 却益 を 用 い る 算 段
だったため、売却の遅れも活動の停滞を招
いている一因である。

２.２.６ モニタリングの実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 2008 年にベースラインとなる世帯調査を
実施。さらに、Validation の調査を 2012
年に、Verification の調査を 2013 年に実
施。
・ 貧困層や障害者世帯を対象にしたモニタ
リングを計画しているところ。

・ 住民参加型モニタリングを計画し、2011
年から住民ワークショップを開催。政府と
森林保全に関して議論する際に、地域住民
の発言力強化に貢献することが期待され
ている。一方で、女性の参加率が低いこと
が課題。
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２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト開始にあたり、2008 年 1 月
から 3 月にかけて世帯調査と合わせてプ
ロジェクトの住民説明会を開催。
・ 州内の軍や警察、行政区の代表らを対象に
プロジェクトの仕組みの説明と協力依頼
のための会合を森林局が随時開催。
・ 住民会合開催や資料配布を補助するため
に、2008 年 4 月から CDA と仏僧団体が支
援を受けた。仏僧団体を中心とした活動で
は、仏教的価値観を取り入れた普及啓発を
実施。
・ 2009 年以降、プロジェクトの活動内容や
影響、対策、政府合意文書等に関するク
メール語のパンフレットを会合で配布。ま
た、クメール語のビデオ上映も実施。

・ 地域住民の間で金銭面での利益配分につ
いて過度の期待が高まっており、利益配分
に関する理解醸成が今後大きな課題にな
る可能性が指摘されている。
・ REDD プラスの背景や仕組みよりも、セー
フガードに関する理解醸成が今後重要視
されている。

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ CF 管理（境界設定、資源管理、パトロー
ル等）に関する住民の合意形成は選挙で選
出 さ れ た コ ミ ュ ニ テ ィ林 業 管 理 委 員 会
（CFMC）が住民を代表して進める。
・ REDD プラスプロジェクトに関する合意形
成は、Pact、CDA、仏僧団体、FA 等が支援
する複数回の CFMC 合同会合で実施。議論
は基本的にクメール語で行われ、意見はク
メール語で書き出されている。
・ 国レベルの合意形成については、2008 年
11 月に森林と環境に関するテクニカル
ワーキンググループ（TWG-F&E、政府の政
策立案者とドナーによって構成）に対して
説明が行われ、TWG-F&E と首相の承認（ク
メール語による公式文書 Sar. CHor. Nor.
No.699）が得られた。

・ CFMC 間の定期会合開催のための資金不足
が懸念されている。

・ 情報伝達からステークホルダーが対応す
るまでの時間は CFMC での合意形成の進捗
による。主に CDA と仏僧団体がサポート。
コンセッションに関するパブリックコメ
ントについては、最低 60 日間と閣僚会議
令で定められている。
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２.３.３ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ まずは CF 単位で CFMC を中心に解決を図
り、解決できない場合は、CFF で共有して
協議を行う。
・ CFMC から行政への要望等については、代
表である CFF を介して、FA や軍、警察、
地方行政等の関係機関に報告や要請、CF
利用権の保全要求等を行う。
・ 軍の活動に伴う CF の権利侵害について
は、軍と森林局と CFMC 間で何度も協議を
行っている。

・ CF 外に居住する移住者や軍関係者家族に
よる資源利用は CF メンバーに組み込むこ
とで、解決を図ろうとしているが、違法資
源利用が継続する中での合意に時間を要
している。
・ CF 内での移住者の定住については、CFMC
や CFF が FA 及び地方自治体に権利の保全
を訴え、行政判断を待っているが、その間
にも違法定住が拡大している。今後、CF
境界を再定義する必要が生じる可能性も
ある。
・ 軍の活動に関しては協議の効果が小さく、
紛争解決の手続きが不透明。

２.３.４ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ CF 設立時に、森林の周囲にある総ての村
落の住民が参加できるように配慮。
・ プロジェクトでは、貧困層の 50％以上の
参加を目標に、貧困層をターゲットとした
CF への加入支援を実施。
・ 社会的弱者を対象としたモニタリング活
動を計画している。

２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林タイプとその面積・空間配置のモニタ
リングのほか、哺乳類と鳥類のインベント
リ調査・ライントランセクト調査・カメラ
トラップ調査、外来種と家畜の調査を実
施。

・ 植物の専門家が不在だったため、植物種の
調査があまり充実していない。調査を行う
専門家や団体の能力に大きく依存してい
る。
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２.４.２ 生物多様性に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林減少に伴う希少種の生息地の減少が
懸念されており、REDD プラスプロジェク
トによる違法伐採の取り締まり、在来種の
植林、NTFP 利用を通した森林保護の促進
等によって影響を緩和する計画。
・ 特定の有用樹種の過剰利用が懸念されて
いるが、有用材の植林と持続可能な利用計
画の導入により対応することを計画して
いる。
・ 森林減少と狩猟による希少動物や種子散
布者（哺乳類、鳥類）の減少が懸念される
が、パトロール活動によって対応。
・ 森林伐採と火災による外来生物の増加が
懸念されるが、伐採活動と火災の抑制、植
林に伴う外来種の除去等によって侵入を
防止している。

・ 地域住民によるパトロールは治安や労力
から限界がある。軍や警察の協力が不可欠
だが、資金や機材が不足し、腐敗もあり、
効果的な活動ができていない CF が多い。
・ 本格的な森林保全活動や持続的な資源利
用を実施できているのは、仏僧団体が支援
する一部の CF に限られている。
・ 人為的な火災は多くの CF で依然問題と
なっている。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ CFMC 基金の立ち上げが検討されている。
基金管理の経験が乏しいため、キャパシ
ティビルディングも計画されている。

・ プ ロ ジ ェ ク ト 実 施 や キャ パ シ テ ィ ビ ル
ディングを支援してきた Pact が資金切れ
のため、計画や支援が停滞している。
・ 炭素市場の低迷により、活動資金の先行き
が不透明である。
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２.６ リーケージへの対処
計画／進捗・成果

課題・改善点／今後の予定

・ プロジェクト対象である CF サイトの周囲
にバッファゾーンを設定し、以下の 5 つの
リーケージ対策活動を計画・実施。
 森林伐採圧を抑制のための効率的なス
トーブの導入
 薪炭利用の抑制に伴う家畜の伝染病対
応のための家畜用の蚊帳の導入
 森林の農地への転換を抑制するための
農業集約化・効率化の支援
 水タンクや井戸等の水資源開発の支援
（住民は水資源開発提案書を提出しそ
れに基づき少額融資が行われる）
 NTFP の持続的利用の技術指導と現金収
入増を促すために市場アクセスを確保
するための支援

・ プロジェクト活動を支援してきた Pact が
資金切れのため、一部の活動が停滞してい
る。
・ 炭素市場の低迷により、活動資金の先行き
が不透明。
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ベトナム社会主義共和国

PJ 名

対象地

東南アジア REDD プラスによる多
目的便益創出プロジェクト
（Delivering Multiple Benefits
from REDD+ in Southeast Asia
［MB-REDD］
）

環境
活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

援助資金

期

2010 年 12 月～2016 年 5 月

ラムドン省

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

2

面 積

9,764.8 km

人 口

1,234,559 人
民間主導型（非営利目的）

実 施
主 体

The Netherlands Development
Organization（SNV）
Vietnam REDD+ Office（VRO）

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処
リーケージへの対処

概 要
本プロジェクトは、国レベルの REDD プラス実施計画作成に向けた準備段階の取組であり、準
国レベルで活動を実施し、その成果を国レベルの計画づくりやガイドラインに反映するととも
に、他省での普及・実施を目指している。
具体的には、①環境と社会の共同利益実現のためのナレッジプロダクトの創出、②国家 REDD
プ ラス プロ グラ ムの 一環 とし ての 環境 社会 セー フガ ード のロ ード マッ プ作 成、 ③ REDD+
Implementation Plan（RIPs）のパイロット活動、④Participatory Forest Monitoring（PFM）
モデルの発展、⑤ローカルレベルでの利益配分システム（BDS）の設計と準国レベルでの計画づ
くりが含まれる。

非木材林産物の採取に行く住民

PFM の試行
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、ベトナムの人口は約 8,970 万人（2012 年）であり、総人
口の約 86％を占めるキン族と 53 の少数民族から構成されている。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるベトナムの GDP は約 1,377 億米ドル（1 人
あたり 1,523 米ドル）であり、2013 年上半期の経済成長率は 4.9％である。
ベトナムの主要産業は農林水産業、鉱業、軽工業である。
なお、世界銀行によると、2010 年における貧困率は 20.7％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるベトナムの森林面積は 1,380 万 ha であり、国土面積の
約 44％を占めている。このうち天然林は 1,029 万 ha、人工林は 351 万 ha である。
森林は利用目的によって保護林、特定利用林、生産林の 3 種類に区分されている。農業農村開
発省（Ministry of Agriculture and Rural Development：MARD）によると、2008 年末時点の各
森林の面積は順に 470 万 ha、210 万 ha、620 万 ha である。
ベトナムの森林は 1940 年代から 1990 年代にかけて大幅に減少したが、
以降は急回復しており、
FRA 2010 によると 1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 47％増加した。しかし、これは主
に人工林の拡大に伴うものであり、一次林については同期間に約 80％もの面積が失われた。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
森林減少・劣化の主な要因は、かつては戦争及び現地住民や移民による生計確保のための森林
から農地への土地転用であった。近年は、コーヒーやカシューナッツ、コショウといった食品の
生産・輸出の拡大を背景とした農地開発が主な要因となっている。

１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1994 年（批准）

ラムサール条約

1989 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1994 年（批准）
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１.１.６ 関連する国内法制度
先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

憲法
（1992 年）

・ 各民族は平等であるとともに、民族的特性を
維持しながら風俗・習慣・伝統・文化を発展
させる権利を有している。
（第 5 条）

土地法
（2003 年）

・ 土地は国民の所有物であり、国が所有権を代
表する。国は個人や世帯、組織に一定期間の
土地利用権を与える。（第 5 条）

森林保護開発法
（2004 年）

・ 一般世帯や個人は森林の利用権を保有し得
る。（第 5 条）

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
本プロジェクトの対象地であるラムドン省は中部高原地帯に位置しており、面積は 9,764.8
km2 である。
ラムドン省には、移住してきたキン（Kinh）族に加えて、27 の少数民族（Co Ho、Chau Ma、
Chu Ru、Mnong、Rac Lay 等）が居住している。それぞれの少数民族は独自の言語を持ち、プロ
ジェクト対象地のコミューンには主に Co Ho と Chau Ma の 2 つの少数民族が居住している。
主要な産業は鉱物部門、製造業、電気供給、水源供給、汚水処理である。近年は山岳地帯の社
会経済開発や森林の保護・管理について多くの政策やガイドラインが作成されており、エコロ
ジーのバランスや就業機会の創出、少数民族の生活安定を目指している。
森林面積は 1999 年に 618,537 ha（うち天然林：591,210 ha、人工林：27,327 ha）であった
のが、2010 年には 598,192 ha（うち天然林：532,398 ha、人工林：65 794 ha）となっており、
10 年の間に森林は 20,345 ha 減少した。

図 1 対象地の地理的位置
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１.２.２ プロジェクトの概要
ベトナムは気候変動分野の取組を先行的に実施しており、UN-REDD プログラムで対象となった
初期の 9 か国のうちの 1 つであり、世界銀行の FCPF の下で準備段階計画書（R-PIN）の承認を最
初に受けた国でもある。ベトナム政府は、UN-REDD ナショナルプログラムと世界銀行との連携に
より REDD プラスの準備段階において支援を受けており、2009 年より多くの活動が実施されてい
る。
そのうち、SNV は「生物多様性」
、
「住民への利益還元」、「土地利用」、「能力向上」、
「森林炭素
ストックのモニタリング」等をキータスクとする取組を進めており、ラムドン省では「High
biodiversity REDD in Vietnam (2011-2013)」を実施している。本プロジェクトは実質的にその
内容を発展させた後継事業であり、REDD プラスそのものではなく、将来的にベトナムが REDD プ
ラスを実施するために必要な能力の強化、ツールの開発といった準備段階の活動が主な内容と
なっている。

１.２.３ 実施体制
本プロジェクトの実施主体は SNV（The Netherlands Development Organization）であり、MARD
の一組織である Vietnam REDD+ Office（VRO）等が協力している。

１.２.４ 成功要因
本プロジェクトの実施主体である SNV は、ベトナム政府の REDD プラスワーキンググループの
一員であり、国レベルでのセーフガードロードマップ作成等の分野でも協力しているため、政府
との連携が十分に確立されている。また、ラムドン省では本プロジェクト以外にも数多くの森
林・環境分野プロジェクトが実施されており、各プロジェクトの知見や経験が互いに共有してい
ることも成功要因として挙げられる。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通り。プロ
ジェクトでは特に「森林保護開発法」、「森
林保護開発計画」、「森林環境サービスに
対する支払い」との一貫性を重視してい
る。
・ VRO が連携機関として関与しており、国内
の法制度等との一貫性は確保されている。
・ プロジェクトでは、省や郡レベルの機関と
も連携している（ベトナムでは、NGO やプ
ライベート企業が森林関連活動を実施す
る際、必ず省人民委員会（PPC）や郡人民
委員会（DPC）に報告・相談をすることと
されている）
。
・ 少数民族は独自の言語を使用するため、政
府機関の担当者等、外部とコミュニケー
ションをとることは必ずしも容易ではな ・ プロジェクトの情報はインターネット上
い。しかし、小学校や中学校に通う子供た
に公開されているが、地域住民がアクセス
ちはキン族の言葉（ベトナム語）を理解す
することは困難であり、また情報を主体的
ることができ、またその内容を家族と共有
に探そうとする人以外にはあまり有効で
できるため、学校教育を通じたコミュニ
はない。そのため、広く一般向けに波及さ
ケーションを活用している。
せる方法について検討する必要がある。
・ その他、看板の設置やリーフレット、テレ
ビ・ラジオ等のツールも活用されている。
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表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

森林保護開発法

森林の定義や区分、各森林の機能を定めている。森林所有権、
利用権のほか、森林所有者の義務等も明記している。

生物多様性法

生物多様性保全計画、国家マスタープラン、自然生態系や種、
遺伝資源の保全と持続的開発、国際協力等について定めてい
る。

環境保護法

戦略的環境アセスメントや環境影響アセスメント、自然保護
区の保全と利用、経済活動における環境保護、都市部や居住
地域での環境保護、水資源保護等について定めている。

土地法

各土地カテゴリーの利用、利用者の権利と義務、行政手続き、
等を定めている。

○

森林保護開発計画

包括的な森林保護開発計画であり、既存の森林を効果的に管
理することによって森林被覆を 2015 年までに 42～43％に、
2020 年までに 44～45％にすることや生活の改善を目的として
いる。

○

森林環境サービスに対す
る支払い（PFES）

森林所有者に対して森林を保護し、生態系サービス提供のた
めに管理するインセンティブを与えるプログラムである。

○

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 土地の所有権の管理をしている機関は、
MONRE 及び天然資源環境局（DONRE）であ
る。コミューンレベルでは、土地行政官が
管理している。

・ ベトナムでは村落境界があいまいなケー
スが多い。REDD プラス活動を促進するた
めには、プロジェクトレベルで解決を図る
だけではなく、国レベルでも村落境界の設
定について検討する必要がある。

２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ REDD プラスの重要なステークホルダーで
ある少数民族は、森林資源に依存しながら
生活しているため、森林管理やモニタリン
グに貢献することができる。
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２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 地域住民に対して、「REDD プラスとは何
か」、「普段の生活にどのような貢献があ
るのか」、
「REDD プラスにおいてコミュニ
ティや関係者にどのような役割・責任が発
生するのか」といった情報を提供してい
る。
「REDD プラスとは何か」という点につ
いては、専門的に解説するのではなく、従
来の植林、森林保護、森林管理等と比較的
近い活動であることをイメージしてもら
い、そこから徐々に詳細な解説を加えるよ
うに工夫している。
・ 説明にあたっては少数民族の言語を使っ
ており、書面ではベトナム語を使用してい
る。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ ラムドン省では、REDD プラス基金が PPC
のチェアマンによって設立されている。原
資は省の森林保護開発資金である。基金か
らは、森林所有者に対して直接支払いが行
われるほか、地域の公共・福利施設への投
資も行われる。

・ 炭素量に応じた配分メカニズムはまだ構
築されていない。

２.２.５ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本プロジェクトでは、地域の代表者等との
コミュニケーション確保を重視し、少数民
族の文化や習慣、特徴を理解するように努
めている。

・ ベトナムには少数民族の権利に関する法
律があるが、多くの少数民族はその存在を
知らない。その背景には、教育水準の低さ
のほか、地域行政機関の意識が乏しいとい
う問題がある。
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２.２.６ モニタリングの実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本プロジェクトにおいてモニタリングの
実績はない。

・ 省 の REDD プ ラ ス 活 動 計 画 に お い て
Participatory
Impact
Assessment
Monitoring（PIAM）というモニタリング手
法を計画している。2014 年に PIAM のパイ
ロット活動を実施し、PRAP（省レベルでの
REDD プラス実施体制整備、参照レベル設
定、利益配分システム構築に向けた地域行
動プログラム）の効果的な実施に寄与する
ことを計画している。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトの活動内容について住民に
対して事前に説明を行う機会を設けてい
る。説明会は 2 カ月にわたり、3 段階に分
けて開催。始めに気候変動や REDD プラス
の概要について説明し、次にプロジェクト
の必要性を説き、最後に活動内容を解説し
ている。説明会のファシリテーターは地域
の言語を理解できる人が担当している。同
説明会には、各世帯から必ず 1 人は参加す
ることとしている。

・ 理解したかどうかを問いかけると、多くの
住民は「理解した」と回答するが、実際に
理解した内容を説明させようとすると誰
も説明できない。このように、理解の浸透
度を確認する際には、何らかの検証を加え
つつ、慎重に判断する必要がある。

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 現状、情報のやり取りの多くは地域のレン
ジャーとの口頭で行われている。

・ 地域住民が情報にアクセス方法は非常に限
られており、偏った情報しか入手できてい
ない。
・ 識字率は 35％と低く、少数民族固有の言語
しか分からない人が多い（公用語であるベ
トナム語を理解できない人も多い）。こうし
た中で、コミュニケーションの確保が今後
の課題となる。
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２.３.３ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 深刻な問題が発生した場合、問題解決の方
法としては、地域の権威者と村長との間で
解決することとしている。問題が複雑化す
ると、ビショップ（宗教上の head）が解
決に乗り出すケースもある。

２.３.４ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 Participatory
Carbon Monitoring というモニタリング手
法を開発・実施しており、参加住民に日当
を支払っている。
・ プロジェクトに関する研修やワーク
ショップ等を開催している。

２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本 プ ロ ジ ェ ク ト で は 、 Participatory
Carbon Monitoring というモニタリング手
法を開発・実施している。
（再掲）

・ 参加型のモニタリングでは、参加者の能力
やリソースに限界があり、データの品質管
理が課題となる。また、省レベルから国レ
ベルへ情報を報告する際、情報が損失する
リスク等も存在している。
・ 専門家ではなく地域住民がモニタリング
を行う方が費用対効果の点で有利である
が、初期のキャパシティが低い場合、能力
開発等に投資が必要になることも考えら
れる。
・ 参加者に対する報酬等、インセンティブを
設ける必要がある。

２.５ 非永続性への対処
プロジェクトの対象外。
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２.６ リーケージへの対処
プロジェクトの対象外。
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ベトナム社会主義共和国

PJ 名

対象地

ディエンビエン省 REDD プラス
パイロットプロジェクト

環境
活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

援助資金

期

2012 年 3 月～2014 年 3 月

ディエンビエン省

面 積

約 956,000 ha（省内全域）

人 口

約 480,000 人（省の人口）

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

行政主導型
実 施
主 体

国際協力機構（JICA）
省農業農村開発局（DARD）

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

概 要
本プロジェクトは、省（準国）レベルの REDD プラス実施のための計画を策定する取組であり、
省レベルで活動を実施し、その成果を国レベルの計画づくりやガイドラインに反映するととも
に、他省での普及・実施を目指している。省レベルでの REDD プラス実施計画であるディエンビ
エン省 REDD プラスアクションプラン（以下、PRAP）案の作成と、コミューンレベルで REDD プ
ラスを実施するためのコミューン REDD プラスアクションプラン（以下、C-RAP）案の作成等が
なされている。両プランとも森林管理活動計画に加えて生計向上活動計画等も統合した内容に
なっている。また、このプランの作成にあたって、PRAP のコンポーネントである森林モニタリ
ングやセーフガード等に係るワークショップやセミナー等が開催されており、地域の行政官や
現地住民の能力向上も実施している。その他、省内の森林減少・劣化に対する要因（ドライバー）
に関する調査も実施されているほか、省内でパイロットコミューンを選定し、社会経済に関す
るベースライン調査が実施されている。

コミューンにおける社会経済調査

パイロットコミューンにおけるミーティング
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、ベトナムの人口は約 8,970 万人（2012 年）であり、総人
口の約 86％を占めるキン族と 53 の少数民族から構成されている。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるベトナムの GDP は約 1,377 億米ドル（1 人
あたり 1,523 米ドル）であり、2013 年上半期の経済成長率は 4.9％である。
ベトナムの主要産業は農林水産業、鉱業、軽工業である。
なお、世界銀行によると、2010 年における貧困率は 20.7％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるベトナムの森林面積は 1,380 万 ha であり、国土面積の
約 44％を占めている。このうち天然林は 1,029 万 ha、人工林は 351 万 ha である。
森林は利用目的によって保護林、特定利用林、生産林の 3 種類に区分されている。農業農村開
発省（MARD）によると、2008 年末時点の各森林の面積は順に 470 万 ha、210 万 ha、620 万 ha
である。
ベトナムの森林は 1940 年代から 1990 年代にかけて大幅に減少したが、
以降は急回復しており、
FRA 2010 によると 1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 47％増加した。しかし、これは主
に人工林の拡大に伴うものであり、一次林については同期間に約 80％もの面積が失われた。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
森林減少・劣化の主な要因は、かつては戦争及び現地住民や移民による生計確保のための森林
から農地への土地転用であった。近年は、コーヒーやカシューナッツ、コショウといった食品の
生産・輸出の拡大を背景とした農地開発が主な要因となっている。

１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1994 年（批准）

ラムサール条約

1989 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1994 年（批准）
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１.１.６ 関連する国内法制度
先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

憲法
（1992 年）

・ 各民族は平等であるとともに、民族的特性を
維持しながら風俗・習慣・伝統・文化を発展
させる権利を有している。
（第 5 条）

土地法
（2003 年）

・ 土地は国民の所有物であり、国が所有権を代
表する。国は個人や世帯、組織に一定期間の
土地利用権を与える。（第 5 条）

森林保護開発法
（2004 年）

・ 一般世帯や個人は森林の利用権を保有し得
る。（第 5 条）

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
本プロジェクトの対象地であるディエンビエン省は、ベトナムの北西部に位置しており、省の
西部はラオスと北西部は中国と国境を接している。省の総人口は 480,000 人であり、その 83％
が地方に在住している。
一人当たりの所得は、2004 年の 224,000VND/月 から 2010 年には 611,000VND/月へ増加して
いるが、国内で 2 番目に所得水準が低い省であり、貧困世帯率（所得が 10 米ドル/人/月未満の
比率）も国内で最高（50％）である。
省内の森林面積は約 350,000 ha（省面積の 37％に相当）であり、その内訳は、森林タイプ別
にみると、天然林が 340,000 ha（森林面積の 97％）、人工林が 11,000 ha（森林面積の 3％）で
あり、管理タイプ別にみると、生産林が 102,065 ha、保全林が 177,926 ha、特別利用林が 31,212
ha、非林業用地が 38,987 ha である。
なお、省内には少数民族が居住している（タイ族、ムオン族等）
。

図 1 対象地の地理的位置
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１.２.２ プロジェクトの概要
ベトナムは気候変動分野の取組を先行的に実施しており、UN-REDD プログラムで対象となった
初期の 9 か国のうちの 1 つであり、世界銀行の FCPF の下で準備段階計画書（R-PIN）の承認を最
初に受けた国でもある。ベトナム政府は、UN-REDD ナショナルプログラムと世界銀行との連携に
より REDD プラスの準備段階において支援を受けており、2009 年より多くの活動が実施されてい
る。
ディエンビエン省においては、2009 年 9 月～2012 年 3 月に JICA が「気候変動対策の森林分野
における潜在的適地選定調査」を実施しており、その調査の中でディエンビエン省における REDD
プラス実施に係る基礎調査を行っている。本プロジェクトは、MARD、計画投資省（MPI）
、ディエ
ンビエン省人民委員会（PPC）
、JICA との間で 2012 年 2 月に合意され実施された。
プロジェクトでは DARD 内に REDD プラス活動計画作成のためのワーキンググループを設置し、
定期的に会合を開催しながら PRAP や C-RAP を策定している。
当該プロセスは、ベトナム側の REDD
プラスに関する知識を改善するとともに、計画策定能力、ファシリテーション能力等の向上にも
貢献している（PRAP 及び C-RAP は現在承認プロセス中）
。

１.２.３ 実施体制
本プロジェクトの実施主体は、MARD の省レベル機関である DARD であり、JICA が支援を行って
いる。また、協力機関として Vietnam REDD+ Office（VRO）が参加している。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通りである。
・ VRO が連携機関として関与しており、国内
の法制度等との一貫性は確保されている。

・ ベトナムでは 2012 年に国家 REDD プラス活
動計画（NRAP）を作成しているが、本プロ
ジェクトで作成している PRAP は NRAP の内
容と整合が図られている。

・ ニュースレター（ベトナム語、英語）の作
成 と 配 布 を 行 っ て い る。 ま た 、 ワ ー ク
ショップ等を開催し、プロジェクトの進捗
や結果を一般に公表している。
・ その他、REDD プラス活動計画策定のため
に関係者と公開コンサルテーションを実
施している。
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・ 現在、省レベルのセーフガード提供システ
ムについて検討が行われているところ。
PRAP の下、コミューンレベルにおいてセー
フガードに関するモニタリングを実施し、
その結果をコミューンから郡、郡から省へ
順に報告していくシステムが考えられて
いる。モニタリングを実施する際のツール
としてはチェックリストが考えられてい
る。
・ REDD プラス活動の関係者（行政官等）は
REDD プラスやセーフガードに関する理解
が不足しており、長期的なスパンで啓発し
ていく必要性がある。

表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

森林保護開発法

森林の定義や区分、各森林の機能を定めている。森林所有権、
利用権のほか、森林所有者の義務等も明記している。

生物多様性法

生物多様性保全計画、国家マスタープラン、自然生態系や種、
遺伝資源の保全と持続的開発、国際協力等について定めてい
る。

環境保護法

戦略的環境アセスメントや環境影響アセスメント、自然保護
区の保全と利用、経済活動における環境保護、都市部や居住
地域での環境保護、水資源保護等について定めている。

土地法

各土地カテゴリーの利用、利用者の権利と義務、行政手続き、
等を定めている。

○

森林保護開発計画

包括的な森林保護開発計画であり、既存の森林を効果的に管
理することによって森林被覆を 2015 年までに 42～43％に、
2020 年までに 44～45％にすることや生活の改善を目的として
いる。

○

森林環境サービスに対す
る支払い（PFES）

森林所有者に対して森林を保護し、生態系サービス提供のた
めに管理するインセンティブを与えるプログラムである。

○

国家 REDD プラス活動計
画（NRAP）

国家レベルの REDD プラスを推進するためのプログラムであ
り、国としての REDD プラスへの取組方針等が示されている。
対象期間は 2011 年～2020 年。の活動プログラムである。

○

コミューン農村開発計画

森林や農業等の様々なセクターを対象に、生計向上を主眼に
おいたコミューンの開発計画である。対象期間は 2011 年～
2020 年。

○

Plan 388/KH-UBND

森林の所有者を明確にして森林の分配を促し、土地の区画化
を進めようとする政策である。

貧困削減プログラム
（30A）

現地住民に対して生計向上のための資金や技術を援助するプ
ログラム。分野は農業、家畜、養殖、森林施業等、多岐にわ
たる。食糧の分配スキームを改善することによって森林から
農地への転用を抑制し、間接的に森林の保護・開発を支援す
る取組も行われている。現在、ディエンビエン省では 61 の郡
に導入されている。

○

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。
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２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 2 つのパイロットコミューンにおいて村落
・ コミューンレベルだけではなく、国レベル
境界を策定するとともに、コミューン内の
での村落境界設定に関する検討と対策が
村落境界マニュアルを作成。これによって
必要である。
コミューン内の土地境界が明確化された。

村落境界の策定プロセス
・ 村落境界は各パイロットコミューンとも 2 度の会合を開催し設定された。設定手順は以下の
通りである。
1) ベースとなる地図を参加者に示し、住民に理解を促す（ランドマークを説明する等）。
2) ファシリテーターのサポートの下、隣接する 2 村の住民が協議し、仮の村落境界を同定
する。協議の進行にしたがって、地図上に仮の線を描く。
3) 住民、政府関係者、レンジャー等の間で合意認識を伴った境界を確認する（必要に応じ
て現場立ち会いも行う）
。
4) 上記確認にしたがって、村落境界の線を調整する。
5) 上記の 1）～4)のプロセスを他の隣接する 2 村で繰り返す。

２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 実際に PRAP や C-RAP を作成する前に、事
前調査としてパイロットコミューンにお
いて社会経済調査を行い、各コミューンの
ベースライン情報（少数民族の社会経済情
報等）を収集。収集した情報を PRAP 及び
C-RAP に反映している。
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２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ PRAP や C-RAP を作成する際、コミューン
において公聴会と村落会議を開催し、現地
住民にプロジェクトについて説明を行う
とともに、意見聴取を行っている。公聴会
については、郡レベル及びコミューンレベ
ルの職員や各村の村長を対象に開催。一
方、村落会議は住民を対象に、プロジェク
トに関する説明やプロジェクトへの住民
参加の是非に関する議論、活動内容の絞り
込みを行っている。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ PRAP では、BDS オプションとして、REDD
プラスを実施する村落等がそのインセン
ティブとして生計向上活動に係る資金を
受け取り、REDD プラスの実施によって得
られたクレジットは、他の村落の生計向上
支援活動費に用いられるというシステム
が示されている。また、生計向上活動で得
られた資金等を別の生計向上活動に投資
する仕組みも想定している。

・ BDS の運営にあたっては、トランザクショ
ンコストを可能な限り低く抑えることが
重要であり、そのためにはできるだけシン
プルな利益配分システムが必要である。し
かし、ベトナムでは行政機構が国、省、郡、
コミューンの複数レベルから構成され、プ
ロセスを簡易化することは必ずしも容易
ではない。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ 計画段階におけるステークホルダーの参加
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 計画策定にあたり、省レベルの行政官が主
体的に計画策定に参画し、意見を反映させ
ている。また、森林管理活動や生計向上活
動の内容についても、村落ミーティング等
を通じて住民の意見を反映させている。
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２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 国レベルで森林インベントリが整備され
ている。データは今後アクセス可能となる
予定。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 生計向上活動が REDD プラス活動計画の重
要なコンポーネントとなっており、これに
よって反転のリスクが緩和されている。

２.６ リーケージへの対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林動態のモニタリングを実施すること
により、リーケージのリスクが緩和されて
いる。
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ラオス人民民主共和国

PJ 名

対象地

ラオス国森林減少抑制のための参
加型土地・森林管理プロジェクト
（PAREDD）

環境
活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

援助資金

期

2009 年 8 月～2014 年 8 月

ルアンプラバン県ポンサイ郡
ホワイキン村落クラスター

面 積

約 30,000 ha

人 口

約 3,610 人

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

行政主導型
実 施
主 体

ラオス農林省林野局（DOF）
JICA

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮
非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

概 要
ラオス北部山岳地域の農村部に居住する農民の多くは焼畑移動耕作を営んでおり、森林減
少・劣化が深刻な問題となっている。
こうした中で JICA は、ラオス農林省からの技術協力要請の下、参加型土地・森林管理を通じ
た森林減少・劣化の抑制システムの開発を実施している。既に森林減少・劣化を抑制するため
のアプローチの試案が策定され、現場への適用が試行的に始まっているところ。現時点までに、
村落委員会の設置や地域住民による土地利用区分の設定などの成果が得られている。また、村
落開発基金の設置も予定されており、公平な利益配分あるいは非永続性リスクへの対処等の効
果が期待される。

焼畑移動耕作の跡地

対象地に広がる二次林
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、ラオスの人口は約 651 万人（2012 年）であり、49 の民族
から構成される多民族国家である。
中田（2008）1によると、一般に民族は地理的分布によって Lao Loum（ラオ・ルーム）
、Lao Theung
（ラオ・トゥン）
、Lao Soung（ラオ・スーン）の 3 区分に大別される。IFAD（2012）によると、
Lao Loum は低地に居住する民族であり、全人口の 68％を占める。一方、Lao Theung（全人口の
22％）と Lao Soung（全人口の 9％）は主に山岳地帯に居住し、焼畑移動耕作を営む少数民族で
ある。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるラオスの名目 GDP は約 91 億米ドル（1 人
あたり 1,349 米ドル）
、実質経済成長率は 8.2％である。
ラオスの主要産業はサービス業であり、GDP の約 37％を占めている。次いで工業が約 31％、
農業が約 26％である（いずれも 2012 年のデータ）
。
なお、世界銀行によると、2008 年における貧困率は 27.6％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるラオスの森林面積は 1,575 万 ha であり、国土面積の約
68％を占めている。このうち天然林は 1,553 万 ha、人工林は 22 万 ha である。
ラオスでは、周辺諸国における商品作物の需要量増加を背景として、過去 20 年間にわたって
大規模な土地転用が発生した。1990 年から 2010 年にかけて森林面積は約 9％減少した。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
農林省林野局（DOF）によると、森林減少・劣化の主要な要因は、民間企業や小自作農による
プランテーションや商品作物への転換、水力発電、鉱業、インフラ開発、違法伐採や焼畑農業で
ある。
CBD Country Profile によると、森林減少・劣化は樹木量の減少や野生生物の生息地の損失を
もたらすほか、最貧困層や女性、森林資源に依存している少数民族にも重大な影響を及ぼしてお
り、深刻な問題となっている。

1 中田友子（2008）民族間関係と民族アイデンティティ、横山智・落合雪野編「ラオス農山村地

域研究」（めこん）
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１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1996 年（批准）

ラムサール条約

2010 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

2004 年（批准）

１.１.６ 関連する国内法制度

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

憲法
（2003 年）

・ 国が総ての民族に統一・平等をもたらす政策
を追求する、総ての民族がそれぞれの慣習や
文化を保護・促進する権利を有している、民
族間の差別を禁じる。（第 8 条）
・ 性別、社会的地位、教育水準、宗教、民族に
関わらず、総ての法の下に平等である。（第
35 条）

森林法
（1996 年、2007 年改正）

・ 所定の計画や村落の規則、森林関連の法規制
の制約の下、地域住民による森林の慣習的利
用を認める。（第 42 条）

土地法
（2003 年）

・ 国土は国の所有物であり、国が統一的に管理
を行う。個人や家族、組織に対して利用権や
借地権、コンセッションを配分する。（第 3
条）

森林法
・ 森林は国の財産であり、国が統一的に管理す
（1996 年、2007 年改正）
る。（第 4 条）
大統領令 No 164
（1993 年）

・ これまでに 20 の生物多様性保全区（National
Biodiversity Conservation Areas：NBCAs）
を設置している

森林戦略 2020
（2005 年）

・ 森林被覆率の回復のほか、種や生息地の保
護、土壌や水資源の保護等を目標として提
示。

生物多様性

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
対象地であるルアンプラバン県ポンサイ郡ホワイキン村落クラスター（面積：約 30,000 ha）
はラオス北部の山岳地域に位置しており、周辺には天然生二次林が広がっている。対象地の一部
は森林法第 9 条及び第 10 条に基づく保護林に指定されている。
人口は約 3,610 人（うち女性は約 1,810 人）であり、3 つの民族が居住している（カム族：約
2,250 人、モン族：1,330 人、ラオ族：約 30 人）。
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図 1 対象地の地理的位置

１.２.２ 経緯
ラオス北部山岳地域では焼畑に依存している貧困住民が多く、焼畑移動耕作が森林減少の原因
の一つとなっている。また、近年、ラオス北部において外国投資によるゴムや飼料用トウモロコ
シといった商品作物栽培が急速に広がり、土地・森林利用形態が大きく変わってきており、森林
保全・持続的利用に対する懸念材料となっている。
こうした課題を解決するため、JICA は 2004 年から 5 年間、ラオス北部 6 県を対象に、焼畑耕
作の安定化や貧困削減に効果的な森林の保全・復旧、及び生計向上を図ることを目的とした森林
管理・住民支援プロジェクト（FORCOM）を実施した。FORCOM では住民支援プログラムツール（CSPT）
が開発され、結果として家畜飼育、魚の養殖、アグロフォレストリー、織物生産、果樹の栽培、
水田の拡張等が農民に普及し、住民の生計向上及び焼畑抑制の成果が発現された。
しかし、FORCOM では地域住民の生計向上に主眼が置かれ、直接森林減少の抑制に貢献する活
動が十分ではないことや、CSPT が焼畑安定化に果たした効果が十分明らかにされていない面も
あった。また、FORCOM 開始時と比べ、焼畑による陸稲栽培から商品作物栽培といった土地利用
の変化が顕著に進み、CSPT だけでは森林減少に対処できなくなり、土地利用を見直すことが急
務となった。
以上の背景から、JICA はラオス農林省からの技術協力要請の下、参加型土地・森林管理を通
じた森林減少・劣化の抑制システムの開発を目的として、「ラオス国森林減少抑制のための参加
型土地・森林管理プロジェクト（PAREDD）」を実施することとなった（実施期間は 2009 年 8 月
24 日～2014 年 8 月 23 日）
。
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PAREDD アプローチは以下の 4 つの要素から構成されており、現在は「3」まで進んでいる。
1. 住民参加活動の母体となる土地森林管理委員会（LFMC）の設置
2. 住民による土地利用区分の設定
3. 住民による活動の計画・実施
4. 基金設置による持続的な活動実施
プロジェクト期間中にラオス側（特にルアンプラバン県農林事務所［PAFO］の職員）に PAREDD
アプローチ実施のための技術を移転し、PAFO を主体とした活動の展開（対象地以外への展開）
を図ることを目標としている。

１.２.３ 実施体制
実施主体はラオス農林省林野局（DOF）と JICA である。DOF の職員（REDD プラスオフィス2の
オフィス長）が PAREDD プロジェクトのプロジェクトディレクターを、PAFO の職員がプロジェク
トマネージャーを担当している。

図 2 実施体制図

2 ラオスでは、マルチセクターからなる REDD プラスタスクフォース（議長：DOF の局長）が REDD

プラスに関する調整・協議を行っており、その下に REDD プラスの実施管理機関として REDD プ
ラスオフィスが設置されている。
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１.２.４ 成功要因
 住民参加の推進
プロジェクトでは、土地利用区分と生計向上活動とのリンクが意識されている。例えば、
森林依存度の高い住民を活動参加者として優先することをプロジェクトから提案し、LFMC
を中心に住民が協議して活動の対象者を選定するようにしている。こうした工夫によって
住民が参加しやすい活動設計としている。
 行政との連携
ラオスは社会主義国であるため、行政の同意を得つつ各種政策と整合を図りながら活動を
進める必要である。そういった意味で、行政と緊密に連携することがプロジェクトを成功
に導く主な要因となっている。

２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトに関連する国の法制度やプ
ログラムは表 1 の通り。プロジェクトで ・ 対 象 地 で は 、 生 産 林 を管 轄 す る 農 林 省
は特に「森林法」
、「森林戦略 2020」との
（MAF）と保護林及び保全林を管轄する天
一貫性を重視している。
然資源環境省（MONRE）との間で土地の境
・ プロジェクトでは、PLUP マニュアルに基
界が十分に整合していないという課題が
づき住民参加の下で土地利用区分を設定。
ある。プロジェクトでは森林法に基づく方
設定された土地利用区分については、国や
針としているが、他の法制度との間で齟齬
地方の政策と一致しているかどうかを地
が生じている状況である。
方政府に確認し、承認を受けている。
・ プ ロ ジ ェ ク ト デ ィ レ クタ ー が 中 央 政 府
（DOF）に対して月１回のペースで定期報
告を実施（書面報告）。必要に応じてミー
ティングも開催している。
・ プ ロ ジ ェ ク ト マ ネ ー ジャ ー が 地 方 政 府
（PAFO）に対して週１回のペースで定期報
告を実施（書面報告）。また、週１回のペー
スでミーティグも開催し、プロジェクトの
運営状況を報告している。
・ プロジェクトの年間活動実績や予定等に
関する情報をインターネット、DVD、印刷
物（パンフレット、活動月報等）
、各種ワー
クショップを通じて公開している（ラオス
語、英語、日本語）
。
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表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

○

○

制定年

概要

財産法

1990 年

国や集合体、個人、機関等が、機械や輸送機器、家畜、
建物等を含む財産を所有・利用・譲渡する権利を定め
た法律。

森林法

1996 年
2007 年改正

森林の区分（保護林、保全林、生産林）や各区分の定
義、許可あるいは推奨される森林管理活動、森林利用
者の権利等を定めている。

土地法

2003 年

土地利用に関する権利の範囲や権利の割当を定めて
いる。また、森林の管理、区分の決定、森林の管理・
保護・利用等に関する法制度整備は農林省に課すこと
としている。

森林戦略 2020

2005 年

森林分野の最重要課題を貧困の撲滅とした上で、森林
被覆率の回復（2020 年までに 70％）
、種や生息地の保
護、土壌や水資源の保護等を目標として掲げた

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。
PLUP（参加型農業・森林土地利用計画）マニュアル
ラオス農林省農林業普及局（NAFES）が DOF、ラオス国立農林研究所（NAFRI）
、土地管理庁（NLMA）
と連携し、JICA を含む国際援助機関の支援を受けながら 2009 年に作成。
村落クラスターレベルでの参加型農業・森林土地利用計画を進める際のア
プローチや手順を示しており、FPIC の概念も取り入れられている。
プロジェクトで実施された住民による土地利用区分の設定は、始めに天然
資源や土地利用に関する課題を分析し、住民と伝統的な土地境界を確認し、
その上で将来の土地利用区分を設定するというプロセスで進められたが、
これら一連の作業は PLUP マニュアルに基づいて実施された。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ PLUP マニュアルに基づき、住民参加の下
で土地利用区分を設定している。（再掲）
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２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 住民参加の下で土地利用区分の設定や活
動の計画を実施することにより、地域の慣
習や知識、日々のプラクティスをプロジェ
クト活動に反映している。

２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ PLUP マニュアルにしたがって地域住民の
事前同意を得ている（PLUP マニュアルに
は FPIC の概念が組み込まれている）
。

・ 現在、PAREDD アプローチに関する普及員
向けマニュアルを作成しているところ。本
マニュアルにも FPIC の概念が取り入れら
れる予定。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 期待される利益は、住民によって計画され
た活動（天然資源の管理・保全、生計向上
活動、インフラ整備）の成果。このうち生
計向上活動については、村落開発基金を設
置することによって住民に物資（家畜等）
が行き渡るように工夫している。
・ 村落開発基金の償還期間や利子率は住民
の話し合いによって決定される。

生計向上活動に係る利益配分プロセス
1. 全体の 4 分の 1 の世帯に対して家畜等の物資を支給する。
2. 支給を受けた世帯は物資を活用しながら収益を上げ、複数年にわたって物資費用分を村
落開発基金（Village Fund）に返還する。
3. 村落開発基金は、返還金を元手に他の世帯に家畜等の物資を支給する。
4. 支給を受けた世帯は物資を活用しながら収益を上げ、物資費用分を村落開発基金に返還
する。
5. 以上のサイクルを繰り返しながら、物資の支給を全世帯に展開する。
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２.２.５ モニタリングの実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 2013 年～2014 年に同様の調査を再度実施
し、インパクトを検証する予定。
・ プロジェクト開始前に、家計調査を実施し ・ 設定した土地利用区分に基づき正しく土
ている。
地が管理されているか等をチェックする
ためのモニタリング体制を確立する必要
がある。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト開始前に、プロジェクトのラ
オス側スタッフ（PAFO、ポンサイ郡農林事
務所［DAFO］の職員）が郡にプロジェクト
の目的や活動内容、地域に対するインパク
ト等を説明。さらに、郡支援委員会を設置
し、年１回のペースで説明を実施してい
る。説明ではポスター、スライド、DVD を
使用。
・ プロジェクト期間中は、PAFO・DAFO の職
員が乾季（10 月～4 月）に月 2～3 週間程
度、雨季（5 月～9 月）に月 1 週間程度現
地に入り、地域住民に対して PAREDD アプ
ローチについて説明するとともに、活動の
進捗状況を確認している。説明ではポス
ター、スライド、DVD を使用。
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２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 土地利用区分や森林管理規則、活動計画に
係る合意形成は、村落土地森林管理委員会
（LFMC）を設置した上で実施。
・ 合意事項はラオス語で文書化。プロジェク
トで文書のひな型を作成し、それをベース
に住民自身が作成。会計簿の作成等、住民
のみでは難しい場合はプロジェクトが支
援を実施。また、住民に識字能力がない場
合は、PAFO・DAFO の職員が代筆をするケー
スもある。
・ 情報の伝達は、LFMC を介して行うほか、
全体集会の場で PAFO・DAFO の職員が直接
伝達する場合もある。
・ 各月の活動内容を月報（ラオス語、英語）
にまとめて広く配布しているほか、村落内
に掲示板を準備し、月報、各活動の規定、
土地利用区分図を掲示している。
・ 住民は LFMC メンバーや掲示板から情報を
収集できることを認識している。
・ 村落内でラオス語が分からない住民につ
いては、ラオス語の分かる住民が通訳とな
る形でそれぞれの言語で説明している。
・ 情報が伝達されてからステークホルダー
が対応するまでの時間猶予は LFMC によっ
て定められる。村落内で合意形成が円滑に
進まない場合は、再検討の期間を決めると
ともに、検討結果を PAFO・DAFO の職員が
電話あるいは現地で確認を行うこととし
ている。
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村落土地森林管理委員会（LFMC）
住民の合意に基づいて選出された代表者（合計 30 名程度）から構成される。

図 3 LFMC の位置づけ
出典）MAF・JICA "PAREDD – Participatory Land and Forest Management Project for Reducing Deforestation
in Lao PDR- Working together with communities to reduce deforestation"

２.３.３ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 紛争が発生した場合、まずは各活動グルー
プの中で解決を図り、解決できない場合は
LFMC の場で話し合いを実施することとし
ている。
・ 関連法制度の執行や土地利用区分の遵守
に伴い、一部住民が森林から立ち退きを強
いられる可能性がある。プロジェクトでは
立 ち 退 き を 強 い ら れ る住 民 を 重 点 タ ー
ゲットグループとして支援しているもの
の、立ち退きにあたって紛争が生じる場合
は、LFMC を中心に住民間で話し合いを行
い、解決を図る形をとっている。
・ これまでにプロジェクト対象地において
解決困難な紛争は生じておらず、住民間の
調整がうまく機能している。

・ 紛争が生じた場合の解決策として、周辺地
域における同類事例の成功を示すことに
より、住民の意識や考え方を変えていく方
法も一案とされている。
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２.３.４ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ PAREDD アプローチの普及マニュアルを作
成しているところ（プロジェクト期間終了
前に作業が終了する予定）
。

２.４ 生物多様性への配慮
プロジェクトの対象外。ただし、プロジェクトが重視する森林法は、個人や世帯、組織に対し
て生物多様性の保護を義務づけており（第 7 条）、同法を通じて生物多様性への配慮がなされて
いる状況である。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 村落開発基金を設置し資金のリボルビン
グを実施することにより、活動の持続性を
担保している。

・ 市場変化や大規模な土地利用開発に伴う
コ ン セ ッ シ ョ ン 設 定 等に 対 応 し た ア プ
ローチ、活動内容、計画の調整が必要。

２.６ リーケージへの対処
プロジェクトの対象外。ただし、プロジェクト対象地を横断する幹線道路の周辺をリーケージ
ベルトとして設定し、排出の発生状況をモニタリングする予定である。
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フィリピン共和国

PJ 名

対象地

Connecting the Ikalahan
Voluntary Carbon Market

環境

to

活 動
タイプ

炭素蓄積の増大

資 金
タイプ

投資資金

期

2010 年～2013 年

カラハン森林保護区
フィリピン・ヌエバビズカヤ地方

面 積

約 900 ha

人 口

2,997 人（580 世帯）

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

民間主導型（営利目的）
実 施
主 体

カ ラ ハ ン 教 育 基 金 （ Kalahan
Educational Foundation ：KEF）

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

概 要
対象地はフィリピン北部ルソン島のカガヤン・バレー地方に属するヌエバビズカヤ州のカラ
ハン森林保護区内に位置する。対象地には山岳森林地帯が広がっており（標高 600～1,717 m）
、
IUCN によって絶滅危惧種に指定されている植物（8 種）の存在が確認されている。対象地に居
住する先住民（イカラハン部族）はこれまで伝統的な焼畑移動耕作を行ってきたが、人口の増
加に伴って農地に対するニーズが高まり、森林減少が急速に進行した。
こうした背景を受けて、カラハン教育基金（KEF）は、国際アグロフォレストリー研究センター
（ICRAF）の技術支援の下、先住民が炭素市場に参加し取引できる能力を身につけることを目的
として、実際に REDD プラス活動等を開始する前の準備段階（計画の策定、能力開発の実施等）
の取組を実施した。具体的には、CCBS や VCS 等の基準に応じたデータを収集し、植林やアグロ
フォレストリー、REDD プラス活動等のアイディアノート（プロジェクト計画）を作成するとと
もに、炭素吸収量の試算を行った。また、同時にクレジットの潜在的なバイヤーの発掘・交渉
を行った。

森林保護区における山岳森林

コゴン草地
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、フィリピンの人口は約 9,401 万人（2010 年）である。
UNDP によると、フィリピンには 1,400 万～1,700 万人の先住民、約 110 の民族言語グループが
存在している。その分布は北部ルソン島地域に 33％、ミンダナオ島地域に 61％であり、ビサヤ
諸島地域にもいくつかのグループが存在している。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるフィリピンの GDP は 2,504 億米ドル（1 人
あたり 2,612 米ドル）
、実質経済成長率は 6.8％である。
フィリピンの主要産業は農林水産業であり、全就業人口の約 32％が従事している（2012 年）。
なお、世界銀行によると、2009 年における貧困率は 26.5％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるフィリピンの森林面積は 767 万 ha であり、国土面積の
約 26％を占めている。このうち天然林は 731 万 ha、人工林は 35 万 ha である。
フィリピンの森林面積は 1969 年から 1988 年にかけて平均 21.6 万 ha/年のペースで減少した。
近年森林面積は増加傾向にあるが、閉鎖林（closed canopy forest）から疎林（open canopy forest）
への転用が進んでおり、依然として森林の劣化は続いている状況である。
FCPF 資料1によると、フィリピンの森林の多くは、行政プログラムの下、コミュニティ林とし
て管理されており、その面積は約 600 万 ha（2009 年時点）に達するとされている。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
FCPF 資料によると、土地利用変化に関する定量データは乏しいものの、違法伐採や農地開発、
露天採鉱、移住等が森林減少・劣化の主な要因であると考えられている。

１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1993 年（批准）

ラムサール条約

1994 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1981 年（批准）

1 Philippines (2011) “Supplement to Expression of Interest in Joining the Forest Carbon

Partnership Facility (FCPF)”
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１.１.６ 関連する国内法制度

憲法
（1987 年）

・ 法律の適切な手続きなしに国民の生命や自
由、財産が奪われてはならず、法律の下で公
平な保護が認められなければならない。（第
3 条）
・ 国は先住民の文化的コミュニティの権利を
認識・促進する。（第 2 条）
・ 国は社会的・政治的な意思決定における住民
参加や公的情報に対するアクセス等を保証
する（第 3 条、第 13 条ほか）。

先住民権利法（IPRA）
（1997 年）

・ 国は先住民の先祖伝来の領地に対する権利
を保護することによって経済・社会・文化的
な福祉を保証し、そうした領地の所有権や範
囲の決定に際して慣習法の適用可能性を認
識しなければならない。
（Rule III、Part I）
・ 先住民の領地を開発する際には FPIC（事前合
意）を適用しなければならない。（Rule III、
Part II）

憲法
（1987 年）

・ 総ての国土及び自然資源が国の所有物であ
るとした上で、その開発や利用については国
民あるいは国民が資本の 60％以上を有する
機関が国と共同で実施することを認める。
（第 12 条）

大統領令 No. 263
（1995 年）

・ 「コミュニティに基づく森林管理（CBFM ）」
を持続的な国有林地管理のための国家戦略
として規定する。（第 1 節）
・ コミュニティは環境天然資源省（DENR）に承
認を受けた上で森林を管理・利用することが
できる。（第 3 節）。

大統領令 No.578
（2006 年）

・ 総ての関連機関に対して、政策、規則、プロ
グラム、開発計画に生物多様性の保全と持続
可能な利用を統合・主流化することを義務づ
け。

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

生物多様性

2
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１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
プロジェクト対象地であるカラハン森林保護区は、フィリピン・ルソン島のヌエバビズカヤ州
の Ancestral Domain Claim（先住民の土地）内に位置し、主にコゴン（Imperata cylindrica（チ
ガヤ）
）草地より成り立っている。プロジェクト対象地の面積は 900 ha であり、気温の年変動は
8 ℃～24 ℃、年平均降水量は 3,000 mm～5,000 mm である（降水は 6 月～11 月に集中）
。
プロジェクト対象地は 2 つの地方自治体
（Sta.Fe、
Aritao）
及び 7 つの村落
（Buyasyas、Canabuan、
Tactac、Balete（Aritao）
、Kapinyahan、Yaway、Villaflores）を内包している。

図 1 対象地の地理的位置
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１.２.２ プロジェクトの概要
プロジェクトの概要をこれまでの経緯として示す。
表 1 プロジェクトの経緯
年

活動の概要

1973 年

イカラハン部族が、先住民の権利を確保するための交渉を推進させるため
に KEF を設立。KEF と DENR 傘下の森林局との間で覚書を交わし、15,000 ha
の Ancestral Domain Claim が承認された。

1994 年

KEF が試験的に森林ストック量の測定を開始。在来種の成長を促すための森
林施業技術の向上を地域住民に促した。

1997 年

IPRA が施行。

1999 年

カラハン森林保護区の一部が Ancestral Domain Claim として承認され、承
認面積は合計 58,000 ha となった。

2006 年

Ancestral Domain Claim 暫定地域の一部（30,758 ha）が Certificate of
Ancestral Domain Title（以下、CADT）として公式に認定された。

2007 年

CADT の一部（900 ha）がプロジェクト対象地として決定された。

2010 年

本プロジェクトが始動。

2013 年

KEF が潜在的なクレジットのバイヤーに言及し、プロジェクトが終了。

2013 年にプロジェクトが終了したが、Project Design Document（PDD）は完成しなかった。
その主な原因はプロジェクト対象地内の土地所有に係る区画整理が円滑に進まず、地図作成が
滞ったためであり、土地所有者の区画化が完了したのは 900 ha のうち 112 ha のみであった。
また、コゴン草地を森林地へ回復させるシナリオについても、繁殖力が強く、地下に屈強な匍
匐茎を張る草地を森林に再生させていくことは短期間では困難であるとされた。
一方、KEF と地域先住民との関係は 40 年近くの歴史があり、互いの信頼関係は構築された。

１.２.３ 実施体制
実施団体は民間事業体の KEF であり、実際にプロジェクト活動を実施しているのは地域住民で
ある。諮問機関として The World Agroforestry Centre（以下、WAC）が ICRAF を通じて技術的
な支援（炭素市場等に関するレクチャー、種苗生産技術の移転等）を行っている。その他、関連
支援機関として、フィリピン社会事業団（Philippine Business for Social Progress：PBSP）、
WWF、国際農業開発基金（International Fund for Agricultural Development：IFAD）
、DENR 等
が協力している。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトでは、表 1 の法制度等との一
貫性を重視している。
・ KEF は DENR や先住民国家委員会
（National
Commission for Indigenous People：NCIP）
と連絡をとりながらプロジェクトを実施。
・ KEF は ICRAF や WAC 等を通じて報告書を刊
行しているほか、セミナーやワークショッ
プ等を開催しており、プロジェクトの進捗
状況等が確認できるように配慮されてい
る。

・ 本プロジェクトは、活動実施前の準備段階
（ 計 画 の 策 定 、 能 力 開発 の 実 施 等 ） に
フォーカスした取組であるが、実際に活動
を開始するためには、プロジェクトの方向
性や意義を外部に訴え、資金確保等を進め
る必要がある。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト対象地内の土地は所有者毎
に区分けする作業が進められているが、依
然として慣習的な土地の管理（コミュニ
ティで共用管理）が続いている。

２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ イカラハン部族の伝統的な栽培方法であ
る等高線栽培3が村人の主食であるサツマ
イモの栽培に活用されている。
・ 植林について、在来種を活用する森林施業
技術が活用されている。

3 栽培地が階段状に形成されており、雨水等の排水量を減衰させ、土壌の流亡を防ぐ役割を果た

している。
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２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 国 の 気 候 変 動 委 員 会 （ Climate Change
Commission）において先住民・地域住民と
事前合意を行う際のガイドラインが作成
されている。本プロジェクトでは、同ガイ
ドラインにしたがって事前同意を進めて
いる。
・ プロジェクトでは住民説明会（公聴会）を
開催。社会科学のバックグランドを持った
専門家が出席し、住民の議論をファシリ
テートしている。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 利益配分システムは整備されていないが、
現地の果物加工会社への就職機会の提供
や子供達への教育の提供、NTFPs の販売益
等の情報についてはプロジェクト関係者
の間で共有している。

２.２.５ モニタリングの実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ KEF は 6 人の森林保全官を森林保護区に派 ・ モニタリング活動の強化・継続が今後の課
遣し、パトロール活動等を実施している。
題である。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ KEF は住民に対して、気候変動対策やプロ
ジェクトについて説明を行っている。
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２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ カラハン森林保護区管理委員会では、各村
の意見を公平に反映させるように努めて
いる。また、住民からのクレーム処理など
にも対応している。
・ プロジェクトに関与する全ての住民は、自
分の意思を表明することができ、プロジェ
クトに対する意見具申が可能である。女性
も意思決定プロセスに参加でき、実際、土
地の管理、作物の収穫、土壌保全等の議題
について議論を行った経験がある。

２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林インベントリ調査が文献調査（既存報
告書のレビュー）
、プロット調査（150 の
サンプルプロットを設置）等を通じて実施
されている。

・ 資金不足のため、調査実施は断続的であ
る。

２.４.２ 生物多様性に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 村人が採取してくる NTFPs の中に貴重な
野生ランやマッシュルーム等が含まれて
おり、生物多様性への負の影響が懸念され
ている。

・ 人口増に伴う乱獲等を防止するため、何ら
かの規制が必要とされている。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 1990 年のバギオ大地震によって大きな被
害が発生しているように、自然災害の影響
が懸念される。
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２.６ リーケージへの対処
計画／進捗・成果

課題・改善点／今後の予定

・ 生計向上活動として運営している果物加
工工場において果皮等の植物廃棄物が発
生している。プロジェクトでは、焼却処理
を施すのではなく、有機質の肥料への転換
を奨励している。
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フィリピン共和国

PJ 名

対象地

環境

フィリピン・キリノ州における森
林カーボンプロジェクト

活 動
タイプ

炭素蓄積の増大

資 金
タイプ

投資資金

期

2007 年～2029 年

キリノ州
マデラ町、ナグティプナン町

面 積

約 177 ha

人 口

約 110 人

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

民間主導型（営利目的）
実 施
主 体

コンサベーション・インターナ
ショナル・フィリピン（CIP）
モア・トゥリーズ

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

概 要
フィリピン・キリノ州に位置するシエラ・マドレ山脈はフィリピンに現存する森林のおよそ
半分を占め、絶滅の危機にある生物種の貴重な生育地であるとともに、地域住民の生活を支え
る重要な水源地となっている。しかし、森林伐採や非持続的な農業による土壌劣化、さらに頻
発化する洪水や干ばつが地域住民の安定した生活を脅かしてきた。
こうした中で CIP は、在来種を用いた植林と果樹を植えるアグロフォレストリーを組み合わ
せ、果物販売から新たな収入源を確保する取組を支援してきた。さらに、取組をより実現可能
なものとするために日本のカーボンオフセットプロバイダーであるモア・トゥリーズと協力し、
植林活動に伴う吸収量をクレジットとして販売するプロジェクトを実施しているところであ
る。本プロジェクトは CCB スタンダードのゴールド認証と VCS 認証を取得済みである。

植林地

植栽された樹木（3 年生）
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、フィリピンの人口は約 9,401 万人（2010 年）である。
UNDP によると、フィリピンには 1,400 万～1,700 万人の先住民、約 110 の民族言語グループが
存在している。その分布は北部ルソン島地域に 33％、ミンダナオ島地域に 61％であり、ビサヤ
諸島地域にもいくつかのグループが存在している。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるフィリピンの GDP は 2,504 億米ドル（1 人
あたり 2,612 米ドル）
、実質経済成長率は 6.8％である。
フィリピンの主要産業は農林水産業であり、全就業人口の約 32％が従事している（2012 年）。
なお、世界銀行によると、2009 年における貧困率は 26.5％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるフィリピンの森林面積は 767 万 ha であり、国土面積の
約 26％を占めている。このうち天然林は 731 万 ha、人工林は 35 万 ha である。
フィリピンの森林面積は 1969 年から 1988 年にかけて平均 21.6 万 ha/年のペースで減少した。
近年森林面積は増加傾向にあるが、閉鎖林（closed canopy forest）から疎林（open canopy forest）
への転用が進んでおり、依然として森林の劣化は続いている状況である。
FCPF 資料1によると、フィリピンの森林の多くは、行政プログラムの下、コミュニティ林とし
て管理されており、その面積は約 600 万 ha（2009 年時点）に達するとされている。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
FCPF 資料によると、土地利用変化に関する定量データは乏しいものの、違法伐採や農地開発、
露天採鉱、移住等が森林減少・劣化の主な要因であると考えられている。

１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1993 年（批准）

ラムサール条約

1994 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1981 年（批准）

1 Philippines (2011) “Supplement to Expression of Interest in Joining the Forest Carbon

Partnership Facility (FCPF)”
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１.１.６ 関連する国内法制度

憲法
（1987 年）

・ 法律の適切な手続きなしに国民の生命や自
由、財産が奪われてはならず、法律の下で公
平な保護が認められなければならない。（第
3 条）
・ 国は先住民の文化的コミュニティの権利を
認識・促進する。（第 2 条）
・ 国は社会的・政治的な意思決定における住民
参加や公的情報に対するアクセス等を保証
する（第 3 条、第 13 条ほか）。

先住民権利法（IPRA）
（1997 年）

・ 国は先住民の先祖伝来の領地に対する権利
を保護することによって経済・社会・文化的
な福祉を保証し、そうした領地の所有権や範
囲の決定に際して慣習法の適用可能性を認
識しなければならない。
（Rule III、Part I）
・ 先住民の領地を開発する際には FPIC（事前合
意）を適用しなければならない。（Rule III、
Part II）

憲法
（1987 年）

・ 総ての国土及び自然資源が国の所有物であ
るとした上で、その開発や利用については国
民あるいは国民が資本の 60％以上を有する
機関が国と共同で実施することを認める。
（第 12 条）

大統領令 No. 263
（1995 年）

・ 「コミュニティに基づく森林管理（CBFM ）」
を持続的な国有林地管理のための国家戦略
として規定する。（第 1 節）
・ コミュニティは環境天然資源省（DENR）に承
認を受けた上で森林を管理・利用することが
できる。（第 3 節）。

大統領令 No.578
（2006 年）

・ 総ての関連機関に対して、政策、規則、プロ
グラム、開発計画に生物多様性の保全と持続
可能な利用を統合・主流化することを義務づ
け。

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

生物多様性
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１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
対象地であるキリノ州マデラ町及びナ
グティプナン町のプロジェクトサイト（面
積：約 177 ha）は高度 100～700 m の山岳
地帯に位置している。
対象地は、一部私有地を除き大半は公有
地であり、統合型社会林業（ISF）プログ
ラムの下、土地管理契約証（CSC）が発行
されている。
人口は約 110 人（うち女性は 11 人）で
あり、3 つの民族が居住している。先住民
は居住していない。
総ての住民が農業に従事しているが、収
入レベルは低く（概ね 1,500 ドル以下）
、
最低生活水準を下回っている。そのため、
一部の住民は農業以外の仕事にも従事し
ている状況である。

図 1 対象地の地理的位置

１.２.２ プロジェクトの概要
プロジェクト対象地の外側で農業活動を継続しており、引き続き農作物販売が主要な収入源と
なっている。
プロジェクトは CCB スタンダードのゴールド認証と VCS 認証を取得した。現在、プロジェクト
は CCB スタンダード認証の更新、VCS 認証取得の検証に向けた準備を行っている。
プロジェクトの活動資金は、日本のカーボンオフセットプロバイダーであるモア・トゥリーズ
から受けている。CI とモア・トゥリーズの間で、総てのプロジェクト運営コストをモア・トゥ
リーズが負担する協定が結ばれている。

１.２.３ 実施体制
実施主体は CIP とモア・トゥリーズである。CIP がプロジェクト全体を管理し、モア・トゥリー
ズがプロジェクト運用資金を拠出している。実際のプロジェクト活動は現地の NGO である PEDAI
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3

が実施している。プロジェクトに参加する世帯は 3 つの住民組織（PO） の下で組織化され、プ
ロジェクト活動の支援や協議等は PO 毎に実施されている。

フィリピン環境・天然資源省
（DENR）

キリノ州政府

Maddela町政府

Nagtipunan町政府

政策決定、実施支援

政策決定、実施支援

キリノ州森林炭素プロジェクト（QFCP）
モア・トゥリーズ
（more Trees）
CI ジャパン

資金支援

実現可能性調査実施支援

CI フィリピン

ICRAF

プロジェクト管理、キャパシティ・ビルディング

PEDAI

技術支援

キャパシティビルディング、生計支援、
プロジェクト活動の監視、
活動実施に対する支払い実施

DSAFA

STISFA

技術ワーキング・
グループ（TWG）

SUBEFO

－プロジェクトの地
方委員会

住民自治組織 （POs）
実施支援

実施中
実施済

図 2 実施体制図

１.２.４ 成功要因
 関係者間の連携による信頼性の確保
4

バランガイ レベル、Community レベル、Provincial レベル、Regional レベルといった複
数の階層でプロジェクトの報告書を共有しているほか、技術ワーキンググループ
（Technical Working Group）を開催し、関係パートナー間で活動進捗の確認や課題の特定、
課題解決に向けた議論を行っている。こうした活動がパートナー間の信頼関係構築に役
立っている。また、異なる専門的知見を有する団体（CI、PEDAI 等）が複数集まり、プロジェ
クト実施チームを結成できたことも成功の要因である。CIP 単独では困難であるが、複数団
体が連携することによって実施することができた。

3 地元農民の集団。議長（Chairman）はメンバーの中からメンバー自身により選出される。住民

が自らの意思で PO に参加するため、PO に属していない住民もいる。
4 村、地区。フィリピンの都市（Cities）と町（Municipalities）を構成する最小の地方自治単

位（barangay）。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトでは、表 1 の法制度を参照し
ている。
・ 森林の定義は、DENR が定め UNFCCC へ提出
している定義と同じものをプロジェクト
でも採用している（樹冠率 10％以上、樹
高 5 m 以上、面積 0.5 ha 以上）
。
・ プロジェクト開始時に中央政府（DENR）や
地方政府と MOA（合意証）を交わしている。
・ 政府に対してプロジェクト活動の年次報
告を提出している。書面ではなく、口頭で
報告を行う場合もある。
・ 技 術 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ （ Technical
Working Group）を開催し、関係パートナー
間で活動進捗の確認や課題の特定、課題解
決に向けた議論を実施している。会合は不
5
定期であり、2012 年には 2 回開催された 。
・ 技術ワーキンググループに加えて CI、
PEDAI、住民による会合も開催されており、
住民個人では解決できない問題等につい
て議論を行っている（会合の頻度は月 1 回
程度）。また、毎年末には当該年の進捗評
価と翌年の計画について議論を行ってい
る。
・ プロジェクトの概要を示したパンフレッ
ト（紙媒体、英語）のほか、住民がモニタ
リングを実施する際に使用するマニュア
ル 「 Community Based Monitoring
Guideline」
（紙媒体、現地語）を作成して
いる。

・ 地域住民はインターネットを持っておら
ず、インターネット上の情報にアクセスす
ることは不可能。
・ パンフレットは必ずしも住民全員に配布
しているわけではない。

5 2013 年は開催されなかったが、技術 WG 以外にメンバーが集まる機会があり、州の土地利用計画

等について議論が行われた。
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表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

○

DENR Administrative
Order No. 24 Series of
1991

フィリピン国内における総ての老齢林の伐採を禁じている。

○

R.A. No. 7586
“National Integrated
Protected Areas Systems
Act of 1992”

シエラ・マドレ保護区を含め、全国の保護区システムを規定
している。

○

Executive Order 363
Series of 1995

持続可能な開発に向けて、CBFM を国家戦略と位置づけ。

Village law No. 23

プロジェクト後に森林減少抑制のための新しい地域の法律
（Village law No. 23）ができ、天然林からの伐採が禁止さ
れた。

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。
技術ワーキンググループ
CIP や PEDAI、中央政府（DENR）
、地方政府、PO 等から 20 名程度が集まり不定期に開催され
る。2012 年に開催された会合の議題は以下の通り。
・ 前回会合の議事録の確認
・ 前回会合において特定された課題について
・ 活動の進捗状況について
・ 今後の活動計画について
・ 次回会合のスケジュールについて
会合時間は議題によって異なるが、2012 年の第 1 回会合は 4 時間 40 分、第 2 回会合は 7 時
間 15 分であった（いずれも昼休憩を含む）。
会合の結果は 5 頁程度の文書に記録されており、参加者の氏名・所属、会合の日時、議題、
議題毎の検討内容と結果、文書作成者名が記されている。
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２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト対象地の大半は公有地であ
り、ISF プログラムの下、認可された世帯
には DENR から 25 年間の CSC が発行されて
いる。プロジェクトは CSC 保有者と協議し
つつ、プロジェクトに供される土地区画の
選定を行っている。また、私有地の所有者
とも個別に再植林の契約を締結している。
これにより、土地の権利所有者がプロジェ
クトに参加する意思を有していること、プ
ロジェクト活動が所定の土地区画のみで
実施され、財産権が侵害されないことを確
認している。

２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 有機飼料の施肥やバナナの育成方法（生育
しているバナナの幹を倒し、そこから更新
を促す等）を植林及びアグロフォレスト
リー活動に活用している。

２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトの準備段階において数多く
の村落（バランガイ）を対象にプロジェク
トについて説明。関心が高かった村をプロ
ジェクト対象地として選定している。
・ プロジェクト活動を実施する土地区画は
住民と協議の上で決定。再植林とアグロ
フォレストリーのいずれの活動を実施す
るかは住民自身が決定している。
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２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクトから得られる正味の便益（炭
素クレジットの売却益からプロジェクト
経費を差し引いたもの）は、PO に「イン
センティブ基金」という形で還元され、さ
らにこの基金から将来の活動に投資が行
われる（リボルビング基金）
。

・ 得られた便益の使途は現在 PO において検
討されているところ。考えられるオプショ
ンは、①再植林活動への投資（面積の拡
大）、②農業以外の生計活動への投資（種
苗生産、畜産、食品加工等）、③各世帯へ
の投資（各世帯の野菜栽培等）の 3 つであ
る。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 住民に対して能力開発や技術トレーニン
グ、生計活動の支援を実施している。
・ 技術ワーキンググループを開催し、関係
パートナー間で活動進捗の確認や課題の
特定、課題解決に向けた議論を実施してい
る。
（再掲）
・ CI、PEDAI、住民による会合も開催されて
おり、住民個人では解決できない問題等に
ついて議論を行っている。また、毎年末に
は当該年の進捗評価と翌年の計画につい
て議論を行っている。
（再掲）

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 植林やモニタリング活動の実施計画、技術
的課題が発生した際の解決策等に係る意
思決定はワークショップにおいて実施し
ている。ワークショップには住民や地方政
府、CI、PEDAI 等が参加している。
・ 上記ワークショップは、プロジェクト開始
前に加えて、プロジェクト期間中にも不定
期に開催している。
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２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林図は 2009 年に CI が作成（2007 年頃
の衛星画像を使用）
。

・ 森林図を更新する必要があるが、相当の費
用がかかるため、現時点では実施できてい
ない。費用削減の観点から、他のプロジェ
クトで整備される衛星画像を活用する案
も考えられている。

・ 活動開始前（2009 年 7 月）に CIP が DENR
等と連携し、生物多様性のモニタリング調
査を実施。プロジェクト対象地内 4 ヶ所に
100 m×10 m の調査区画を設定し、植物相
と動物相（鳥、コウモリ）それぞれの種の
数、固有種の数、絶滅危惧種の数、構成、
多様性、分布について調査している。
・ 次回モニタリングは 2014 年に予定されて
・ 調査結果は一覧表として整理し、活動に伴
いる。
う影響を評価するためのベースラインと
している。
・ 上記モニタリングは範囲が限定的である
が、周辺地域を対象に調査研究が豊富に実
施されており、これらの成果を活用するこ
とによって情報を補完している。

２.４.２ 生物多様性に対する影響の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 「 with project 」 シ ナ リ オ と 「 without
project」シナリオを比較することによっ
て、生物多様性に対する影響を評価してい
る（評価結果は表 2 の通り）
。
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表 2 生物多様性に対するプロジェクトの影響評価
Without project シナリオ

With project シナリオ

森林に依存する種の多様性が現状のまま維持
される、あるいは低下する。

再植林によって森林の被覆面積が拡大し、森
林に依存する種の食料が増加する。
近隣の森林からの定着が促される。

残存する天然林が失われることによって、天
然更新を支える種子の散布者や絶滅危惧種あ
るいは固有種の生息地が消え去ってしまう。

分断された森林が植林地と結びつくことに
よってより大きな連続した森林が形成され
る。
森林の消失によって脅かされる種が便益を受
ける。

絶滅危惧状態にある樹木種の個体数が減少す
る。

当該種を再植林に活用することによって個体
数が増加する。

農業が景観を占有する。

景観の中で自然の生息地が増加する。

撹乱された土地が増加し、外来種や侵略性の
種の負の影響が大きくなる。

森林がより安定した状態となり、侵略性外来
種の定着を難しくする。

２.４.３ 配慮活動の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト活動（再植林、アグロフォレ
ストリー）は、シエラ・マドレ山脈の水源
地における森林被覆の回復、土壌浸食の抑
制、土壌肥沃度の保全を進め、コミュニ
ティに対する水資源供給を確保すること
を第一の目的としてデザインしている。
6

・ 再植林で使用する種は、マホガニー を除
き総て在来種としている。
・ 過去に化学肥料が使用され、周辺に生息す
る動植物に悪影響が出ていたため、本プロ
ジェクトでは有機肥料を使用することと
している。

6 マホガニーは地域に順応する能力があるほか、比較的成長が早く、樹木の保護や微気象空間の

改善に役立つため、生物多様性の観点から効果が期待される。また、経済的理由からコミュニ
ティはマホガニーの植栽に強い関心を持っている。プロジェクトではマホガニーをプロジェク
ト対象地の外側に植栽することとしており、マホガニーによる炭素吸収量を計上対象外として
いる。
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２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 再排出シナリオとして農業活動の再開を
想定しているが、農業活動からもたらされ
る便益は少ないため、森林が農地に転用さ
れるリスクは小さいとしている。

・ 森林を維持する費用は炭素クレジットの
売却益によって捻出可能と考えられてい
るが、対象地は頻繁に台風被害を受けてお
り、将来的に再排出が発生する可能性が懸
念されている。

２.６ リーケージへの対処
計画／進捗・成果

課題・改善点／今後の予定

・ プロジェクトのリーケージとして、プロ
ジェクト対象地の外側における農地の造
成及び家畜（水牛）の移動を想定している
が、いずれも規模は小さいと考えられるた
め、A/R CDM のガイドラインに基づき GHG
排出の増加量は微少（insignificant）と
している。

・ 今後、規模に関わらずリーケージ排出量の
算定を行う際には、高解像度の衛星画像が
必要になる可能性がある。

・ 住民は森林火災や虫害等を防ぐためにパ
トロールを実施する責任を負っている。
・ パトロールの実施状況は、CI や PEDAI が
毎週チェックしている。

・ 現時点で大規模なリーケージは特定され
ていない。しかし、プロジェクト対象地周
辺で炭焼きを行っているところを目にす
ることがある。

表 3 想定されたリーケージと対処方法
リーケージ

対処方法

農地の造成

・プロジェクトに参加する総ての住民にインタビューを実施。
・結果、2 名の住民が将来的に農地を造成する可能性を表明。しかし、その
面積規模は 6.8 ha と小さいため、A/R CDM のガイドラインに基づき、リー
ケージによる GHG 排出の増加量は微少（insignificant）と想定。

家畜（水牛）
の移動

・農業従事者から飼料を与えられない放牧水牛をプロジェクト対象地の外
側に移動する可能性がある水牛と想定した上で、その LSU（家畜放牧単位）
を算定。
・算定された水牛の規模は 5.11 LSU と小さいため、A/R CDM のガイドライ
ンに基づき、GHG 排出の増加量は微少（insignificant）と想定。
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ケニア共和国

PJ 名

対象地

カシガウ回廊 REDD プロジェクト
（ The Kasigau Corridor REDD
Project）

環境
活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

投資資金

期

2010 年 1 月～2039 年 12 月

海岸州タイタ・タベタ県
カシガウコリドー地域

面 積

約 170,000 ha

人 口

約 100,000 人

配
慮
項
目
と
の
関
係
性

民間主導型（営利目的）
実 施
主 体

間

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

Wildlife Works

概 要
プロジェクト対象地では、カシガウコリドー周辺地域におけるタイタ族らの人口増加や降水
量の低さに起因する農業生産性の低さという理由から、林地から農地への転換、違法炭焼きの
ための伐採、密猟等が行われており、森林減少や生物多様性の消失が進んでいる。
本プロジェクトの目的は、ツァボ東部国立公園とツァボ西部国立公園をつなぐコリドーでの
野生動物の移動を保護し、貴重な生物多様性の保全とローカルコミュニティに対するオルタナ
ティブな持続的開発の機会を提供し、本来であれば農業地に転換されていた乾燥地森林を守り、
持続的に保護することである。
プロジェクト活動は、REDD プラスのスキームによるカーボンファ
ンドを利用して行われている。2011 年に VCS の検証がなされ、世界で初めて REDD プラス由来
のクレジットが発行された。

上空から見た森林伐採地

カシガウ回廊内の森林伐採地
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、ケニアの人口は約 4,318 万人（2012 年）である。
ケニアは 42 の民族がいる多民族国家であり、それぞれが独自の文化や言語をもっている。人
口の多い主要な民族は、キクユ族（22％）やルヒヤ族（14％）、ルオ族（13％）等である。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるケニアの GNI は 372 億米ドル（1 人あたり
860 米ドル）
、経済成長率は 4.6％である。
ケニアの主要産業は農業（コーヒー、紅茶、園芸作物、サイザル麻、綿花、とうもろこし、除
虫菊）
、工業（食品加工、ビール、タバコ、セメント、石油製品、砂糖）、鉱業（ソーダ灰、蛍石）
である。
なお、世界銀行によると、2005 年における貧困率は 45.9％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるケニアの森林面積は 347 万 ha であり、国土面積の約 6％
を占めている。このうち天然林は 327 万 ha、人工林は 20 万 ha である。
FCPF に提出した REDD プラスの準備段階に関する活動提案書（R-PP）によると、天然林の多く
は森林保護区（ケニア森林公社（KFS）が管理）や国立公園（野生生物公社（KWS）が管理）のほ
か、地域の機関に信託された森林として保護されている。また、人工林については、約 11 万 ha
を KFS が、残りの 9 万 ha を民間が管理している。
ケニアの森林面積は 1990 年から 2010 年にかけて平均 1.2 万 ha/年のペースで減少しており、
その内訳は天然林が 1 万 ha/年、人工林が 2,000 ha/年である。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
R-PP によると、森林減少・劣化の主な要因は違法伐採や放牧、農業、石炭生産である。また、
1980 年代から政府によって産業植林が実施されてきたが、脆弱な管理体制及び不十分な財源配
分により農地等への転用が進んでいる。

１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1994 年（批准）

ラムサール条約

1990 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1978 年（批准）
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１.１.６ 関連する国内法制度

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

憲法
（2010年）

・ 個人及びコミュニティの尊厳を守ることを
目的として、人権や自由を認識し保護する。
（第 19 条）

森林法
（2005 年改定）

・ コ ミ ュ ニ テ ィ が Community Forest
Associations（CFAs）を登録し、KFS によっ
て承認された管理計画にしたがって森林管
理を行うことを認める。
（第 45 条）
・ CFAs が森林管理に参加する際は、伝統的な森
林利用者の権利と整合を図りながら実行す
べき。
（第 46 条）

憲法
（2010 年）

・ 総ての土地が国、コミュニティ及び個人に帰
属し、公共地、コミュニティ地、私有地の 3
つに区分される。（第 61 条）
・ 国家土地委員会を設置し、土地に関する紛争
に対して伝統的な解決メカニズムを適用す
ることを推奨する。
（第 67 条）

森林法
（2005 年改定）

・ KFS の設置を規定。KFS は他の機関やコミュ
ニティと連携しながら森林の管理・保全や生
物多様性の利用を進める。
（第 4 条）
・ 森林管理保全基金の設置を規定。生物多様性
保全を目的とする森林管理を拠出対象に含
める。
（第 17 条）

VISION 2030
（2006 年）

・ 生物多様性の価値を開発する能力の構築に
優先的に投資する。

生物多様性

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
カシガウコリドーは、ケニア南東部の海岸州に位置するツァボ東部国立公園とツァボ西部国立
公園をつなぐコリドーである。プロジェクトの対象地域（面積：約 170,000 ha）は、モンバサ
の北西約 150 km に位置し、私有林地、コミュニティグループ所有地、コミュニティトラストラ
ンド（住民が慣習的に管理している土地）が混在している。プロジェクトでは 13 のコミュニティ
を対象としており、プロジェクト周辺 5 km 以内に約 100,000 人が居住している。
プロジェクト対象地の生態系は、50 種以上の大型野生動物、20 種以上のコウモリ、300 種以
上の鳥類のほか、IUCN レッドリストに含まれる Grevy's zebra、チーター、ライオン、アフリカ
ゾウといった貴重な種も生息している。植生については、耐乾性のあるアカシア属やコンミフォ
ラ属の樹種が優占している。
プロジェクト対象地に居住する主要な民族はタイタ族である。
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図 1 対象地の地理的位置

１.２.２ プロジェクトの概要
タイタ族は伝統的に、降雨量が多く涼しい気候の Eastern Arc Mountains の高海抜地域とカシ
ガウ山の斜面に居住していたが、1980 年代後半から 1990 年代前半にかけてタイタ民族の人口が
増加したことを受けて、高温で乾燥した低海抜地域へと移住を始めた。タイタ族は生業として森
林を伐採しメイズを植えるが、降雨量が低い地域は生産性が低いため、本来タイタ族の農業には
不向きである。しかし、エルニーニョの発生によって豊富な降水量を得ることとなり、森林伐採
と移民に拍車がかかることとなった。
こうした背景を受けて、Wildlife Works は 1998 年頃から、対象地において生物多様性保全、
環境保護を目的としたプロジェクトを実施している。プロジェクトでは、森林減少を防ぐことに
よって毎年約 1.6 百万 t-CO2、期間合計で 49 百万 t-CO2 の排出削減を目指しており、2008 年に
CCBA、2011 年に VCS の認証を取得している。

１.２.３ 実施体制
実施主体は国際 NGO の Wildlife Works である。ただし、プロジェクト統括を担当する数人を
除き、基本的に地域からスタッフを雇用している（350 名以上を雇用）。また、専門的技能を必
要とする専門家については、プロジェクト対象地外からケニア人を雇用している。

１.２.４ 成功要因
 地域との緊密なコミュニケーション
スタッフは地域から雇用しており、コミュニティに恒常的に滞在しているため、住民との
コミュニケーションが日常的に行われている。また、事前説明や意思決定、活動の実施と
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いった個々の活動の中でも、地域住民との信頼関係の醸成に努力している。
 ベーシックな生活改善活動の実施

プロジェクトでは、カーボンからの資金を基にベーシックな生活改善活動を実施してい
る（学校建設、病院建設、ウォーターキャッチメント設置、職業機会創出等）。活動内
容はコミュニティが主体となって決定しており、したがってコミュニティの満足度は高
い。コミュニティに対しては、森林、生物多様性を保護しカーボン資金が得られることで
生活改善が実現していることに対する意識啓蒙を進めている。
 生計向上活動の質の高さ
生計向上活動の一環として洋裁、石鹸、小物等の製造を行っているが、その活動は「ター
ゲットは誰か」、「どのようなニーズがあるか」等、市場を意識しながら進められている。
具体的には、外部専門家を招き、デザインやパッケージに付加価値をつけているほか、海
外企業等と連携しつつ欧州での販売ルートを確保している。
 その他
スタッフの質が高いことや、プロジェクト対象地における生態系の価値が非常に高く、関
心を得やすかったことが成功要因として挙げられる。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通り。プロジェ
クトでは特に「戦略 2030」、「国家気候変
動対策戦略」
、
「国家気候変動対策戦略アク
ションプラン」との一貫性を重視してい
る。
・ その他、プロジェクトでは住民を雇用する
ため、国内の労働法、憲法、地域法令等を
遵守している。
・ モニタリングやパトロール等の活動を KFS
と連携しながら実施している。例えば、プ
ロジェクトのパトロールチームは武装し
ておらず、違法活動者への対処等で KFS の
支援を受けている。
・ ウェブを通じて情報を公開しているほか、
CCBA のウェブサイトを通じてコメントの
受付を行っている
（30 日間）
。
インターネッ
トアクセスが困難な地域住民のために、行
政オフィス、公共集会、学校等でチラシや
ポスターを配布している。また、Wildlife
Works のオフィスでパソコンを使用するこ
とも可能である。
・ 英語を理解できない住民については、地元
出身の翻訳者がサポートを行っている。
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・ プロジェクトレベルの教訓や知見を政府
の担当者と情報共有し、より連携を深める
仕組みについて検討を行う予定。

表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル

概要

○

戦略 2030

ケニア国の持続的発展に向けた長期フレームワークであり、
環境管理を改善するための森林ガバナンスや REDD プラスの実
施を提案。

○

国家気候変動対応戦略

気候変動緩和策を実施する上で、森林セクターがキーである
と定義づけている。

○

国家気候変動対応戦略ア
クションプラン

上記「国家機構変動対応戦略」について、活動内容、実施期
間、コスト等を具体化している。森林保全や植林の推進を通
じて REDD プラスの実施を支援するとしている。

土地法

持続的な土地利用を目指したビジョンを提示。森林、国立公
園、乾燥地、半乾燥地等の持続的な利用と保全を要請してい
る。

森林法

森林セクターが経済、社会、環境に良好なサービスを提供す
ることを目指すとしており、特に①森林の保全と持続的管理
を通じた貧困削減、雇用創出、生計向上への寄与、②森林管
理や意思決定に対するコミュニティ等のステークホルダーの
参加促進を強調している。

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 周辺コミュニティでは伝統的なトラスト
ランドシステムを維持しているが、政府が
・ プロジェクト対象地は、ケニア政府からの
コミュニティのトラストランドを法的区
賃借による私有地である。
画に再分配することを開始。このプロセス
に時間がかかっており、法的区画への再分
配は進んでいない。
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２.２.２ 代替生計手段の提供
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 住民が伝統的に行ってきた炭焼きと狩猟
は現在違法行為とされている。しかし、他
の生計手段はなく、厳格に禁止することは
困難な状況である。したがって、本プロ
ジェクトでは、オルタナティブで持続的な
生計手段を住民に与えている（裁縫、石鹸
づくり、レンジャー等）
。
・ 非農業部門での住民雇用に加えて、乾燥地
に適した農業スキームの拡大も進めてい
る。ホホバ、チリ、シトラス等は、従来の
一年生換金作物（トウモロコシ等）と比べ
て水分要求が低く、乾燥地に適している。

２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ Wildlife Works は、プロジェクト対象地
において 10 年以上の事業実施経験を有し
ており、プロジェクトの各段階で地域の関
係者から承認を得る努力を続けている（必
ずしも承認を得る必要がない事項につい
ても、承認を受ける努力を行っている）
。
・ プロジェクトの実施にあたり、Wildlife
Works と地域の代表者との間で合意を行っ
ている。
・ 合意に至る交渉の過程では、透明性を保つ
ために、総ての関係者に情報を説明。説明
（プレゼンテーション）は、総ての参加者
に理解できるように 3 つの言語（英語、ス
ワヒリ語、タイタ語）で実施された。プレ
ゼンテーション後、Wildlife Works は退
場し、参加者が投票を実施。13 コミュニ
ティ総てにおいてほぼ満場一致で合意が
なされた。合意内容は書面で保管してい
る。

100

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ REDD プロジェクトトラストファンドを設
立。資金が各活動に透明性をもって支出さ
れるために、活動コンポーネント毎に銀行
口座を設置し、資金を管理している。

２.２.５ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ コミュニティにおいて Wildlife Works が
ほぼ唯一で最大の雇用者であることから、
ネガティブインパクトとして Wildlife
Works に対する依存が考えられる。
・ 活動の計画・実施段階において先住民・地
・ 雇用数は最大であるものの、約 100,000 人
域住民に対するネガティブインパクトを
のうちの約 300 人に過ぎないため、ただち
想定することは容易ではない。活動実施後
に深刻な影響が出るとは考えにくい。しか
もモニタリング結果を注意深く分析しつ
し、プロジェクトでは依存を緩和する対策
つ、住民と対話を続けていく配慮が求めら
として、エコツーリズムや苗畑、ホホバ栽
れる。
培等の生計手段を強化することによって
コミュニティ内の雇用基盤を多様化し、現
金収入につながる活動を増やしていく取
組を実施している。

２.２.６ モニタリングの実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ Wildlife Works はコミュニティに対する
インパクトを測定するために、人口（10
年ごとに実施されるケニア国センサス）、
日々のプロジェクト活動から生産される
果樹、エコ炭の売り上げ記録等のデータを
収集している。
・ 家計調査等については、外部専門家が実施
している。
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２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ コミュニティ内でミーティングを開催し
ているほか、ニュースレター等を作成し、
理解醸成を図っている。

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 活動内容の決定はプロポーザルシステム
で行われる（誰でも提案可能）。活動の最
終決定は、コミュニティのメンバーから構
成 さ れ る Location Carbon Committee
（LCC）という機関において最終決定され
る。

・ 現在の合意形成システムがプロジェクト
終了後も継続されるようキャパシティビ
ルディング等を実施する必要がある。

・ 情報の伝達については、プロジェクトにお
いてコミュニティリエゾンチームを形成
し、対象地を定期的に巡回しながらコミュ
ニティ会議を開催し、プロジェクトの目的
を普及するとともに住民にフィードバッ
クの機会を与えている。

２.３.３ 意思決定に際しての情報提供や第三者助言の可能性
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ ウェブを通じて情報を公開しているほか、
CCBA のウェブサイトを通じてコメントの
受付を行っている
（30 日間）
。
インターネッ
トアクセスが困難な地域住民のために、行
政オフィス、公共集会、学校等でチラシや
ポスターを配布している。また、Wildlife
Works のオフィスでパソコンを使用するこ
とも可能である。
（再掲）
・ 英語を理解できない住民については、地元
出身の翻訳者がサポートを行っている。
（再掲）
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２.３.４ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 苦情受付のためのドキュメント「Wildlife
Works Community Conflict Process」を作
成している。コミュニティはどのようなコ
メントでも提案可能であり、30 日以内に
回答が行われることとされている。総ての
コメントが解決策とともに文書化されて
いる。

２.３.５ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト開始当初から雇用者（野生動
物レンジャー、工場勤務者、苗木生産者、
森林インベントリ技術者等）に対してト
レーニングを実施。モニタリングチームに
・ 現在、現地住民側は Wildlife Works に対
は、動物の居住区域に関する知識やインベ
して指導と資金援助を求めている状況で
ントリ作成技術、フィールド技術を提供し
あるが、最終的なゴールは CBO が独り立ち
ている。
することである。
・ 活動を管理する組織である CBO
（Community
Based Organization）に対する支援も実
施。書類の作成・管理、プロジェクト管理、
経理等の能力開発を行っている。

２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ Wildlife Works は常勤のレンジャーチー
ムを直接雇用し、生物多様性モニタリング
を実施している。モニタリングのリーダー
は博士号を持つ専門家である。主な調査項
目は、野生生物の現況（個体数等）
、倒木、
違法活動の状況（ワナや伐採の跡、違法牧
畜、炭焼き）等である。
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２.４.２ 生物多様性に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 現在までのところ、植物相及び動物相に対
する明らかなネガティブインパクトは特
定されていない。
・ わずかな可能性として、カシガウコリドー
に野生動物が戻ってきたことによる人間
と動物の衝突増加が挙げられる（特にゾ
ウ）
。
・ 緩和策として、①ゾウへの水の提供（乾
季）、②ゾウによる食糧略奪が見込まれる
期間のパトロール強化、③ゾウが嫌がるチ
リペッパーの苗木の活用（農地の周縁にバ
リアーとして植栽）
、④ゾウやその他動物
が興味を持たないホホバの栽培が進めら
れている。

・ 活動の計画・実施段階において生物多様性
に対するネガティブインパクトを想定す
ることは容易ではない。活動実施後もモニ
タリング結果を注意深く分析することが
求められる。

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 現在、カーボンクレジットが 8 米ドル／ト
ンという高値で取引されており、プロジェ
クトに対する経済的インセンティブは確
保されている。
・ 森林・野生生物の保全と雇用の関係につい
て、意識啓蒙を実施。技術や知識の移転、
保全活動の支援も進めている。

２.６ リーケージへの対処
計画／進捗・成果

課題・改善点／今後の予定

・ 周辺に設定したリファレンスエリアにお
いてパトロールを実施している。
・ 薪炭林を設定することによって対象地内
だけで薪需要に対応できるようにしてい
るほか、効率性の良い炭（エコチャコール）
に取り組むことによって伐採量を抑える
工夫を行っている。
・ 農業に依存している住民に対してオルタ
ナティブな経済活動を提供することによ
り、農業活動のための森林転用を抑制して
いる。
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モザンビーク共和国

PJ 名

対象地

積

人 口

ソファラ・コミュニティ炭素プロ
ジ ェ ク ト （ Sofala Community
Carbon Project）

Gorongosa サイト
（Nhamatanda 郡、Gorongosa 郡）
Zambezi デルタサイト
（Cheringoma 郡、Marromeu 郡）

活 動
タイプ

炭素蓄積の増加

資 金
タイプ

投資資金

期

2002 年～

Gorongosa サイト：55,877 ha
Zambezi デルタサイト：
455,515 ha
約 150,000 人
民間主導型（営利目的）

実
主

概

施
体

間

配慮項目との関係性

面

環境

プロジェクト開発者：
Envirotrade Carbon Limited（ECL）
プロジェクト運営者：
Envirotrade Mozambique Limitada
（EML）

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処

●

リーケージへの対処

●

要

本プロジェクトは、農村部の小規模農家における持続可能な土地利用管理の促進を目的とし
て、REDD プラス活動のほか、①木材利用と持続可能な収穫活動、②アグロフォレストリー活動、
③点滴灌漑とブッシュミート活動、④特用林産物の活動の 4 種類の生計向上活動を実施してい
る。REDD プラス活動では、コミュニティが森林計画を策定し、その上で植林のほか、森林管理
1
区域内のパトロール、防火帯の造成、「Early Burning」 と呼ばれる火災管理を実施し、野生生
物や森林の保全や農地への火災の拡大を予防している。

植林活動

特用林産物の活動（養蜂）

1 葉や下草が乾燥する乾季の前に意図的に強度の低い火災を起こすことによって可燃性の有機物

を減少させ、乾季の火災被害を防ぐ手段。
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１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、モザンビークの人口は約 2,392 万人（2011 年）であり、
マクア・ロムエ族等、43 の部族が存在している。
統計局データによると、公用語はポルトガル語であるが、ポルトガル語を第 1 言語とする人口
は約 8％であり、マクア語、ムワニ語などのバンドゥー諸語を母語とする人口が多数を占める。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるモザンビークの GNI は 128 億米ドル（1 人
あたり 510 米ドル）、経済成長率は 7.0％である。
モザンビークの主要産業は農林業（とうもろこし、砂糖、カシューナッツ、綿花、たばこ、砂
糖、丸太・木材）、漁業（エビ）、工鉱業（アルミ、石炭、天然ガス）である。
なお、世界銀行によると、2009 年における貧困率は 54.7％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるモザンビークの森林面積は 3,902 万 ha であり、国土面
積の約 50％を占めている。このうち天然林は 3,896 万 ha、人工林は 6 万 ha である。
モザンビークの森林面積は 1990 年から 2010 年にかけて平均 22 万 ha/年（森林面積の約 0.5％
に相当）のペースで減少している。
FCPF に提出した REDD プラスの準備段階に関する活動提案書（R-PP）によると、モザンビーク
では、生産林と土壌・水資源保護林の一部の管理を農業省土地森林局（DNTF）が、残りの土壌・
水資源保護林と生物多様性保全林の管理を観光省（MITUR）が所管している。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
R-PP によると、森林減少・劣化の主な要因は、農業、森林火災、木炭生産、建築材の収穫で
ある。
FAO Forestry country information によると、森林火災は毎年国土面積の約 40％に影響を与
える深刻な問題である。作物栽培や狩猟、木材収穫等を行う際に火入れが行われるが、そうした
活動が制御困難な火災を引き起こしている。
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１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1995 年（批准）

ラムサール条約

2004 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1981 年（批准）

１.１.６ 関連する国内法制度
憲法
（2004 年）

・ 基本的な人権と自由の保障・尊重に基づく法
律によって国家は統治される。（第 3 条）

土地法
（1997 年）

・ 農村地域における自然資源管理や紛争解決
では、地域住民が慣習にしたがって活動すべ
き。（第 24 条）

森林・野生生物法
（1999 年）

・ 保護区を管理する際、地域住民参加の下で起
草した計画にしたがって進めるべき。（第 10
条）
・ 森林コンセッションの配分にあたっては、事
前に関係する地域住民に意見聴取や交渉を
行わなければならない。
（第 17 条）
・ 森林を商業・工業・エネルギー目的で開発す
る際、地域住民の意向を保護すべき。（第 18
条）

憲法
（2004 年）

・ 土地の所有者が国に帰属する。（第 109 条）

土地法
（1997 年）

・ 土地は国家の財産であり、売却や譲渡はでき
ない。（第 3 条）
・ コミュニティや個人に対して土地利用権の
発行を認める。（第 13 条）
・ 経済活動を目的とした土地利用権は最長 50
年間であるが、地域住民が占有してきた土地
についてはこの限りではない。（第 17 条）

憲法
（2004 年）

・ 国が政策を立案する際、汚染や浸食の防止・
制御、環境価値の統合、自然資源の合理的な
利用等を目的に据えるべき。（第 117 条）

環境法
（1997 年）

・ 生物多様性や生態系の維持を目指すことを
環境の利用・管理の基本原則とする。（第 4
条）

森林・野生生物
国家政策と戦略
（1997 年）

・ 生物多様性の持続的利用と保全に係るキャ
パシティを向上させる。

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

生物多様性
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生物多様性

国家環境政策
（1995 年）

・ 生態系がもたらす様々な機能と生産力を将
来にわたって維持するために、環境と自然資
源を管理する。
・ 環境問題解決に向けた国際的な取組と地域
的な取組を結びつける。

環境アセスメント
プロセスの規則
（2004 年）

・ 直接的または間接的に環境コンポーネント
に影響を与える恐れのある総ての公的私的
事業に適用する。（第 2 条）

REDD プラスプロジェク
ト承認のための手続きに
関する規則
（2013 年）

・ プロジェクトでは、セーフガードの促進と支
援のための方策において、①森林と生物多様
性の保全と持続的な利用に関する法律に
よって認められている活動との整合性、②森
林と生物多様性の保全と持続的な利用に関
する政策との整合性、③地域住民の権利尊重
と効果的な参加の促進、④地域住民の食糧安
全保障との互換性を考慮すべき。（17 条）

１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
対象地は、モザンビーク中央部のソファラ州に位置する Gorongosa 国立公園と Marromeu 国立
公園のバッファーゾーンにあり、2 つのサイト（Gorongosa サイト、Zambezi デルタサイト）か
ら構成される。Gorongosa サイトは Nhamatanda 郡と Gorongosa 郡、Zambezi デルタサイトは
Cheringoma 郡と Marromeu 郡にそれぞれまたがっており、この 4 郡にある 10 のコミュニティが
対象となっている（土地の境界は首長による伝統的な線引きに基づく）。

図 1 対象地の地理的位置
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１.２.２ プロジェクトの概要
プロジェクト対象地では植民地時代、輸出のための道路建設や綿栽培によって雇用が提供され
ていた。しかし、1975 年の独立後に雇用が失われ、まもなく内戦（1976 年～1992 年）が始まり、
最も被害が大きな地域の一つとなった。内戦時に設置された地雷やインフラの破壊によって農業
活動が制限されたため、深刻な食糧不足が起こり、内戦が終結した 1990 年代半ばまで住民は他
の地域へ避難していた。
こうした経緯から、現在も政府や民間組織による地域社会への投資はなく、いくつかの NGO が
所得創出活動をしている状況である。ほとんどの世帯は、収入を得る手段を有しておらず、近く
の町で労働に従事する等、短期的な現金収入を得ている。また、電気、交通、通信システムへの
アクセス等も不十分である。
森林セクターについては、農業用地の拡大と木炭の製造によって森林減少が進んでおり、人口
増加に伴って状況はさらに悪化している。
以上のような背景により、持続可能な土地利用管理の促進と雇用創出等の住民の生計向上を目
的として、REDD プラスプロジェクトが始まった。

１.２.３ 実施体制
実施主体は、ECL と EML である。ECL は資金提供やドナー機関、クレジット購入者への対応を
行っており、EML はプロジェクト対象地において活動の運営を行っている。

１.２.４ 成功要因

 個人単位の支払い契約
支払いが世帯毎に行われると男性が利益を独占してしまう恐れがあるが、個人単位の支払
い契約とすることによって女性にも適切に資金が流れるようになり、結果的に女性のプロ
ジェクト参加が促進されることとなった。
 パフォーマンスベースでの支払い
植林活動に対する支払い契約として、最初の 2 年間の活動達成度を活着率（植栽木の生長
状況を表す指標）等で評価し、それに応じて金額を支払うこととした。これによって農家
のモチベーションは維持された。
 クレジット価格の下落に対応した生計向上活動の促進
プロジェクトでは当初、少なくとも炭素クレジット収益の 3 分の 1 を REDD プラス活動及び
アグロフォレストリーを実施している農家に支払う計画であったが、炭素クレジット価格
の下落によって計画の遂行に支障が出た。そこで、クレジット価格の下落に伴う支払い額
の減少を回避する観点から、残りの炭素クレジット収益を割り当てていたプロジェクトの
運営資金や将来的な投資資金の金額を減らし、農家への支払いを優先することとした。こ
れによって、農家に対する活動インセンティブが維持されることとなった（一方、プロジェ
クトの運営が困難となる課題が発生している）
。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 1 の通りである。
・ 土地の割り当てを決定する権限は政府に
あるが、土地法は慣習的な権利も認めてい
るため、現在の土地利用形態（コミュニ
ティメンバーへ土地を割り当てる権限が
コミュニティのリーダーに委譲されてい
る）について法的な問題は生じていない。
・ 事前調査の段階から、年平均 2 回のペース
でステークホルダー会合を開催。行政との
コミュニケーションをとっている。
・ 行政は、規制の適用、対立の仲裁、コミュ
ニティへのエンパワーメントプロセスの
促進、住民の権利と義務に関する法律の説
明等を通じてプロジェクトに関わってい
る。
・ プロジェクトのコアメンバーのみで定例
会を開き、地方政府との関係を維持してい
る。定例会の参加者は、コミュニティメン
バー、伝統的リーダー、自然資源管理組合
2
の担当者、 NGO、政府の代表等である。

・ 2009 年の統計によると、モザンビークの
農村部では住民の 10％程度しか読み書き
・ 年次報告書を Plan Vivo のホームページ上
ができない。したがって、たとえ報告書を
に掲載しているほか、新聞やワークショッ
ポルトガル語で作成しても、プロジェクト
プを通して、情報を公開している。
関係者全員にその内容を理解してもらう
ことは困難である。

2 共用資源の管理を目的とする慣習的な組織。住民が持ち回りで運営している。

110

表 1 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル
○

○

概要

土地法

コミュニティや個人に対して土地利用権の発行を認めてい
る。

森林・野生生物国家政策
と戦略

生物多様性の持続的利用と保全に係るキャパシティの向上を
目指している。

森林・野生生物法

保護区を管理する際、地域住民参加の下で起草した計画にし
たがって進めるべきとしている。

憲法

土地の所有者が国に帰属すると定めている。

注）○印は、プロジェクトの実施にあたって特に留意されている法制度等。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ REDD プラス活動として植林や森林保全活
動を実施する地域の土地境界は、コミュニ
ティの伝統的リーダーや自然資源管理組
合が判断を行っており、土地利用に関する
対立は生じていない。

２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 植林及び森林保全対象地を選定する際、地
域住民の知識を活用しながら土壌や在来
種の分類や宗教的理由により活動できな
い聖地等の区画設定を行っている。
・ 森林利用にあたり、種子を収集する時期の
選択等において地域の伝統的な知識を活
用している。
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２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 事前調査の段階から、年平均 2 回のペース
でステークホルダー会合を開催。コミュニ
ティの伝統的リーダーや自然資源管理組
合の関与を重視しながら活動方針等を決
定している。

２.２.４ 利益の配分
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 少なくとも炭素クレジット収益の 3 分の 1
を REDD プラス活動及びアグロフォレスト
リーを実施している農家に支払うことが
計画されている。また、植林活動に対する
支払い契約として、最初の 2 年間の活動達
成度を活着率（植栽木の生長状況を表す指
標）等で評価し、それに応じて金額を支払
うこととしている。
・ 共有地において REDD プラス活動が実施さ
れた場合、収益はコミュニティ基金に 10
年以上にわたり支払われていることとし
ている。

２.２.５ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 自然資源管理組合の委員選出にあたり、女
性や貧困層、若年層に平等な権限を付与す
ることを保証しており、ネガティブインパ
クトを与える活動の発生を間接的に抑制
している。
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２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 「コミュニティ技術者」としてコミュニ
ティの住民を数名採用し、訓練している。
これによって、コミュニティ技術者を通じ
てプロジェクトの説明や農業技術のサ
ポートを実施している。
・ ドナーがプロジェクト対象地を訪問し、実
際にどのようにクレジットが創出されて
いるのかを確認する機会を設けることに
よって、プロジェクトに関する理解醸成を
促している。

２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 総ての活動の決定プロセスと実施結果の
報告、評価にコミュニティの伝統的リー
ダーと自然資源管理組合を関与させてい
る。
・ 活動のパフォーマンスを改善するための
議論も行っており、実際「Early Burning」
の導入等について合意している。

２.３.３ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 森林火災の延焼によって外部のコミュニ
ティと紛争が発生するケースがある。こう
した紛争については、コミュニティ間で会
合を開催し、解決を図っている。

２.３.４ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 女性の積極的な参加を奨励するために、世
帯毎ではなく個人単位で支払い契約を結
んでいる。
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２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト開始前にインベントリ調査 ・ 現在提案されているモニタリング項目は
以下の通りである。
を実施。樹種の同定や生態系の評価を行っ
ている。生態系の評価にあたっては、シャ
生物に対する影響
3
 景観の断片化・劣化（衛星画像解析
ノン指数 を活用。ミオンボ林、サバンナ
により調査）
河畔林、二次林において評価を行ってい
 樹 種構成や植 生タイプの 状態（エ
る。
ドゥアルドドモンドラーネ大学と連
・ 2009 年と 2010 年に FAO の資金を活用しイ
携）
ンベントリ調査を実施。15 の固定サンプ
 アグロフォレストリーや火災レジー
ルプロットを設定し、成長率、樹種構成、
ム（鳥類のトランセクト調査により
火災レジーム等を測定。
評価）
・ 総ての研究結果はプロジェクトのウェブ
水資源に対する影響
サイト（www.miombo.org）やエジンバラ大
 降雨量
学のウェブサイト上で公開している。
 灌漑用の井戸の水位
 植栽前後（苗畑生育時、農地への植
栽後）の樹木の枯死率
土壌に対する影響
 土壌炭素及び窒素の濃度

２.５ 非永続性への対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 炭素クレジットによる支払いはリスクが
大きいため、Plan Vivo の規格を適用する
ことによって付加価値をつけている。
・ コミュニティ内にビジネスグループを組
織し、収入源を多様化することによって持
続可能性を担保している。

・ 炭素クレジット価格の下落が最大のリス
クである。

3 種の多様性を定量的に評価する際に用いられる指数。
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２.６ リーケージへの対処
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 想定されるリーケージは、農地開発、炭焼
き、燃料木の収集である。
・ 農地開発については、定住農業に移行でき
るような活動を組み込んでいる。例えば、
農業活動の一環として農業残渣を一ヶ所
に集積し処理しようとしても、家畜がいな
いために実施困難である（対象地ではツェ
ツェバエの害により家畜を飼うことがで
きない）。そこでプロジェクトでは、農地
土壌内に残渣を鋤き込み、土地を肥沃にす
る活動を行っている。
・ 炭焼きについては、プロジェクト対象地内
で持続可能な生産を推進しているが、その
一方で現金収入の減少を招いている。そこ
で、代替的な生計向上手段（製材業、ホロ
ホロ鳥の飼養）を提供することによって住
民の収入を補完し、持続可能な炭焼きの実
現を側面からサポートしている。
・ 燃料木の収集については、プロジェクト対
象地内でアグロフォレストリーを推進し
持続的な供給体制を築くことによって、地
域外での伐採を抑制している。
・ その他、WWF と連携して、コミュニティに
対し、環境教育プログラムを実施してい
る。
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メキシコ合衆国

PJ 名

対象地

環境

エルオコテ生態保全地区における
Plan Vivo シ ス テ ム を 活 用 し た
REDD パイロットプロジェクトの形
成

活 動
タイプ

森林減少・劣化の抑制

資 金
タイプ

援助資金

期 間

2009 年～2013 年

チアパス州
エルオコテ生態保全地区

約 4,340 ha

人 口

約 1,308 人

配慮項目との関係性

面 積

民間主導型（非営利目的）
実
主

概

施
体

La Cooperative AMBIO S.C de R.L
国家自然保護地区委員会（CONANP）

社経

国家森林プログラム等との一
貫性確保／ガバナンスの構
築・強化

●

先住民・地域住民の権利尊重

●

ステークホルダーの参加

●

生物多様性への配慮

●

非永続性リスクへの対処
リーケージへの対処

要

チアパス州は 2009 年より準国ベースの REDD プラスに取り組んでいる。現在はパイロットプ
ロジェクトを実施しており、その結果を州のほか、国レベルの REDD プラス戦略の構築にフィー
ドバックしているところ。
上記取組の一環として、現地 NGO の AMBIO が CONANP と協力し、本プロジェクトを開始した。
本プロジェクトはエルオコテ生態保全地区の 3 つのコミュニティを対象に実施されており、
2012 年までに REDD プラスプロジェクトデザインの策定、ローカルレベルの REED プラス戦略強
化に向けた能力強化、活動の実施、実施コストの算出、セーフガードの開発等が終了している。

対象地に広がる森林

放牧地へと転用された土地

117

１．基本情報
１.１ 国レベル
１.１.１ 人口・民族構成
日本外務省の Web サイトによると、メキシコの人口は約 1.17 億人（2012 年）であり、欧州系
（スペイン系等）と先住民の混血が 60％、先住民が 30％、欧州系（スペイン系等）が 9％、そ
の他が 1％という構成である。

１.１.２ 経済状況・主要産業等
日本外務省の Web サイトによると、2012 年におけるメキシコの GDP は 11,773 億米ドル（1 人
あたり 10,057 米ドル）、実質経済成長率は 3.9％である。
1

JETRO 資料 によると、メキシコの主要産業はサービス産業（商業、不動産・賃貸、運輸等）で
あり、実質 GDP の 6 割以上を占めている。次いで製造業が 17.5％であり、農林水産業は 3.3％に
すぎない（いずれも 2011 年のデータ）。
なお、世界銀行によると、2012 年における貧困率は 52.3％である。

１.１.３ 森林の現況
FRA 2010 によると、2010 年におけるメキシコの森林面積は 6,480 万 ha であり、国土面積の
約 33％を占めている。このうち天然林は 6,160 万 ha、人工林は 320 万 ha である。
メキシコの森林面積は 1990 年から 2010 年にかけて平均 27 万 ha/年（森林面積の約 0.4％に
相当）のペースで減少した。ただし、減少ペースは徐々に緩和されており、2005 年から 2010 年
の 5 年間については平均 16 万 ha/年であった。
FCPF に提出した REDD プラスの準備段階に関する活動提案書（R-PP）によると、メキシコの森
2

林はコミュニティ林、私有林、国有林の 3 区分に大別され、共有地にはエヒート（ejidos） や
先住民が管理している土地が含まれている。各森林の面積割合はコミュニティ林が 55％、私有
林が 35％であり、国有林はわずかである。

１.１.４ 森林生態系劣化の主な要因・影響
R-PP によると、森林減少の主な要因としては牧草地や農地への土地転用、森林劣化の主な要
因としては移動耕作、大規模な放牧、十分に管理されていない伐採が挙げられる。また、土地所
有権を巡る紛争が未解決の地域において森林減少・劣化のリスクが高くなる傾向があるとされて
いる。

1 「メキシコ最新経済・産業・市場動向」（2012 年）
2 メキシコ革命以降に土地の利用権、耕作権を得るために結成されたコミュニティ。
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１.１.５ 関連国際条約への加盟状況
生物多様性条約（CBD）

1993 年（批准）

ラムサール条約

1986 年（発効）

ワシントン条約（CITES）

1991 年（批准）

１.１.６ 関連する国内法制度
憲法
（2005 年）

・ 先住民が自己決定を行い、独自の規制を適用
し、独自のルールに従って紛争を解決し、独
自の言語や知識、文化を保護する権利を認
識・強化する。（第 2 条）

森林法
（2003 年）

・ 先住民が占有する森林の資源を先住民が優
先的に使用できる権利を尊重する。
（第 2 条）
・ 森林政策の実施や評価における先住民の参
加を保証する。（第 3 条）

憲法
（2005 年）

・ 土地の財産権は国家に帰属しており、国家が
その権利を民間に移転する権利を有してい
る。（第 27 条）

森林法
（2003 年）

・ 森林資源の所有権は先住民やコミュニティ
にも割り当てられる。（第 5 条）
※ R-PP によると、土地の約 85％は地図上で特
定されており、所有権が公的に付与されてい
る。しかし、残りの 15％は所有者が土地境界
の設定に積極的ではない、あるいは政治的問
題、薬物売買、組織犯罪が存在するためアク
セスに関する問題を抱えている土地である。

戦略的森林計画 2025
（2001 年）

・ 持続可能な森林管理の達成に向けて、生態系
機能との関係性を念頭に置いた森林部門へ
のアプローチ、コミュニティ林事業を始めと
する民間イニシアティブの実施、生態系の保
全・再生を促すための経済的な仕組みの導入
を推進すべきとした。

森林法
（2003 年）

・ 森林が有する環境サービスの開発や生物多
様性の維持・拡大を主要な目的として位置づ
け。（第 2 条）
・ 森林の持続可能な利用を促すとともに、農業
利用などを目的とした土地利用変化を抑制
すべき。（第 3 条）
・ 森林の保全や持続可能な利用を進める上で、
環境サービスに対する支払い（PES）の開発
などが有効。
（第 142 条）

先住民・
地域住民の
権利尊重

土地の
所有権
利用権

生物多様性
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１.２ プロジェクトレベル
１.２.１ 対象地
対象地であるエルオコテ生態保全地区（プロジェクト面積：4,340 ha）は、南東部チアパス州
の山岳地帯に広がっており、種の多様性や固有種の存在で重要とされている中米生物回廊に属し
ている。気候区分は熱帯もしくは亜熱帯、温帯湿潤であり、年間降水量は 1,500～2,000 mm であ
る。
この地域には先住民族である Zoques 族と後から移住してきた Tzeltales 族、Tzotizles 族が、
自家消費用のトウモロコシやマメ等の生産と現金収入用の牧畜を行いながら生活していたが、近
年は開発や資源の採掘、人口増加による農耕地の拡大、焼畑等によって原植生が失われている。
また隣接するオアハカ州との境界が不明確であるため、土地利用等を巡った紛争も生じている。

図 1 対象地の地理的位置

１.２.２ プロジェクトの概要
プロジェクトの目的は、コミュニティによる計画立案、能力強化、生産システムとコミュニティ
の森林の向上を通じたコミュニティレベルでの REDD プラスプロジェクトの開発、実施である。
2009 年のプロジェクト開始以降、活動は 5 つのフェーズに区分され、現在は第 5 フェーズの
活動が進められているところ。
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表 1 フェーズ毎の活動内容
フェーズ

全般的な活動

第 1 フェーズ
（2009 年）

・ 参加するコミュニティを決定。
・ Plan vivo のツールを活用し各参加者の活動を決定（コーヒーによ
るアグロフォレストリー、養蜂、土壌保全、NTFPs の管理等）
。
・ 35 ヶ所の恒久サンプルプロットについて情報整理。
・ 森林伐採・劣化に関する参照レベルを設定。

第 2 フェーズ
・ 活動の拡大（2 つのコミュニティを新たに追加）
（2009 年～2010 年） ・ REDD パイロットプロジェクトを実施するための関係者、参加者の
能力向上（環境サービスへの支払いに取り組むマルケスデコミ
ジャとの意見交換、養蜂、コーヒー生産、コンポストの見学）。
・ エルオコテ生態保全地域での REDD 実施可能性を強化するための地
域への提案をデザイン
・ プロジェクト活動に必要なコストの分析
・ 新しいモニタリングプロットの設置
・ 4 つのコミュニティの REL の設定
・ 活動によって緩和される排出量の算出
・ 国家 REDD 戦略と地域戦略のすりあわせ
第 3 フェーズ
・ Plan vivo のツールで決定したコミュニティ活動、個人活動の実施
（2010 年～2011 年）
（防火帯の作成、コーヒーによるアグロフォレストリー、荒地で
のレモンとトウモロコシのローテーション栽培）
・ 能力向上-コミュニティ（生産の向上とプロジェクトエリアおよび
周辺に及ぼす負の影響軽減）、コミュニティの技術者（PDA, ArcGIS
を利用した森林管理）、エルオコテ生態保全地域担当者（とコミュ
ニティレベルでの気候変動への適応のサポート）
・ 機会コスト、トランザクションコスト、活動の実施にかかるコス
トの算出
・ 炭素マーケットや REDD プラスのクレジットの市場調査と参加
第 4 フェーズ
・ 環境、社会セーフガードの開発、適応（CCBA の SBIA（Social and
（2011 年～2012 年）
Biodiversity Impact Assessment）の方法を適用したワークショッ
プ、個々やコミュニティに対するアンケート調査、REDD＋情報の
普及や公開、国家機関等との協力体制の強化）
第 5 フェーズ
・ 参加コミュニティの追加
（2012 年～2013 年） ・ コミュニティ間での情報交換等による相乗効果の創出

対象となるコミュニティ（エヒード）は以下の 3 つである。選定にあたっては、CONAFOR が実
施する PES プログラムへの参加経験があり、森林保護や生態系保全の経験を有することが条件と
された。そのため、各コミュニティともプロジェクトを遂行する基盤がある程度備わっており、
プロジェクトを円滑に実施する組織能力等を潜在的に有していることが事前に確認された。
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表 2 プロジェクトに関連する法制度等
コミュニティ名

民族

人口

森林面積

ヌエボ・サンフア
ン・チャムラ

Tozoztiles
族

506 人

240 ha

農業（トウモロコシ）、
牧畜、コーヒー栽培、
養蜂

ベインテ・カサス

Tozoztiles
族

259 人

1,240 ha

農業（豆、トウモロコ
シ）、牧畜

ティエラ・ヌエバ

Tozoztiles
族

200 ha

牧畜、農業（トウモロ
コシ、豆）、コーヒー栽
培

543 人

主な生業

Plan vivo
Plan vivo の基盤である Plan vivo 基金はスコットランドの慈善団体と
して 1994 年に設立された国際的な組織である。米国国際開発庁（USAID）
や英国国際開発省（DFID）、Green Belt Movement、国際アグロフォレ
ストリー研究センター（ICRAF）、レインフォレストアライアンス等の
支援を受け、イギリスに本部を設置し活動を行っている。
Plan vivo は生態系、気候、生活への利益を生み出すことを目的として、資源とコミュニティ
を結びつける枠組みである。小規模農家やコミュニティグループの主導の下、彼らのニーズ
や能力に応じて生態系の保全や回復計画を立案し、プロジェクトの支援やインセンティブを
直接参加者が受けることを目的として、そのための活動のガイドラインやマニュアルを整備
している。
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２．プロジェクト活動の詳細
２.１ 国家森林プログラム等との一貫性確保／ガバナンスの構築・強化
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 関連する法制度等は表 3 の通りである。
・ 本プロジェクトの実施者である AMBIO が
メンバーとなっているチアパス REDD プラ
ス技術諮問委員会（CTC-REDD）では定期的
に会合が開催されており、その結果が連邦
政府の REDD プラス機関である REDD プラス
ワーキンググループ（GT-REDD+）に報告さ
れている。また、本プロジェクトには連邦
政府機関である CONANP が協力機関として
参加しており、情報共有や現地視察等を共
同で行っている。こうしたことから、本プ
ロジェクトに関する情報は連邦政府と共
有されている状況である。
・ その他、エルオコテ生態保全地区で活動す
る NGO の戦略やコミュニティレベルの活
動、能力強化の方法等を統括するため、
「エルオコテ生態保全同盟グループ」の形
成が CONANP エルオコテ生態保全地区を中
心として進められており、情報共有体制が
官民一体となって整備されている。
・ AMBIO が毎年報告書を作成し、Web サイト
で公表している（ダウンロード可能）。ま
た、CONANP のホームページでも活動の概
要をまとめたリーフレットを公開してい
る。使用言語はスペイン語。
・ その他、本プロジェクトについて国内外の
ワークショップにおいて発表された際の
資料等も多数公開されている。

CTC-REDD
効果的で透明性のある REDD プラス活動を計画・実施し、環境及び社会への便益を引き出すこ
とを目的とした組織。2010 年にチアパス州がメキシコにおいて初となる州の気候変動緩和適
応法を公布し、2011 年に設立された。連邦政府、州政府、NGO、林産物生産者、先住民代表
グループ、エヒード農民グループ、土地所有者、金融機関等、70 以上の関係者が参加。
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表 3 プロジェクトに関連する法制度等
タイトル
ラカンドナジャングル母なる
地球の保全と尊重法令（チア
パス州）

概要
ラカンドナ地域において、土地利用転用等の人為活動を抑制
するとともにモニタリングを強化する。

自然保護地区及び森林野生動 森林保護地域の管理について 21 の計画を実施し、300,000 ha
物のための法令（チアパス州） を自然保護地域として定める。
ラカンドナジャングルの保
全、再生、持続可能な利用特
別プログラム

持続的な土地利用を促進し、環境影響調査を実施する。

環境サービスへの支払い

生物多様性や生態系の重要な地域の保全に対して支払いを行
う。

南部州社会林業開発プロジェ
クト（DECOFOS）

森林に居住する貧困層の生活を改善する。

自然保護地域法令

自然保護地区の生態系及び生物多様性を住民参加によって保
全する。生態系の保全、回復、管理に係るプロジェクトの形
成、促進、管理を実施する。

チアパス州気候変動緩和適応
法および規則

チアパス州 REDD プラス戦略の技術諮問委員会及びチアパス州
アクションプログラムを制定する自然博物省の規則や定義を
定めている。

チアパス州持続的森林開発法

生態系サービスへの支払いシステムを促進する。

チアパス州気候変動アクショ
ンプログラム

2015 年までに戦略を確立し、初期アクションを実施する。2025
年までに温室効果ガス排出削減や気候変動適応策に貢献す
る。

２.２ 先住民・地域住民の権利尊重
２.２.１ 土地や資源の所有権・利用権の特定
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ エヒードの土地は当初、国が所有権を有
し、エヒード農民には利用権や耕作権のみ
が与えられていた。しかし、1992 年の憲
法第 27 条改正によって、現在はエヒード
農民の土地所有権が認められ、エヒード農
地の売買や賃借が行われるようになって
いる。ただし、所有は個人単位ではなくエ
ヒード単位である。このため、本プロジェ
クトにおける各エヒードでは、定期的に総
会を開催し、それぞれのルールに基づいて
土地運営方法を決定している。
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２.２.２ 地域の慣習や知識の活用
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ Plan vivo システムの下、ワークショップ
を開催し、プロジェクト参加者が中心と
なって個人やコミュニティが抱える課題
について討論・分析を行い、活動の選択を
行っている（コーヒーや農作物の畜産の病
虫害対策、養蜂やチーズづくり等）
。
・ 生産活動等に関する問題点を挙げた上で、
当該活動に成功している他のエヒードの
取組を見学するプロセスを組み込むこと
によって、各エヒードが有する知識を交換
している。

２.２.３ 先住民・地域住民の事前同意
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ Plan vivo システムの下、ワークショップ
を開催し、プロジェクト参加者が中心と
なって個人やコミュニティが抱える課題
について討論・分析を行い、活動の選択を
行っている（コーヒーや農作物の畜産の病
虫害対策、養蜂やチーズづくり等）。
（再掲）

２.２.４ 先住民・地域住民に対するネガティブインパクトの回避
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本プロジェクトでは、ワークショップにお
いて、プロジェクトの目的や戦略、活動内
容のほかに、想定されるネガティブインパ
クトやその回避方法を図にしてまとめ、参
加者自身がネガティブインパクトを分析
し、対処活動を計画・実施する工夫を行っ
ている。

・ ネガティブインパクトについては継続的
にモニタリングを行い、住民と対話を続け
ていく配慮が求められる。
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表 3 ワークショップで挙げられたネガティブインパクトとそれを回避するための方法
ネガティブインパクト

ネガティブインパクトを
回避するための方法

リーダーに対する集中的な能力開発（研修等
の実施）に伴うエリート集団の結成と格差発
生

・ リーダーの選出時に全体のバランスを考
慮する。

リーダーへの負荷増大（仕事や家庭への影響
等）

・ リーダーに経済的インセンティブを付与
する。

活動参加に伴う過度な負担や規制・約束事の
増加による参加者の離反

・ 活動計画時、専門のファシリテーターを活
用することによって意思決定の透明性を
高める。
・ 短期間で収益向上が期待できる活動を導
入する。
・ 補償制度を確立する。
・ 参加者同士、あるいは参加者と NGO 間でコ
ミュニケーションを密にとる。

プロジェクトに対する批判的な意見

・ プロジェクトに対する理解を広範囲に進
める

基金設置に伴うトラブルの発生（汚職等）

・ 透明性を確保した運営方法を確立する。

２.３ ステークホルダーの参加
２.３.１ ステークホルダーの理解醸成
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト活動の開始前にワーク
ショップを 2 回開催し（2009 年 6 月、2009
年 8 月）、活動に関する理解の醸成や活動
計画の策定、森林管理活動や森林減少・劣
化抑制活動の抽出、活動費用の算出等を実
施している。
・ プロジェクト活動開始後も、エヒード農民
が必要とする能力開発や生計向上につい
て検討するワークショップを開催してい
る。

・ 活動 4 年目に REDD プラス活動や活動に伴
うリスク等に関する理解や意識について
アンケート調査が実施されたが、そこで住
民の大部分が REDD プラスについて知らな
い、あるいは聞いたことがあるが説明でき
ない状態であることが明らかとなった。
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２.３.２ 合意形成・伝達の実施
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ プロジェクト活動に係る意思決定は、ワー
クショップ等を通じてコミュニティ自身
で議論が行われ、最終決定は総会において
なされる。
・ 総会の開催頻度はコミュニティによって
異なっており、ヌエボ・サンフアン・チャ
ムラは半月に 1 回、ベインテ・カサスと
ティエラ・ヌエバは 2 カ月に 1 回である。
総会の主な参加者は男性のエヒード農民
である。
・ 意思決定に際しては、女性（家庭内でのみ
決定権を持つ、総会への参加は認められて
いない）や若者、エヒード内で居住するエ
ヒード農民以外の住民に配慮しており、活
動の計画立案段階への巻き込みや情報の
事前伝達等を行っている。

活動計画の立案プロセス（ワークショップ開催の場合）
1. AMBIO 職員がワークショップの目的や気候変動問題、問題における森林の位置づけ等につ
いて説明。
2. 土地利用活動（植林、アグロフォレストリ、森林保全等）について、どの活動に興味が
あるか、住民にとって価値がある活動は何か、どの活動が生態系に脅威をもたらすかを
特定。
3. 個人あるいはコミュニティが有する土地と現在の土地の利用状況を把握。
※ 各住民が所定の紙に名前、所属するエヒード名、所有している土地、現在の利用状況
等を記述。共有地の場合は、全員で記述。
※ 文字が書けない人は書ける人が介助し、正確な描写ができるように配慮。
4. 記述された内容に基づき、住民の希望に応じた活動計画について議論。
※ 計画実施に伴って 5 年後に土地利用がどのように変化するか、計画を達成するために
どれくらいの仕事が必要か、土地利用変化に対して家族の了解が得られるか等につい
て議論。
5. 議論の結果を文書化・アーカイブ。
※ 議論の結果を清書した紙は活動の計画書となるため、活動実施者がサインし、AMBIO
に提出。AMBIO はこれをコピーし、活動実施者に配布。
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２.３.３ 意思決定に際しての情報提供や第三者助言の可能性
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 意思決定においては AMBIO が第三者的な
立場から助言を実施。特に情報を提供する
際には、スペイン語を使用できる割合が低
いことを勘案し、Tozotzil 語で行う等の
配慮がなされている。

２.３.４ 紛争解決
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ エヒード間や政府、民間等の組織間におけ
る土地の所有及び権利に関する紛争は、農
地改革局によって仲裁・解決がなされる。
・ エヒード内での苦情・衝突はエヒード総会
の共有財産監査委員会において審議され、
投票によって決定される。

２.３.５ ステークホルダーの参加促進
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 総会への参加権を持たないエヒード農民
以外の住民もプロジェクトへの参加が可
能。便益を受けることもできる。

・ 女性等の意見はアンケート調査や聞き取
り調査によって収集され、プロジェクトに
反映されているが、配慮が十分かどうかは
不明である。
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２.４ 生物多様性への配慮
２.４.１ 対象地における生物・生態系情報の把握・モニタリング
計画・進捗・成果

課題・改善点・今後の予定

・ 本プロジェクトでは活動の一環として森
林モニタリングも実施している。モニタリ
ング実施者はプロジェクトに参加してい
るエヒード農民及び AMBIO の技術アドバ
イザーであり、80 以上の永久プロットを
設置している。
・ 生物種（希少種を含む）についてはアン
ケート調査を実施し、エヒード内で見かけ
たことがある種、及びその種の増減につい
て質問。種の増減については、近年狩猟に
規制がかかっていることもあり、種の数は
変化していないか増加しているという回
答を得た。

２.５ 非永続性への対処
プロジェクトの対象外。
なお、本プロジェクトでは、9,026 t-CO2/年の排出削減が見込まれているが、これに対して機
会費用を 16,921 米ドル/年、トランザクション費用を 15,415 米ドル/年とし、炭素クレジットの
最低価格を算出したところ、プロジェクトが成立する炭素価格は 3.5 米ドル/t-CO2 となった。こ
こには実施コストを計上しておらず、これを含めるとさらに炭素価格は上昇する。この価格が保
証されなければ、反転が起こる可能性がある。

２.６ リーケージへの対処
プロジェクトの対象外。
ただし、想定されていないリーケージが発生していないかどうかについてモニタリングを行う
必要がある。
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