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Forest Day 4 ラーニング・イベント

REDDプラスによる排出削減の実現：国情に応じた

MRV（測定・報告・検証）設計の課題

Forest Day 4 とは世界中の森林や気候変動に関心のある人々が一堂に会し、意見交換を行うことを目的

とした森林分野における世界最大級の国際会議です。毎年、気候変動枠組条約のＣＯＰ(締約国会議)に併

せて開催され、今年が 4 回目となります。同会議は、各国の様々な人々・団体による講演、ブース展示、勉

強会から構成されており、1,500 人以上の人々が世界中から参加しました。

ラーニング・イベントは、フォレストデイ 4 において実施された 2時間半程度のテーマ別セッションです。

REDD プラスの制度を確立するには、排出削減量を定量的に測定・報告・検証（MRV）するための透明かつ費用
/効果の高いシステムが必要です。本ラーニング・イベントでは、国・準国レベルにおける森林炭素モニタリング・シ
ステムの設計・運用に係る国際的な共通課題と各国の国別課題の双方について検証しました。
会場には、様々な専門知識や経歴を有する各国の参加者が一堂に会し、REDD プラスにおけるMRVに関して、適
用技術、制度設計、能力開発、REDD プラスに対する姿勢に至るまで、多岐にわたる問題について議論が行われ
ました。本ラーニング・イベントには、約 200名の参加がありました。

主な論点
1. 既存の国レベルの森林インベントリは、どの程度REDD プラスの MRVの基盤となりうるか？ 制度上の主な障

害としてはいかなるものがあるか、またその障害を解決する方法は？
2. 世界銀行森林炭素パートナーシップ・ファシリティ（FCPF）、国連 REDD プログラム(UN-REDD)、ならびに各

国・各地域REDDプラスのMRVシステムの運用能力に関する実証活動から、どのような教訓を得たか？ 各
地域の森林関係者はこれらの MRVにどのように関与するのか？

3. 排出削減量を測定・報告・検証するための透明で費用/効果の高い堅固なシステムを開発する上で、更な
る研究の取り組みが必要とされる重要な事項として何があるか？

【議長・講演者・パネリスト】

議長
天野正博 教授 日本 早稲田大学
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天野正博教授（早稲田大学）

本日は、まず各パネリストから短いプレゼンテーションをしてもらい、その後、質疑応答を行います。

最後にパネリストにコメントをしてもらいたいと思います。

松本光朗氏（森林総合研究所）

 このセッションは Forest Day 4 でモニタリング技術を扱う唯一のセッション

ですので、最初に炭素モニタリングの基本について話します。

 2009 年 12 月の COP15 では、途上国に対し、透明性があり、しっかりとし

たモニタリング・システムが要求されました。モニタリング・システムは、リモ

ートセンシングと地上のカーボンインベントリを利用します。

 炭素貯蔵量は、森林面積に炭素密度を掛けたものです。森林面積は森

林減少あるいは植林・再植林によって変化します。これはリモートセンシン

グによってモニタリング可能です。一方、炭素密度は森林劣化や REDD プ

ラスのプラスに当たる活動によって変化し、地上調査の繰り返しにより、モ

ニタリングされます。デフォルト値（当該地域においてデータが十分にない

場合にも適用できる基本の排出係数）の利用では駄目なのです。

 IPCC ガイダンス及びガイドラインによる炭素収支の算定には2つの方法があります。１つはゲイン（増加量）から

ロス（減少量）を差し引く方法です。これは単純なようですが、実際は違法伐採等による減少量を見積もること

は簡単ではありません。もう１つは炭素貯蔵量の変化を繰り返し評価する方法です。この方法ではロスを見積

もる必要はありませんが、計測の繰り返しが必要です。日本のインベントリは後者の方法を使っています。

 カンボジアで炭素貯蔵量の算定を行った調査結果をご報告します。カンボジアには常緑森林と落葉森林があ

ります。調査では 155 地点をサンプリングし、アロメトリー(森林の相対成長を推定するための法則)を用いて表

に示す数値を得ました。しかしながら、不確実性が非常に大きい結果になりました。

 不確実性を減らすにはサンプリングの森林タイプを多くすることと、サンプル数を増やす必要があります。そのサ

ンプルを国家森林インベントリに求めることが適切であると考えられます。例えば日本の国家森林インベントリで

は15,000以上のサンプリング地点が含まれますが、カンボジアでも3,000地点くらいは必要でしょう。多くの途

上国は国家森林インベントリを持っていませんが、そのような場合は、国家森林インベントリと炭素モニタリング・

システムを同時に導入することが適切です。

マーティン・ヘロルド氏（GOFC-GOLD、ワーゲニンゲン大学）

 GOFC-GOLD とは、Global Observations of Forest

Cover and Land Dynamics（森林および土地被覆ダイ

ナ ミ ッ ク ス に 関 す る 全 球 観 測 ） の 略 で す 。

GOFC-GOLD は、地上観測システムのパネルで、

REDDあるいはREDDプラスの活動をサポートしていま

す。

 途上国における森林のモニタリング能力には格差が

あります。問題の解決方法は 1つではなく、各国の事

情に合わせた解決方法が必要となります。
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 格差の解消を助けるための活動として、GOFC-GOLD はソースブックを出版しました。現在第 5 版がリリースさ

れています。ソースブックでは、REDD プラスにおいて人為的な GHG 排出をモニタリング・報告するための方法

および手順を示しています。

 第5版には、導入、方法論のセクション、データ収集のための実例、国の能力開発というセクションがあります。

細かい点は説明しませんが、重要なのはコペンハーゲン会合で出されたREDDプラスの方法論に関するガイダ

ンスや、2009年 3月の IPCC の LULUCFの専門家パネル会合等が反映されていることです。第 5版では、グ

ーグル等による開発中のモニタリング技術、リモートセンシングの技術も取り上げています。

ベルナルデス・デ・ヨング氏（メキシコ、ECOSUR）

 今日の発表では、MRVシステムを国家レベルのスケールからローカルレベルの

スケールに適用できるように展開した、メキシコ政府の挑戦についてお話しま

す。

 メキシコでは政府や多くの NGO の助けを得て、MRV システムを構築していま

す。

 課題は、国家レベルの排出削減目標を、実際に行動を起こすローカルスケー

ルへどのように展開するかです。

 メキシコのように、多様性の高い森林生態系を持つ国は多くありません。また、

各地域に多くの関係者（森林所有者）が存在することも特徴です。

 REDD プラスにおける MRVシステムは、メキシコが 2004年から構築している国家森林インベントリ・システムを

ベースとしています。このシステムでは、データはまず地域レベル収集されます。この地域レベルで収集された

全てのデータは集約され、国家レベルのシステムとなります。これにより、どの地域がREDDプラスに貢献してい

るかが明らかになり、地上観測データの課題やリモートセンシングのデータとの関連付けが可能になると考えて

います。

フェリシアン・キラハマ氏（タンザニア、天然資源観光省森林養蜂局）

 タンザニアでは、国の森林資源をモニタリング、評価するプロジェクトを実施して

います。

 タンザニアの森林減少率は50万 ha/年であり、MRV のために国家森林インベ

ントリが必要で、UN-REDDのサポートを受けています。

 タンザニアの MRV システムには 3,400 のサンプル地点と、5,000 人の地域住

民へのインタビュー結果が含まれる予定です。

 現時点での課題は、タンザニアにはリモートセンシングのような専門技術が不

足していることです。そのため IPCC のガイドラインのような国際基準に合わせるには時間がかかります。

 MRV システムの構築では、森林セクター以外のセクター、例えば農業セクターとの協力も考えています。

 課題解決には、大学、FAO などの各機関と協働することが 1 つのアプローチです。特に、持続可能な自然資

源の管理のために、能力開発の推進が必要です。

 MRV システムの構築は 2009 年 1 月より開始する予定でしたが、遅れて 2010 年 3 月に開始しました。これ

は方法論と資金の問題があったためです。当初300万米ドルの予算でしたが、600万米ドルが必要となってい

ます。また、ローカルコミュニティやステークホルダーの理解を得るにも時間がかかっています。

 MRV システムを構築し、タンザニアで REDD プラスが実現できるようにしたいと考えています。
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ピーター・ホルムグレン氏（FAO）

 今日は交渉のためではなく、REDD プラスを実際に行うための、モニタリング・フレ

ームワークについてお話します。

 モニタリング要件の 1つは、情報カテゴリです。情報カテゴリは 3つに分けられま

す。①排出削減活動の結果である「炭素」、②広範囲なエコシステムサービス

や環境保全などの林産品（複合的利益）、③「ガバナンスとセーフガード」です。

 もう 1 つの軸が、REDD プラスの実施レベル(国～地域～プロジェクト)と目的です。

これには、①国の政策におけるニーズや国際公約遵守のための国レベルと、②

地域／プロジェクトレベルでの現場ニーズに応えることを目的とした「実務レベル

（オペレーショナル・レベル）」があります。

 発表資料のマトリクスに示したように、戦略レベルと実務レベルでは必要とする情報のレベルが異なります。

 主要なツールには、①国家森林インベントリ、②活動モニタリング・システム（例：リモートセンシング）、③ガバナ

ンスモニタリングシステムに分けられます。

 UN-REDDで現在進行中の取り組みのうち、モニタリングに関する取り組みとしては、炭素のMRV、ガバナンスと

セーフガードのモニタリング、国主導のガバナンス評価、複合的な利益、社会的・環境的安全性、投資、分野

改革があります。

サンドラ・ブラウン氏（ウィンロック・インターナショナル）

 私は本ラーニング・イベントの概要に書かれている3つの質問に対して、

ウィンロックでの経験に基づいて答えたいと思います。

 １つ目の問いはインベントリに関するもので、国家森林インベントリは有

用か、ということです。これまで発表において国家森林インベントリの利

用について話がありましたが、私は様々な国における経験に基づいて

お話させて頂きます。

 地上に多くのプロットを置いて、多くの計算式を使って木材の炭素蓄

積量を推計することが、これまでの米国やヨーロッパの典型的な国家

森林インベントリです。一方、現状では熱帯諸国ではほとんど国家森

林インベントリが整備されていません。

 このため、国家森林インベントリの有用性については、REDDに限れば各国の状況によると言えます。メキシコの

ような森林が脅威に晒されている国ではおそらく有用ですが、国家森林インベントリ作成には多くの労力が必要

とされます。限られた時間の中で効果的に対策を行ってゆくためには、森林減少・劣化に晒される危険性が高

い場所を優先的に抽出することが重要です。

 現在、森林減少・劣化に晒されるリスクを特定するために様々なツールが利用可能です。過去の森林破壊の

パターンに基づく空間分析により、森林減少・劣化に晒されるリスクを評価することができます。限られた時間と

資源を考えれば、今後減少のリスクに晒されている森林を評価することで、排出係数の算定は可能であると考

えます。

 2 つ目の問いは能力開発についてです。マーティン氏が地図で能力格差を示しましたが、ご存知の通り世界に

は様々な能力開発に対するニーズがあります。

 私が「人材の厚さ（bench strength）」と呼んでいる専門家の層の厚さが、能力開発の鍵となる課題です。厚さ
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だけではなく、持続可能な能力開発が重要です。

 重要な論点は、国によってニーズが異なる点です。しかしながら、共通して必要とされているものもあります。そ

れは、わかりやすいマニュアル、方法、ツールであり、特に炭素蓄積量をフィールドで計測するための、標準化

されたアプローチです。単にどのように計測するかだけではなく、どのように分析するのか、どのようにリモートセ

ンシングで得られたデータを統合するのかということです。

 このように、ツールを開発し使えるようにするための訓練を対象国の関係者に対して行うことにより、一貫性が

あり、かつ効果的な技術を使っているという、自信に繋がります。

 最後の問いは最新技術の利用についてです。必要なのは有望な技術を現場において実証実験することで

す。

 これらの有望技術として、グーグル・アース、ライダーやレーダー画像が挙げられます。これらの技術が実用段

階にあるのか、それとも研究開発が必要な段階にあるのか見極める必要があります。

 森林を実際に計測してみれば、正しい値を得られるかどうかわかります。有望なモニタリング技術を特に森林

劣化の把握のため活用することが必要とされています。

質疑応答

天野氏：

このラーニング・イベントは参加者とパネリストがフィードバックしあうためのものですので、質問を歓迎します。まず、

3 つの質問を会場から頂きたいと思います。

Q1 憂慮する科学者同盟：

ブラウン博士に伺います。国家森林インベントリについて、森林破壊が進んでいる地域にフォーカスするとおっしゃ

いましたが、フォーカスすることが最も有益な国はどこだとお考えですか？森林破壊が起きている比較的小規模な

地域に集中するならば、森林が多く、森林減少率が低い国にとって特に有益に思えます。

Q2 世界銀行森林炭素パートナーシップ基金：

森林劣化についての質問です。サンドラさんはグーグル・アース、ライダー、レーダーの 3 つの有望技術を紹介しま

したが、森林劣化に対応する技術の比較はどのくらい進んでいますか？実現可能性の面から、いくつかの技術が

比較・評価された場所の例を何か挙げてもらえますか？森林劣化に取り組もうとする国が、次に始めるべきステッ

プは何ですか？

Q3 カーボンファンド：

モニタリングのフレームワークについて、ピーターさんに質問です。REDD プラスでは、多くを求めて、非常に高度な

モニタリングのフレームワークを実践しようとして、結果として何も得られていないのではないかという心配をしていま

す。モニタリングのフレームワークで簡単に取り組める分野はありますか？

A1 サンドラ・ブラウン氏：

ガイアナは森林の被覆率が高く、森林減少が進んでいない国で特に重要になると考えています。その他の中央ア

フリカの多くが、比較的森林被覆率が高く、森林減少が進んでいません。

国家森林インベントリについては私の申し上げたことを誤解しないで頂きたい。私はインベントリが好きですし、多くの

良い情報を得ることができます。ただし、時間が限られている場合、多くの熱帯途上国では、非常に古い地域イン
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ベントリを保有しているだけか、国家インベントリを作る計画段階にある状態ですので、その状態でもREDD を実施で

きるようにしましょうということです。リスクによる分類はターゲットを合理的かつ正確でアクセス可能なレベルに設定

できるという利点があります。

A2 サンドラ氏：

もう一つの質問は森林劣化のモニタリングに対する、有望技術についてですね。3 つの技術を比較研究したいと考

えています。同じ答えになるかだけではなく、容易さ、コスト、効率などや時間の軸に基づいた実現可能性の比較で

す。いくつかの技術は既にテストしています。取り組みを異なる地域で行うことで、異なるデータを収集できます。お

そらく数十万ドル以上のコストがかかるでしょう。しかし、それは試さないといけないものであり、そういった試みが行

われようとしています。

A3 ピーター氏：

他の質問にもコメントしたいと思います。

（Q1 に対して）まず、我々が国家森林インベントリを持つ理由は、コストを削減するためです。REDD プラスでは信用

できる、検証可能な、透明性と質の高い報告が可能なシステムが必要です。森林の情報源は国家森林インベント

リです。

（Q2 に対して）森林劣化については、もし国家森林インベントリがあって、サンドラ氏が言ったように森林劣化が炭素

蓄積量の変化から測定可能であるなら、また、将来の炭素蓄積量について経時的変化に取り組む必要があるの

なら比較可能と考えます。

（Q3 に対して）まさに最初に必要事項を吟味し、様々なものに手を付けないようにするために、モニタリング・フレー

ムワークが必要なのです。そしてそれを基盤として、国毎の最も賢明な方法を検討します。ここには重要な考え方

の違いがあります。REDDプラスのモニタリングは単独のものでしょうか、それとも他のモニタリングと重複しているでし

ょうか？後者の場合、利用可能な資源を最大限活用するモニタリング活動が賢明でしょう。それが、例えばタンザ

ニアで行われていることです。私は 1 つの考え方がすべてに当てはまる（one-size-fits-all）とは考えていません。

私が言っているのは、2 つの考え方を議論する必要があるということです。

天野氏：

森林劣化はMRV の中で最も大きな議題の 1つですので、他のパネリストにも聞いてみましょう。

マーティン氏：

森林劣化はやっかいな問題です。なぜなら森林劣化は森林のカーボンストックのロスを引き起こす、全ての様々な

活動を含んでいるからです。ある技術だけを使って、「森林劣化の問題を解決した」と言うことは容易ではありませ

ん。起きている森林劣化のプロセスによって、異なる解決方法があるでしょう。また、効率的な方法を考えなくては

なりません。能力格差にもデータ格差、人材格差、技術格差など、様々なタイプがあります。有望な新技術につい

ては、もっと多くの研究活動が行われるべきことには全く同感ですが、新技術が効率的なモニタリングの問題を解

決してくれるとは思えません。

天野氏：

会場からの質問を受けましょう。
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Q4 CIFOR：

マーティンさんとサンドラさんの考え方に質問です。REDD プラスのプラス部分はどれだけ MRV システムを複雑にし

ているのでしょうか。現在ベースラインに対する吸収量と基準排出レベルに対する排出量を測定しなければならな

いという事実に対してどう感じているでしょうか。新しい GOFC-GOLD ガイドラインやサンドラさんが取り組んでいる手

順から生まれた実践的な方法はありますか？

A4 マーティン氏：

REDD プラスにおけるプラスの部分がどのように関わってくるかですが、IPCC のグッド・プラクティス・ガイダンスから

考えれば、実際はそんなに難しいことではありません。もちろん森林減少は土地利用変化から検出できるため、最

も簡単な部分です。再植林はもう少し複雑です。なぜなら、木が成長して森林被覆として衛星が感知できるまで、

何年も必要だからです。特に難しいのは、森林被覆として検出されてしまう森林劣化です。この場合、森林管理、

森林劣化、カーボンストックの増加など、地上モニタリングに大きなウエイトが置かれます。

A4 ピーター氏：

これは良い質問ですね。なぜなら REDD プラスの、プラスの部分は最初の D の部分（森林減少）よりかなり簡単

だからです。森林減少は見ることは容易ですが、それを評価、検証し、それがどれほどのカーボンに値するかを特

定する事は容易ではありません。そこが技術的な部分です。もう一つはもう少し政治的な部分です。プラスの部分

を付け加えることで、気候変動の緩和策に多大な貢献ができます。アフリカを考えてみて下さい。アフリカにおいて

はプラスの部分が緩和の機会や収入の機会という意味でどれだけ可能性を広げるでしょうか。怒っているわけでは

ありませんが、プラスの部分をモニタリングすることが難しいからと、プラスの部分を削除しようと提案している人がい

ると言わざるを得ません。

A4 サンドラ氏：

森林劣化のモニタリングを一括りで扱うことはできません。一方で、森林の炭素蓄積量の計測はいくつかの方法で

向上させる事ができますが、すべてに適用できるものはありません。しかし、長期的な地上計測地点は、適切に保

存され、定期的な現地調査が適切に行われれば、その取組みには価値があると言えます。適切に実行されれば、

おそらく炭素蓄積量が増えるにせよ減るにせよ、その変化をモニタリングすることができるからです。

Q5 南アフリカ Peace Parks Foundation：

国レベルの REDD の MRV フレームワークがある国にいるとしましょう。国土の 5％の森林に影響する政策を実施し

たとして、政策評価をどのように行いますか？既存の国家森林インベントリのフレームワークを用いますか？あるい

は独自の新しい方法論を追加しますか？これらのシステムがどのように対応すると見ているのか説明してください。

A5 ベン氏：

それがまさに我々がやろうとしていることです。準国レベルで行ったことは、国家レベルのデータとして管理され、情

報がより効率的に収集・管理できるようになります。また、リモートセンシングに直接関連するデータを収集すること

にも取り組んでいます。地上にて収集されたデータをリモートセンシングデータと結びつけることは大変困難です。

我々はバイオマスの量を測定するだけではなく、地上データとリモートセンシングデータを結びつけるのに有用な、

データ収集に役立つシステムを作ろうとしています。特に、森林構成や森林の災害の発生についてはリモートセン

シングデータによりわかります。これらのデータから森林の現在の状況を測定することができます。
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1 つの問題は、モニタリングデータの解釈の際、REDD プラスにて定義される5つの活動をどうやって別々に報告す

るのかということです。森林劣化を森林ストックの向上や森林管理からどのように切り離せるでしょうか。それは多く

のことが個別または同時に起こる状況では、我々が取り組まないといけない問題です。それがモニタリングにおいて

やっかいな問題なのです。

A5 ピーター氏：

ベン氏が言ったことに強く賛同します。なぜなら、REDD プラスの政策レベルと実務レベルの区別において私が感じ

ていることを述べてくれたからです。しかし、同時にそれら 2 つの関係を考える必要があります。似たような話があり

ます。私の国スウェーデンでは100年前、製造業のために木材が必要だったため、森林資源を増やす政策が行わ

れました。それ以来、国家森林インベントリによって森林の生産性が測定され、年間約3,000 万 m3から年間 1億

m3への増加が見られました。しかし、ここで大事なことは 1 人 1 人の森林保有者の土地を測定したのではないとい

うことです。これはただの例え話ですが、REDD の実施においても同様な測定に関する経済的な視点が必要である

ことを示しています。

パネリストのコメント

マーティン氏：

今日のプレゼンテーションで、国レベル、準国・地域レベルの分類で戦略レベル、プロジェクトレベルのアイディアを

確認出来たことは興味深かったです。そこが今後詰めるべきところです。スウェーデンが行ってきたことだけではなく、

京都議定書の参加国が土地所有者と行ってきたことの中に、国レベルのモニタリング・システムが実際に準国レベ

ルの実施に役立っている良い例が多くあります。REDD プロジェクトに取り組み、発展させてきた人たちは REDD プロ

ジェクトのモニタリングがどれほど複雑かわかっています。理想はしっかりとした国家森林システムがあることによっ

て、準国・地域レベルにおける実施がより容易かつ効率的になるという相乗効果が多くあることです。

天野氏：

他に何か言いたいことがある方はどうぞ。

サンドラ氏：

今まで言われてきたことに付け加える事は特にありません。これまでのパネリストの議論から、取り組み方には様々

なアイディアや物の見方がある事がうかがえますね。それぞれ独自の結論に辿り着くと考えます。私は、「私は森林

監督官ではなく、エコロジストだ」とよく言います。私の経験の多くは熱帯林におけるものですが、同じ熱帯林でもそ
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れぞれの場所の状況によって、非常に多様であるということに驚かされます。

ピーター氏：

国家森林インベントリの議論に最近よく関わる国は、ブラジルやインドネシアなどだと付け加えておきます。

天野氏：

国際交渉の交渉担当者達は REDD プラスを世界で画一的なものと考えているようですが、実際には各国にはそれ

ぞれ異なる事情があります。また、測定のアプローチにも大きな違いがあります。このような違いの格差をどのように

解決していくか考えなくてはなりません。本日、議論を通して、MRV実施のためには能力開発が重要であるという事

がわかりました。人々が各国状況によって MRV のあり方が異なってくるという点に関心を払わぬままに、REDD プラ

スのクレジットや資金確保のみに興味を示すという状況は避けなければなりません。

以上



10

ラーニング・イベント会場の当日の様子


