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クロージングセッション 

松本 光朗（独立行政法人 森林総合研究所 REDD研究開発センター長） 

 

  

 セミナー結論を披露する前に、しばしば触れられている森林資源データベースの話題に

触れたい。 

 昨日は、森林モニタリングや MRV の話が出たが、REDD のための算定・報告システム

の構造が徐々に見えてきたようにと感じた。以前はリモートセンシングと地上調査から森

林炭素モニタリングを行うという単純な構造を考えていたが、これでは MRV が十分では

なく、参照レベルを作るときにも不十分で、政策につなげていくことも大変だった。そこ

で、リモートセンシング、地上調査、統計データといったさまざまな情報を統合して、一

つの森林資源データベースを開発し、それをベースに MRV を達成したり、あるいはセー

フガードの情報システムとしたり、参照レベル（REL/RL）をそこから得たり、さらに REDD

の政策に持っていくという流れになってきたのではないだろうか。 

 これは考えてみれば当たり前のことで、いろいろな国が試行錯誤で同じような発想で進

んでいったことに非常に感銘を受けた。そしてこれを見て、ふと自分のことを思い出した。 

 

  

 実は森林総合研究所は林野庁の依頼により、日本の森林による吸収量の算定・報告シス

テムを開発した経験を持っている。日本は森林簿で森林を管理していて、それに対応する

地図も持っている。そのインベントリーの情報によって吸収量の算定を行っている。とこ

ろが、UNFCCC の要請はそれだけでは不十分で、地上のデータで検証し、リモートセンシ

ングなどの地理データを使ってロケーションや面積を検証するという構造で、日本の算
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定・報告システムを構築している。この方法によって、現在日本は京都議定書報告を行っ

ている。これは日本国内のものだが、よく考えれば先ほどの森林資源データベースの考え

方からすると、REDDにも十分生かせる構造ではないかと感じる。 

 

     

 私どもはその方法とデータを一つの大きなデータベースにまとめた。それを国家森林資

源データベースと呼んでいる。ここに日本の森林の全データが収められ、毎年更新されて

いる。その中には Landsat のリモートセンシングのデータや SPOT の非常に高解像度のデ

ータ、さらには解像度が 1m 以下の非常に精細な空中写真、4km メッシュの地上調査のモ

ニタリングデータも持っており、さらに 500m ごとに土地利用の変化を読んでいる。そし

て、森林の活動がどこでどれくらい行われているかを調べ、それを含めた森林計画図の境

界データを、日本中すべての地域について取得・保存している。それを集計し、最終的に

表の形で報告しているのである。 

 つまり、目的は違えども、最初に説明した一つの大きな統合されたデータベースを作り、

そこからMRV、セーフガード、参照レベル（RL/REL）、政策に利用するという形になって

いくことが非常に効果的ではないかと思う。これが、昨日の発表と日本での経験を踏まえ

ての私からの推奨である。 

 

 パネルディスカッションの裏側で、セミナー結論の作成作業が進められ、ここに完成し

た。それは以下のとおりだ。
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International technical seminar 

 

Toward developing a framework of global REDD+ 
– Scaling up demonstration activities and integrating players’ roles – 

 

February 7 – 8, 2012 Tokyo, Japan 

 

 

1. The Seminar met its target of sharing information, experiences and challenges from various 

countries; and explored ideas for scaling up, effective and efficient implementation of REDD+, 

in collaboration with current and emerging players. 

 

2. Strong political commitment is key for countries preparing for REDD+.  Some countries are 

seeking further support and commitment from policy makers to accelerate their efforts. 

 

3. A significant improvement in the quality of information available about forests has been 

noticed since countries began implementing their REDD+ readiness strategies.  During the 

Seminar, it was noted that: 

 

(a) Some innovative methods and promising research are being developed, such as the 

correlation of canopy volume and standing volume currently being carried out in PNG, 

for carbon  estimation in inaccessible forest areas ; 

 

(b) Remote sensing will be important for regional, as well as at national and sub-national 

scale monitoring. 

 

4. The integration of forest cover information with other information, such as soil, biodiversity, 

land and forest tenure, socio-economic, infrastructure, etc.; is now necessary; enhancing data 

collection efforts are fundamental. 

 

5. Credibility is a key element for the success of REDD+.  Various tropical forest countries are 

improving the transparency and accessibility of information regarding their forest resources, 

forest governance, drivers of deforestation and forest degradation, and how they are being 

addressed. 
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6. REDD+ readiness is contributing to sustainable forest management and sustainable 

development, e.g: through (a) better forest inventories and assessments; (b) improved forest 

monitoring tools; (c) improved policy, legal and institutional frameworks for forest 

conservation and sustainable use; (d) new, freshly available funding for forest related 

activities; (e) increased interest of various players on forest issues; and  (f) further 

development of payment of environmental services from forest ecosystems. 

 

7. Countries are aware of the importance of participation and are making efforts to incorporate 

participatory processes into their readiness activities. 

 

 

8. Lessons learned and good examples, including better donor coordination mechanisms, on 

REDD+ readiness are being accumulated and can be shared among countries. 

 

9. Some organizations are developing guidance and criteria for jurisdictional REDD+ programs 

to enable crediting at multiple scales, as a potential solution to manage comparability of 

diversified demonstration and pilot activities in technically feasible manner. 

 

10. Nested systems can enable scaling up from project level to national and sub-national levels. 

 

11. MRV methodologies should be harmonized between projects and national and sub-national 

levels.  Participatory monitoring is also important at national/sub-national levels. 

 

 

Important challenges identified: 

 

12. Sub-national approaches look feasible and practical. However, how to develop the mechanism, 

including MRV, for scaling up from sub-national level to national level, and vice versa, is still 

a challenge.  It was recognized that development of national guidelines is needed. 

 

13. More research is needed to clearly demonstrate carbon additionality in production forests that 

are already under sustainable forest management. 

 

14. Questions whether REDD+ can compete with other land uses remain and require further 

research. 
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15. Clear carbon ownership rights and definition of mechanisms for benefit sharing 

(performance-based, results-based or participation-based) are basic requirements for the 

successful implementation of REDD+. 

 

16. How REDD+ can benefit small landholders and small country territories (such as small island 

states) needs further information. 

 

17. Capacity building at regional, government, local and community level is important.  In 

particular, training of forest experts both in developed and developing countries, using 

technical instruction material such as the REDD Cook Book and Ecosystems Carbon Toolkit, 

are important to promote technical work on REDD+. 

 

18. Local people, forest managers and others are asking when the benefits of REDD+ will be 

realized. Managing expectations is now proving to be challenging. 

 

________________ 

 

 

 このセミナー結論について、いただいた拍手により参加者の合意を得たものと理解する。 

 今回は非常に密度の濃い発表と議論が行われた。ここで共有された成果や経験を各国に

持ち帰り、さらなる努力を続けて REDDプラスを促進し、その先にある豊かで貴重な森林

と共に生きていく持続可能な森林管理が実現できることを祈っている。 

 


