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森林総合研究所 REDD研究開発センター 

平成 23年度第 2回公開セミナー 

「グローバルな REDDプラスの枠組構築に向けて 

―プロジェクト活動からのスケールアップ、多様なプレーヤーの有機的連携―」報告 

 

セミナー概要 

 2012年 1月 7～8日の 2日間にわたり、森林総

合研究所REDD研究開発センター主催の第2回公開

セミナーが開催された。当日はあいにくの雨とな

ったが、各国の政府関係者だけでなく、民間企業、

研究機関、大学、行政、NGO など多様なステーク

ホルダーから多数の参加を得て、示唆に富むプレ

ゼンテーションと有意義なディスカッションが行

われた。 

 

本セミナーの開催趣旨 

 現在、気候変動問題に関しては、森林減少に由

来する温室効果ガスが世界総排出量の約 2割を占

めるという IPCCの報告を受け、その有効な解決策

として REDDプラスが注目されている。また日本政

府は、途上国に対して低炭素技術・製品の普及を

行い、それによって得られた排出削減量を二国間

協定を通じて日本の削減量として認定する「二国

間オフセット・クレジット制度」を提案している。

森林総合研究所では、そこに REDDプラスの枠組を

組み入れて活動を推進したいと考えている。 

 政府間レベルの交渉と並行して民間の自主的取

組が進む中、実行可能な REDDプラスの仕組みを作

り、持続可能な森林経営を推進するためには、現

場レベルでの経験を通じて技術的課題を解決して

いくことが求められる。さらに REDDプラスの実施

に当たっては、政府、行政、国際機関、研究機関、

民間企業、NGO、地域住民と、非常に幅広いプレー

ヤーが関与する。そこで本セミナーは、それぞれ

の実践的な取組から得た知見や経験、課題などを

共有し、その解決策を模索することを目的として

いる。 

 開会に際し、森林総合研究所の鈴木和夫理事長

と林野庁の沼田正俊次長からは、本セミナーを通

じて関係各層の連携が一層促進・強化され、REDD

プラスの推進に貢献することに期待を込めた挨拶

が述べられた。 

 

オープニングセッション 

REDD 研究開発センター長の松本光朗氏より、

「REDD プラスにかかる各プレーヤーの役割は何

か？」と題し、REDDプラスをめぐる最新の話題提

供があった。 

 昨年 12月に南アフリカ・ダーバンで開催された

COP17 は、すべての国が参加する新たな枠組を

2020 年から運用するべく、遅くとも 2015 年まで

にその内容を決定するというロードマップが合意

され、気候変動問題への対応における大きなステ

ップとなった。一方で、松本氏は「2020年まで待

っていたら、その間にもどんどん森林減少は進行

する。少しでも早く取り組まなければならない」

と述べ、ボランタリープロジェクトを促進・支援

していくことの重要性を指摘した。 

 COP17は REDDプラスに関しても、セーフガード

の情報提供システムのガイドラインと参照レベル

のモダリティに合意するなど、着実な成果を残し

た。その一方、世界各地で実施されつつある自主

的なプロジェクトレベルの取組を、いかに国レベ

ルにスケールアップさせるかという問題に直面し

ている。これは各国が共通に抱えている問題であ

り、相互に情報を交換することで解決策を探って

いくことが求められる。 

 松本センター長は、「REDD プラスをゴールとす

るのではなく、REDDプラスを通してどのような森

林管理の世界を共有していくべきなのか、そのビ

ジョンについて議論したい」と締めくくった。 
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セッション 1：途上国の政策やニーズと総合的な

取組とは何か？ 

 最初のセッションでは、途上国の政策やニーズ

に合致し、受容性の高い取組を模索することをテ

ーマに、10カ国の代表から報告がなされた。 

 まず、パプアニューギニアの Constin Bigol氏

より発表がなされた。同国では、年間 1.41％の森

林が減少・劣化している。そこで 2007年から、国

内 19 州の森林計画の見直し（REDD イニシアティ

ブの導入）、森林局の再編成（気候変動を扱う部門

の設立）、REDD イニシアティブ実施のための行動

計画の策定、REDDプラスパイロットサイトの選定、

REDDプラス活動の選定を行っている。ただし、イ

ンフラ整備が不十分であるためにフィールド調査

の実施は困難だ。そこで、JICAの無償資金援助を

受けて、ラピッドアイ衛星や PALSARのデータを用

いたリモートセンシングのパイロットプロジェク

トが実施されている。さらに、GeoSARから得られ

た地形 3次元データと林冠 3次元データを組み合

わせ、樹高推定や樹冠ボリュームの推定を行う

Canopy Volume Estimationの研究開発も行われて

いる。2014年までには、これらのデータを基に新

たな国家森林資源管理データベースが構築される

予定だ。Bigol氏は、REDDプラスの準備活動は、

持続可能な森林管理に向けた国内の能力開発にも

大きく貢献していると述べた。 

 続いて、太平洋共同体の Sairusi Bulai氏から

は、REDDレディネス活動に関する地域的支援の枠

組について発表がなされた。太平洋共同体は南太

平洋に位置する 22 の小島嶼国を中心とした地域

協力機構で、加盟各国で既に多くの REDDプラスの

パイロットプロジェクトが実施されている。この

地域では、土地の大部分が王族の所有となってい

るトンガを除き、ほとんどの国で森林や土地がコ

ミュニティで所有されている。このことは、コミ

ュニティの参加が得やすいという点では REDD プ

ロジェクトの成功に貢献しているが、一方で慣習

的なコミュニティ所有地には未登記の土地も多く、

プロジェクト実施の際にその所有権が問題となる

ことも多いため、小規模な土地の所有者でも利益

を享受できるようなスキームが求められている。 

 そこで太平洋共同体では、森林減少のドライバ

ーとリーケージへの対応戦略、MRVや参照レベル、

セーフガード実施のためのモニタリング手法に関

する地域ガイドライン、域内の協力・協調と情報

交換、キャパシティビルディングについて定める

地域政策枠組の構築に取り組んでいる。その主眼

は、域内において専門知識や技術の共有と調整を

図り、MRV に関する研修や技術サービスを提供す

る既存の機関の拡充を行い、国際参画のための能

力強化を目指すことにある。Bulai氏は、「地域枠

組が REDDプラス実施のための大きな傘となり、一

定の方向を示すことができればと考えている」と

述べた。 

 マレーシアの Samsudin Musa氏からは、REDDプ

ラス実施に向けたフェーズドアプローチの一環と

して、2012年 2月に ITTOの支援の下で開始され

る新たなプロジェクトについて報告があった。同

国の森林はその大部分が州の所有地であるため、

REDD プラス実施に向けては州の参画が不可欠で

あり、州に対して REDDプラスから得られる利益を

明確に示す必要がある。そのため本プロジェクト

は従来とは異なり、サブナショナルレベルでの取

組を実施する。取組内容としては、まず森林劣化

を評価するためのガイドラインやモニタリングツ

ールの開発を行い、リモートセンシングと地上調

査を組み合わせて FMU（森林管理区）単位での森

林劣化の評価・削減を行う手法を確立する。さら

に、森林保全のコスト・ベネフィットを算定し、

REDDあるいは PES（環境サービスに対する支払い）

の下で支払を行う枠組を確立する。加えて、政策

立案者や森林管理者に対する啓発プログラムや、

REDD プラス及びカーボンアカウンティングに必

要な能力開発、地域の他の REDDプロジェクトとの

間で相互の知識交流を行っていくこととしている。 

 Musa氏は、REDDプラスの成否を握るのは、トラ

ンザクションコストと炭素価格だと指摘する。森

林保全によって得られるメリットを具体的な金額

に置き換えて提示することができなければ、州政
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府を参加させていくことは難しく、また、複雑す

ぎる仕組みにすればトランザクションコストが高

く付き、REDDプラスを実施する動機付けが損なわ

れてしまう。そのため、環境十全性と実効性の両

立を図っていくことが最大の課題として示された。 

 次いで、インドネシアのYuyu Rahayu氏からは、

同国内での MRVシステムの開発状況について報告

があった。ユドヨノ大統領は 2009年の G20会合に

おいて、2020年までに自助努力によって排出量を

26％削減し、さらに国際協力を得て 15％の追加的

削減を行うことを宣言した。同時に、天然資源の

効率的な利用の促進と REDDプラスの実施により、

7％の経済成長との両立を図ることも公約してい

る。この実現に向けては、既に国内全域にわたる

20 分類以上の土地被覆分類図の作成を完了して

いる。これは Landsat衛星画像を用いたリモート

センシングの手法で作成されたもので、この地図

データに基づいて森林をクラスタリングし、森林

被覆と森林減少を 3年ごとにモニタリングするこ

ととしている。また、排出量の大きい泥炭地から

の排出についても調査とデータの蓄積が進められ

ている。 

 これらのデータは国家森林インベントリーに収

集され、林木材積やバイオマス、さらに炭素排出

量の推計に利用されている。今後はこれを参照排

出レベルや参照レベルの設定につなげていく予定

だが、推計値の精度を向上させるためには、現状

では資金不足などの問題から 200～300 程度にと

どまっているクラスターの数を 600ほどに増やし

ていく必要がある。最後に Rahayu 氏は、REDD プ

ラスを実効性あるものにしていくためには MRVシ

ステムの確立が不可欠であり、また、地方政府や

地域などの準国レベルでの理解を促進していくこ

とが重要だと述べた。 

 カンボジアの Omaliss Keo 氏からは、REDDプラ

スを既存の政策や戦略と結び付ける取組について

報告がなされた。カンボジアでは、森林被覆率を

60％まで向上・維持することを定めたミレニアム

開発目標をはじめ、国家森林プログラムなど、既

に幾つかの気候変動対策の政策・プログラムが存

在するため、REDDプラス実施に当たっては、既存

の枠組との整合性を取っていく必要がある。中で

も国家森林プログラムは REDD プラスと密接な関

わりを持っている。ここでは、森林境界の画定・

分類・登録を行った上で、森林資源と生物多様性

の保全と開発、森林関連法の執行とガバナンス、

コミュニティによる森林管理を実施する。さらに、

現状では公的資金の投入によって森林管理を行っ

ているが、REDDや PES、環境保護権などの導入に

よって、持続可能な資金調達を目指している。 

 Keo氏は、REDDプラス実施に当たっては、法整

備を通じた政治的支援が不可欠だと協調した。現

状、カンボジアでは権利が重複してしまっている

森林が存在し、慣例的な所有権についても明確に

なっていないため、森林における木材や炭素の所

有権を明確にしていく必要がある。そのほか、REDD

プラスの登録方法に一貫性を持たせて重複登録を

防ぐこと、資金運用管理と利益配分の方法論を確

立することなどが今後の課題として示された。 

 次いで、ラオスの Khamsene Ounekham氏から報

告がなされた。ラオスは、国家機関による取組、

国レベルの緩和活動、準国レベルのプロジェクト

という三つの側面から REDD プラスに取り組んで

おり、この三つが調和的に進められるよう、政府

主導による法整備や公共投資に加え、州レベルや

プロジェクトレベルの活動を国レベルに統合する

ネステッドアプローチが採用されている。

Ounekham氏からは、JICAの支援の下で森林情報管

理（FIM）プログラムが紹介された。FIMでは、2010

年の森林ベースマップの作成、国土全体の現地調

査、リモートセンシングやデータベース構築、現

地調査のためのキャパシティビルディングを実施

する。これによって、国家森林インベントリーの

分類システムの改良を行う。リファレンスレベル

（RL）及びリファレンスエミッションレベル（REL）

の策定については、現在 FIMで作成中の 2000年、

2006年、2011年の森林被覆図を基に、FIMのバイ

オマスデータベースを国レベルに変換して国の炭

素蓄積を求め、2000 年から 2011 年の森林被覆変

化を国レベルの RELへと転換する試みがなされて
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いる。さらに、国の MRVシステムの構築に関して

は、FIM及び REDDプラスプロジェクトのデータを

用いて森林被覆図を国の炭素地図へと階層化し、1

～2 年に一度のペースで国土全体の衛星モニタリ

ングを実施して森林被覆の変化を追跡する計画を

立てている。 

 JICA の北村徳喜氏からは、ベトナムにおける

REDDプラスの現状について発表があった。ベトナ

ムは全体で見ると森林が回復しているような傾向

が見られるが、特定の地域においては森林減少・

劣化が深刻で、地域ごとに状況が大きく異なって

いる。そこで政府は積極的に気候変動対策に取り

組んでおり、国内には既に REDDプラス実施のプラ

ットフォームが存在している。例えば、土地所有

者の特定が進められていると同時に、森林保護契

約という独自のシステムが存在する。これは森林

の周辺に住む人々と契約を結び、その森林での伐

採を禁止すると同時に違法伐採の監視役を務めて

もらい、その報酬として一定の金額を渡す形で周

辺住民に森林保全の一翼を担ってもらうシステム

だ。さらに、2009年からは PFES（森林環境サービ

スへの支払）のパイロットプロジェクトも実施さ

れている。これは、森林の保全状態に応じて森林

所有者と契約保持者に対して現金が支払われるシ

ステムで、2012年からは全国での実施が計画され

ている。この取組は、REDDプラスの資金メカニズ

ムの基盤になると考えられる。 

 モザンビークの Joaquim Macuacua 氏からは、

JICA の技術協力を得て実施される REDD プラスの

実施枠組の策定について紹介がなされた。モザン

ビークでは、1980年に FAOの資金提供の下、最初

の国家森林インベントリーが実施された。その後、

1994年、2007年と更新され、州レベルでも森林イ

ンベントリーが実施されてきている。国内の REDD

プラス準備活動としては、日本政府などの支援を

得てモニタリングシステムの構築を試みているが、

課題は山積していると Macuacua氏は述べた。そこ

で、2012 年より JICA の技術協力の下、モニタリ

ングのための持続可能な森林資源情報プラットフ

ォームの構築が計画されている。ここではまず、

さまざまな機関からデータを収集し、国土全域の

衛星画像地図と森林及び地理的なあらゆる情報を

入手する。そして、国内の二つの州で SAR（合成

開口レーダ）画像と現地調査のデータを用いたリ

モートセンシングによって土地利用図と森林被覆

図を作成するパイロットプロジェクトを実施する。

また、そのためのキャパシティビルディングも行

う。同時に、地上モニタリングシステムを構築・

実施し、GPS と GIS の技術を用いて森林劣化・減

少を検出・報告を行っていく。これらを通じて参

照レベルを設定し、バイオマス推計及び炭素推計

のためのデータセットを整備することとしている。 

 コンゴ民主共和国の Patrik Onotamba Kondjo

氏から同国の国家森林調査システムに関する報告

をした。コンゴ民主共和国では、国内レベルと国

際レベルの二つの目的で MRVの構築に務めている。

国内レベルの目的は、国内政策の効果を評価する

こと、違法な採掘や伐採を監視すること、そして

それを防止する手段は何かということを具体的に

検証することだ。国際レベルの目標は、コンゴで

の成功例を国際社会に示すことで信頼を獲得し、

国際社会からの投資を呼び込むことと、国際社会

や国際機関に対して国家としての公式統計を出す

ことである。Kondjo氏は、そのためには他の発展

途上国での取組を知る必要があるとして、特に南

南協力によってキャパシティビルディングや方法

論の開発を行っている事例に学ぶことの重要性を

指摘した。コンゴでは現在、ブラジルの森林管理

システムを参考に、炭素推計や排出状況を把握す

る「TerraCongo」を構築中であり、実際のデモン

ストレーション画面を用いてこのシステムの紹介

がなされた。 

 最後に、パラグアイの Lidia Perez氏より、REDD

プラス戦略の開発と炭素蓄積推計の研究に関する

政策と制度枠組について発表があった。パラグア

イにおける森林減少の背景には、大豆・牛肉の市

場価格の高騰により、牧草地のニーズが増加した

こと、木炭生産のための過剰伐採や森林火災など

がある。さらに Perez氏は、環境法と森林法の間

に整合性がなく、森林管理に経済的インセンティ
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ブが与えられていないことも問題解決を困難にし

ている一因だと指摘した。そこで UN-REDDプログ

ラムの下で、ナショナル・ジョイント・プログラ

ムが実施されている。目的は、国内の制度設計や

予算に REDD プラスの要件を取り込むと同時にキ

ャパシティビルディングを行い、REDDプラスの実

施に時宜を得た形でこぎつけることである。具体

的には、政府及び市民社会に対し、REDDプラス活

動の運用に必要な制度的・技術的な能力開発を行

う。次いで、地域レベルで REDDプラスを実施する

ためのキャパシティビルディングを行い、原住民

をはじめとする森林依存的なコミュニティに対し、

REDD プラスに関する知識と技術を提供していく。

MRVシステムを構築するには、森林情報システム、

森林インベントリー、環境情報システム、炭素会

計システムを整備する必要がある。また、パラグ

アイは UN-REDDプログラム以外にも森林総合研究

所をはじめとするさまざまな国際機関の支援を受

け、森林火災のモニタリングと防止、法規制の整

備と見直し、生物多様性保全、バイオマス推計な

ど多くの活動を実施している。 

 

セッション 1：質疑応答と総括 

 各国からの報告に対し、会場の参加者からさま

ざまな質問がなされた。リモートセンシングやモ

ニタリングの方法論について、その具体的な内容

を確認する質問や、各取組の詳細を確認する質問

も多かったが、特に会場の関心が寄せられたのが、

REDDプラス実施におけるコスト・ベネフィットに

関する問題と、セーフガードに関する考え方を問

うものだった。例えば、マレーシアの Musa氏に対

し、REDD プラスが自主的な取組であることから、

十分なインセンティブがなければ誰も参加しない

ことも考えられるが、妥当な対価はどの程度と考

えるかという質問があった。これに対し Musa氏か

らは、現状では答えはないが、現在のプロジェク

トから具体的な金額についても模索していきたい

との回答が示された。また、セーフガードに関し

てはラオスの Ounekham氏に対し、具体的にどのよ

うな取組がなされているのかという質問があった。

Ounekham氏は、コミュニティでの草の根レベルの

活動として、住民に正しい知識と環境に対する啓

発を行っていくことが、コミュニティの自発的な

参加につながるとして、その民族の言語で資料を

作り、情報提供を行うことといったアイディアが

示された。 

 REDD プラスのインセンティブとセーフガード

という二つの問題に関しては、いずれも端切れの

よい答えは聞かれず、「現状の取組を通じて答えを

見つけたい」とするものが多かった。このことか

らは、これらの問題が一朝一夕に解決できない問

題であることがうかがわれるものの、各国・各機

関が森林資源に依存する住民の生活に十分配慮し、

適切な対処方法を考えていこうとする姿勢を示す

ものでもあったと言えるだろう。 

 最後に、松本光朗センター長より総括のコメン

トが述べられた。昨年同時期に開催した国際セミ

ナーでは、各国の報告は MRVをどう構築するかと

いうところにとどまっていたが、今回の報告から

は、それをもってナショナル・データベース・シ

ステムを作り、その利用によって REDDプラスや森

林保全、法的な貢献に結び付けようという共通の

方向性がうかがわれた。松本氏は、1 年間で各国

での取組が想像以上に大きく進展していたことに

驚きと感銘を受けたと語り、各国からの報告者に

対し謝辞と今後の活動継続への激励を述べ、1 日

目の総括とした。 

 

セッション 2：REDDプラスの「活動」をどのよう

に実施し、これをスケールアップするか？ 

①スケールアップのためのアプローチ 

 セミナー2日目には、REDDプラスに関わる技術

の研究開発を中心に、各機関からの報告とパネル

ディスカッションが行われた。 

 まず、国際的な活動を行う組織からの報告があ

った。VCS事務局の Naomi Swickard氏から、REDD

プラスのクレジットシステムに関する取組が紹介

された。VCS は、自主的炭素市場におけるオフセ

ットプロジェクト開発に取り組んでいる認証組織

である。Swickard氏は、REDDプラス推進の妨げと
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なっているのは国際的なシステムやルールの混在

だとして、早急に共通の青写真を描き、森林減少

対策を実施することの必要性を指摘した。その中

で、資金拠出方法としてはネステッドアプローチ

が民間セクターの関心も強く、REDDのスケールア

ップにも効果的と考えられる。ネステッドアプロ

ーチはリスクを回避しやすく、複数のマーケット

にサービスを提供することができるためだ。ただ

し、実行に向けては既得権の問題を解決し、プロ

ジェクト活動のベースラインを定期的に更新する

必要がある。また、システムが重複しないよう整

合性を保つことも求められている。Swickard氏は、

「国レベル・地域レベルを超えて、システムやマ

ーケットの一貫性や流通可能性を確保していかな

くてはならない」と述べた。 

 次いで、森林総合研究所 REDD研究開発センター

の松本光朗氏より、REDDプラスのガイドラインの

開発について紹介があった。現状では、REDDプラ

スの枠組が明確に定められないまま、既に政府や

民間企業が自主的に活動を始めているが、REDDプ

ラスの実現には効率性と多様なステークホルダー

との協力が不可欠である。そこで、REDD研究開発

センターではその基礎となるガイドラインの開発

に着手している。なお、当ガイドラインは、日本

が着目している二国間オフセット・クレジットを

想定したもので、さらに VCSの成功と AR-CDMの反

省から、UNFCCCの決定に沿ったオペレーショナル

な枠組の開発を目指している。また、長期にわた

って活動を継続しなければならないことから、レ

ディネス活動も考慮すべきである。具体的には、

土地の適格性、生物多様性保全、地域の原住民へ

の配慮などを書き込んでいき、今後は関係各所に

インタビューを行ってドラフトを改善していく方

針が示された。松本氏は、「将来的に、このガイド

ラインを REDDプラスの推進や、京都議定書第二約

束期間後の世界的枠組に貢献するものにしていき

たい」と、今後の展望を語った。 

 続いてコンサベーション・インターナショナル

の Jonah Busch氏からは、複数のスケールにまた

がる参照レベルの構築について報告があった。

UNFCCCのルール下では、森林による炭素排出削減

は国レベルで認識されるが、森林破壊につながる

決定の多くは準国レベルのアクターが下している。

そこで、国レベル・準国レベルのスケールを超え

てアクターが排出削減を進められるような経済的

インセンティブを構築する必要がある。インセン

ティブがずさんだと REDD の収支が赤字になるこ

ともあるが、これにはアカウンティングを束ねる

こと、準国レベルにおける参照レベルの採用によ

り精度の高い値を設定すること、収益の分配、責

任の共有といった対策が考えられる。インドネシ

アを対象に、コンサベーション・インターナショ

ナルが開発したソフトウェア OSIRISを用いて、政

策の違いによって生じる森林減少、排出削減量、

収益などへのインパクトを計算し、マッピングを

行った事例を紹介した。また、ペルーにおけるケ

ーススタディも紹介され、インセンティブ体制の

設計が REDD プラスの効果に大きく影響すること

が確かめられた。 

 発展途上国の天然資源の持続的利用にむけたさ

技術支援を行う NGO、ウィンロック・インターナ

ショナルのECOチームからはSarah Walker氏が訪

れ、参照排出レベルと MRVデータ作成におけるロ

ーカルアクターの役割が紹介された。Walker氏は、

活動データと排出係数の作成にローカルアクター

を動員すると、炭素排出問題に対する彼らの姿勢

に劇的な変化が起こり、特にフィールドサンプリ

ング測定で大きな力を発揮すると指摘した。さら

に、コミュニティ参加型モニタリングの具体的な

事例として、WWF（世界自然保護基金）のスマート

フォンを活用した Moabi プロジェクトや、Plan 

Vivoプロジェクトについて紹介した。また、東南

アジアの5カ国を対象としたLEAFプロジェクトで

は、住民参加型のモニタリングプログラムに取り

組んでおり、ローカルコミュニティが REDD戦略で

どのような役割を果たすのかを探っていると報告

した。 

 質疑応答では、Swickard氏から、さまざまなシ

ステムをむすびつける取組の一例として最近のタ

イの事例が紹介された。そこでは、追加的な認証
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を受けたプロジェクトやユニットにシリアルナン

バーを振るという VCS独自のタグ付けシステムを、

タイの VCU（Voluntary Carbon Units）に導入す

ることで、その追加性を担保しようとしている。 

 また、成果主義の実例として、ウィンロック・

インターナショナルがベトナムで実施した PESプ

ロジェクトが紹介された。そこでは農業従事者に

森林保全の取組を推奨し、成果に見合った対価が

支払われていた。過去には地域コミュニティに対

価を約束したにもかかわらず、支払を達成できな

かったという過ちが起きており、それを繰り返し

てはならないという意思が表れたプロジェクトだ

ったと言える。また、プロジェクトを展開する国

や地域をどのように選ぶべきかという質問に対し

て、Walker氏からは、さまざまなデータが使える

ため、科学者が GISシステムを用いて空間的なモ

デリング手法を発展させてきた場所がいいだろう

との回答があった。 

 UNFCCC の REDD システムが運用されない期間に

何をすべきかという質問に対しては、異なる国や

部門間での議論が望まれると Busch氏が答えた。

インドネシアでは、ノルウェーとの二国間協定に

基づいて、中央カリマンタンで用いられているシ

ステムを国レベルまで徐々にスケールアップさせ

ていくという取組が行われている。この知見が、

インドネシア国内でいまだ進まない部門間の議論

の助けになればと述べられた。 

 データの質をいかに担保するかという質問には、

政府がデータや方法の取捨選択を迫られるだろう

との回答が Walker氏から得られた。さらに、仮に

今後、森林減少を測るよい手法が開発されても、

それが存在していなかった過去のデータとどう折

り合いを付けるかという問題も発生する可能性が

示された。また、Busch 氏の発表に対しては、森

林減少だけを見て炭素排出量を測るという手法に

は欠陥があるのではないかとの意見が寄せられた

が、炭素排出量は何よりも森林減少とより密な関

係を持っているため、今は森林減少だけに着目し

ているという説明があった。 

 

②現場における実践とそれを支えうる技術 

 現場における取組状況と技術に関する報告があ

った。タンザニアの Evarist Nashanda氏からは、

タンザニア政府の REDD プラスへの準備状況が紹

介された。タンザニア政府は過去 20年にわたって

森林減少問題に取り組み、コミュニティベースの

森林管理と森林保護区における管理の必要性を見

いだした。5 年の準備期間には、気候変動や森林

保護に関する趣意書の締結、MRVシステムの導入、

資金調達などが行われ、気候変動に関する国家運

営委員会や技術委員会が立ち上がり、官民が協力

して REDD プラスの三つのフェーズに合わせた活

動を行っている。また、タンザニアでは土地利用

計画の策定が重要な事案であるため、社会・経済

的なベースラインに照らし合わせて調査を行い、

さらに MRVシステムを確立すべく動きだしている。

一方で、さまざまな問題にも直面している。

Nashanda氏は、REDDがなかなか実施段階に移行し

ないため、REDDによる収益を期待する人々の間に

は失望が見られはじめていることを指摘し、さら

に貧困層の人々は REDD プラスの障害となる経済

活動によって生計を立てているため、将来につけ

を回さないためにも、政府はさらに真剣かつ具体

的な取組を迫られていると述べた。 

 次いで、日本森林技術協会の鈴木圭氏より、2009

年から自身が参加しているベトナムでのリファレ

ンス・エミッション・レベル（REL）とリファレン

ス・レベル（RL）の開発の経験に基づいた報告が

なされた。ベトナムでは衛星画像を用いた目視判

断で森林分類が行われていたが、鈴木氏は幾つか

の問題点を修正して森林分類図を完成させ、森林

面積を算出した。また、莫大な過去のデータを整

理し、排出係数を計算した。その二つのデータを

用いて炭素変化の計算方法を考える際に、排出と

吸収をあわせるべきか、それぞれを国レベルで集

計すべきかという疑問が出てきた。排出と吸収を

あわせて計算する方法としてストックチェンジ法、

分けて計算する方法としてフォレスト・チェン

ジ・マトリックス法が紹介された。また、国レベ

ルと地域スケールのどちらで集計するかについて、
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それぞれの方法の長所と短所を紹介し、どちらが

いいかという結論については UNFCCC でも議論の

途中であると述べられた。さらにこの取組により、

リモートセンシングや森林分類の技術、調査点を

設計するための統計学的なバックグラウンドなど

が要求されることが明らかになった。 

 森林総合研究所の清野嘉之氏からは、森林モニ

タリング手法の研究開発を通した知見が提供され

た。従来、森林減少のドライバーとなってきた食

料生産や産業用原料生産への対策を探るため、

REDD研究開発センターは、森林から農地・ゴム林

などへの転換が進むカンボジア、マレーシア、パ

ラグアイの 3カ国で研究を行ってきた。多くの途

上国では、国レベルでの森林炭素蓄積はモニタリ

ングされていないが、広い地域に PSP（Permanent 

Sample Plot）が置かれていれば、衛星リモートセ

ンシングで森林炭素蓄積量をモニタリングできる。

カンボジアでは、森林面積×面積当たり平均炭素

蓄積量の計算を繰り返せば炭素蓄積のトレンドが

分かることが証明された。平均炭素蓄積量を求め

るために必要な PSP数も推定できており、落葉樹

と泥炭湿地林を対象に、樹木の直径などの単純な

データからその木のバイオマス量を推定するアロ

メトリー式（相対成長式）の作成にも取り組んで

いる。ただし、リモートセンシングの自動分類や、

正確かつ簡便な地上調査の手法の確立は、今後の

技術的課題として残されている。 

 以上の発表を受け、必要な PSPの数について、

信頼性と効率性に言及した議論がなされた。また、

リモートセンシングデータの公表の仕方について

は利用者側から広く意見や知識を得たいとの要望

が研究開発者側から出された。さらに、落葉樹林

では季節性の問題が難しく、NDVIや Landsatのデ

ータを用いて試行錯誤しているところだとの報告

があった。さらに、今後はコミュニティベースの

森林管理や共同森林管理の組織が REDD プラスの

実施機関として活用されるのかという質問に対し

ては、参加型森林管理が REDDプラスのプラットフ

ォームとなっており、既にコミュニティが動員さ

れているとの回答が得られた。 

 

セッション 3：REDDプラスを通じて何を実現すべ

きか？―REDDプラスのその先へ 

 このセッションでは、持続的な森林管理にむけ

これまでの実践を踏まえた将来展望について報告

と議論が行われた。まず、ITTO（国際熱帯木材機

関）の Hwan Ok Ma 氏からは、REDD プラスの概要

や歴史、国際レベルの REDDへの取組が紹介された。

REDDプラスにおいては、生物多様性保全の観点か

らアマゾンの熱帯雨林の保全が推進されることが

望まれている。また、タンザニアでは持続可能な

森林管理に向けた取組が進んでおり、特にコンサ

ルテーションスキルは過去と比べて格段に高まっ

てきている。Ma氏は、REDDプラスが熱帯林の持続

可能性を保証し、大きな利益をもたらす可能性に

言及しつつも、得られる利益は REDDの構造に大き

な影響を受けるので、さらに効果的な政策やイン

センティブの構築、ドナー国の支援によるキャパ

シティビルディングが必要だと強調した。最後に、

REDD プラスにおける支払システムが確立されれ

ば、国レベル、地域レベル、国際レベルの他の環

境サービスにおいても報酬を得られるシステムの

構築が促進されるだろうという希望が示された。 

 次いで、WWF インドネシアの Zulfira Warta 氏

からは、REDDプラスは森林問題への十分な解決策

になるかという問題提起がなされた。インドネシ

アでは、26％の排出削減を自助努力によって行い、

さらに他国や国際機関の協力の下でさらなる削減

を目指しながら、7％の経済成長も維持することを

国家戦略としている。森林保全を進めれば、伐採

が進む地域では収入減少が予測されるので、それ

との折り合いをどう付けていくかが課題となる。

REDD をきっかけとしてこのような問題に取り組

むことにより、インドネシアは排出削減を達成し、

さらに国内のシステムを見直すことにもつながる

と考えられていた。Warta 氏はスマトラでの事例

に言及し、国立公園の森林は既に 50％が消失して

おり、時間的猶予はもはや残されていないとして、

保全地域内外からの支援だけでなく、準国・国レ

ベルでの支援の必要性を訴えた。しかし、スマト
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ラとカリマンタンとパプア州の間で森林減少の度

合いが異なるため、REL の設定に配慮が必要であ

ること、プロジェクトにかかるコストが高いとい

った問題点は依然として残されている。また、森

林保全や持続可能な森林活用についてだけではな

く、森林との宗教的・社会的つながりも考慮しな

ければいけないとの見解が示された。 

 IGES（地球環境戦略研究機関）の Henry 

Scheyvens 氏の発表は、持続可能なコミュニティ

とよき森林ガバナンスに焦点を当てたものだった。

ここ 30年ほどの間に、発展途上国では参加型森林

経営に対する注目が高まってきている。最貧困層

に当たる人々は森林に生計を依存しているため、

彼らが伐採よりも森林保全による収益の方が高い

という認識を持つことができれば、森林保全の推

進によい影響を与えることは確実である。そのた

めに、地域住民による森林経営が目指されている。

一方、森林ガバナンスが弱体化し、財務的管理が

きちんとなされなかった場合には REDD プラスの

活動にも悪影響を及ぼすため、ガバナンスの改善

は不可欠であるとした。Scheyvens 氏は具体例と

して、パプアニューギニアを取り上げた。パプア

ニューギニアの森林は、その大部分が先住民に所

有され、あらゆる種類の生活資源として利用され

ている。その中で、政府からの森林管理支援はな

く、コミュニティは開発によって収益を受け取る

だけなので、持続不可能な伐採が行われている。

また、従来の開発ではコミュニティに十分な便益

がもたらされてこなかったために、REDDプラスへ

の協力を求めても信用してもらえないという問題

が起こっている。そこで、FPIC（Free, Prior 

Informed Consent）、参加型の土地利用マッピング、

REDD プラスのコミュニティにおける役割と責任

が重要になってくる。IGESは現在、それらに関す

る説明を行ったり、NGO やローカルコミュニティ

と協働して活動を進めたりしている。 

 質疑応答では、できるだけ安いカーボン価格を

求める買い手のニーズを考えると、REDDプラスに

よって得られる収益と違法伐採や農地開発によっ

て得られる収益のバランスという側面から見て、

REDD プラスの実現は根本的に難しいのではない

かという疑問が投げかけられた。これについては、

カーボンクレジットによる利益の方が多く見込め

るので心配ないだろうとの回答が、収入比較を行

った Warta氏から得られた。 

 また、コミュニティの信頼回復に必要なことは

何かという質問に対しては、Warta 氏より、REL

や MRVの開発やセーフガードの取組を進めながら、

森林破壊の防止やインセンティブの構築を同時並

行的に実施していくことが必要だという見解が示

された。 

 最後に、1 日目の発表者であるパプアニューギ

ニアの Bigol氏から会場の参加者に対し、パプア

ニューギニアにおいてはモニタリング技術を身に

つけた人材は極めて限られており、それだけの人

数で広大な地域を担当している状態で、果たして

プロジェクトが成功するのかどうか考えてほしい

という切実な問題が参加者に投げかけられた。 

 

パネルディスカッション 

REDD 活動の推進に向けて各プレーヤーの力を最

大限に活かすためには何が必要か？ 

 各国・各機関からの報告を受け、ウィンロック・

インターナショナルの Walker氏、コンサベーショ

ン・インターナショナルの Busch 氏、VCS の

Swickard氏、カンボジアのKeo氏、林野庁研究保

全課森林吸収源情報管理官の赤堀聡之氏をパネリ

ストに迎え、森林総合研究所の松本光朗氏をモデ

レーターに、パネルディスカッションが行われた。

ここでは、あらかじめフロアから寄せられた質問

をピックアップする形式で議論が進められた。 

 まず、厳格な支払制度の下で、セーフガードは

どのように評価できるかという質問に対し、国が

セーフガードやそのモニタリングに対して独自の

枠組を策定したり、達成したことについてのモニ

タリングと報告書を提出することによって評価す

ることができるという回答が Swickard 氏から得

られた。また、Swickard氏は二国間オフセット・

クレジット・メカニズムのガイドラインに対する

感想を松本センター長から求められ、VCS も同じ
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問題を視野に入れており、今後も同じ方向を見て

いきたいと思っていると述べた。 

 赤堀氏には、COP17 を受けた技術基準の方向性

やスケジュールについての質問が寄せられた。赤

堀氏からは、リファレンス・レベルのモダリティ

とセーフガード情報システムについては、COP17

では大枠しか決定されなかったため、COP18 に向

けて引き続き議論がなされるだろうとの見通しが

示された。また、限られた時間内で迅速な REDD

プラスの実施と国際交渉との整合性をいかに取っ

ていくべきかという質問に対しては、国際的な枠

組ではなく自主的な取組を行うことで、スピード

アップが図れるとの見方を示した。 

 ただ、こうした世界的な国際交渉の流れや日本

の取組に対する途上国側の見方はどうかというと、

Keo氏は「率直に言って、REDDには時間もお金も

かかり、プロセスも複雑だ」と問題点を指摘した。

途上国では REDDに期待する一方で、不安も大きい

ことがうかがわれた。特に大きな懸念材料の一つ

である資金調達に関しては、最初の資金獲得には

ドナーが極めて重要で、そこでは民間セクターが

重要な役割を果たすことが述べられ、投資を行う

銀行なども議論に参加し、皆で解決策を見いだす

ように求めた。 

 さらに REDD プラスの根本にかかわる問題とし

て、開発プロジェクトから得られるよりも大きな

経済的インセンティブを REDD で得られるのかと

いう質問があった。Busch氏は、REDDでは排出を

削減しようとしているのであって、森林破壊を伴

う経済活動を完全にやめさせようとしているわけ

ではないので、より大きな経済的インセンティブ

を得ることも可能だと答えた。さらに、アクセス

の不便さなどの問題によってアブラヤシ農園の経

営に向かない場所では、REDDに対してさらによい

反応が得られるだろうという見通しを示した。

Walker 氏は Busch 氏の見解に賛同した上で、「地

球上のすべての土地で REDD プラスが最高の解決

策になるわけではない」とした上で、アブラヤシ

農園の経営が森林破壊を伴う場合、REDDからだけ

でなく、他のセクターからもその経済活動を阻害

するような動きが出てくる可能性はあると述べた。 

 また、日本が京都議定書の第二約束期間に不参

加を表明したことについて、同じ立場を取ってい

るカナダやロシアとの間で、REDDプラスにおける

協働の予定はあるかという質問に対しては、赤堀

氏より、「自主的な形にはなるかもしれないが、協

力はしていくだろう」との回答が得られた。日本

政府は現在、二国間オフセット・クレジットの枠

組を 2013年以降の対策の柱としている。さらに赤

堀氏は、日本企業による REDDへの貢献の方向性と

して、彼らが自主的に REDDのデモンストレーショ

ン活動などに参加し、そこで得た知見を政府に提

供することで、政府がそれを政策などに活かして

いけるという方向性が示された。 

 

クロージングセッション 

 セミナーの締めくくりとして、森林総合研究所

REDD 研究開発センターの松本光朗氏より総括が

なされた。それぞれの国や組織が、過去に考えら

れた単純な構造では REDD プラスの推進に不十分

であると気付き、前回セミナーからの期間でさま

ざまなデータを統合して一つのデータベースを開

発するという発想に進んでいった。また、今回の

セミナーでは実際の試みに基づいた知見や経験を

共有でき、REDD プラスのための Accounting 

Reporting Systemの構造が見えてきたことに感銘

を受けたと述べた。松本氏は、今回の参加者が各

国に戻り、得られた知見を持ってさらなる活動を

進め、豊かな森林と共に生きていく未来を実現し

てほしいと呼びかけ、二日間にわたるセミナーを

閉幕した。 


