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1. はじめに 

 

 京都議定書は、1992年に採択された気象枠組み変動条

約（Utited Nation Framework Convention on Climate 

Change: UNFCCC）に基づき、1997年に採択された。2004

年2月にロシアが批准したことで正式に発効し、2008年

から2012年の第一約束期間に向けて、温室効果ガスを削

減するための各種試みが活発になされるようになってい

る(図-1)。京都議定書で合意された京都メカニズムでは、

各国の削減数値目標を達成する手段として、ET

（Emission Trading:排出取引）、JI (Joint Implement:

共同実施)、CDM (Clean Develop-ment Mechanism：クリ

ーン開発メカニズム)を認めている。 

日本は1990年比で6%の削減目標を達成する義務がある。

2003年度の温室効果ガスの排出量は13億3,900万トンで

前年度の総排出量と比較すると0.7%の増加、1990年の基

準年との比較では8.3%増加している1)。したがって1990

年の基準年から温室効果ガスを6%削減するには14.3%の

削減が必要となる。温室効果ガスの排出量の伸びが著し

いのは運輸部門（自動車、船舶等、1990年度比：＋

19.8%）、業務その他部門（オフィスビル等、1990年度

比：＋36.1%）、家庭部門（1990年度比：＋31.4%）であ

り、産業部門は1990年度と同じ水準にとどまっている

（1990年度比：＋0.3%）。このため国内で温室効果ガス

を削減するには、幅広いユーザーに対して削減を求める

必要があり、1990年比で6%削減という目標を達成するの

は困難な状況にある。このためJIやCDMといった国外で

温室効果ガスを削減するスキームに対する期待が高まっ

ている。日本の地理的条件からすると、身近なアジア地

域でCDM事業を推進していくことが容易である。CDM事業

は、温室効果ガス削減目標の達成にとどまらず、アジア

地域の持続的な経済発展を援助して、周辺諸国の発展と

安定をもたらすという意味からも重要である。 

本論では次章でCDMの仕組みを解説し、3章で当社の取

り組み、4章で技術的課題としてGIS（地理情報システ

ム）の利用例を述べる。 
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図-1 京都議定書発効にいたる経緯 

  Development of Kyoto protocol 

 

2. CDMの仕組みと現状 

 

 CDMは温室効果ガス削減義務を有する先進国（付属書1

国：気候変動枠組み条約の付属書1に、京都議定書付属

書Ｂにある削減義務を有する国）が、削減義務を有して

いない非付属書1国（途上国：ホスト国）で、温室効果

ガス削減のためのプロジェクトを実施して、削減量を第

3 者 機 関が認 証 し てク レ ジ ット （ CER:Certified 

Emission Reduction）を発行し、その全部または一部を

当事者間の合意によって付属書1国に移転する仕組みで

ある。具体的なCER獲得には以下のプロセスが必要とな

る（図-2）。 

1) CDMプロジェクトの計画策定：プロジェクト設計書

（PDD: Project Design Document）の作成、方法論

（ NMB: New Methodology for Baseline, NMM: New 

Methodolojy for Monitoring）の作成（同種のプロジェ

クトの温室効果ガス削減のロジックをとモニタリングの

方法を決める。すでに承認された方法論を使用する時に

は必要ない）。 

＊１ 技術センター土木技術研究所水域・生物環境研究室 2) 投資国、ホスト国による承認 
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3) CDMプロジェクトの有効化審査（Validation）と登録

（registration） 

4) CDMプロジェクトのモニタリング 

5) CERの検証(verification)、認証(certification)と

クレジットの発行 
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 図-2 CDMプロジェクトの実施フロー 

    Flow chart for CDM project 

 

 CDMプロジェクトは温室効果ガスの削減を目的として、

排出源プロジェクト、植林・再植林により森林により炭

素を固定する吸収源（シンク）CDM、小規模なプロジェ

クトを対象とした小規模CDMに大別される。 

 CDMプロジェクトの進行状況は、UNFCCCのホームペー

ジでリアルタイムで確認することができる2)。2005年7月

末の段階で、CDM理事会によって排出源CDMプロジェクト

として認められたプロジェクトは12件ある（登録：

registration）。その内日本からの登録数は3件である。

まだ登録されていないがCDM理事会に提出されている排

出源プロジェクトは149件あり日々増加している。主な

プロジェクトとしては、処分場のメタンガスの回収、水

力発電、バイオマス利用による代替エネルギー、コジェ

ネレーション、風力発電、フロンガスの分解など多岐に

わたっている。ホスト国も多岐にわたっている。アジア

ではインドが26件と も多くのプロジェクトのホスト国

となっている。排出源CDMのCERは 大7年間で、2回まで

更新可能とするか、 大10年間で更新なしとするか事業

者が選択することが可能である。 

 2003年のCOP9（第9回締約国会議）では吸収源(植

林)CDMの運用ルールが決まり、具体的な運用が始まった。

森林の定義としては、 低面積 0.05～1.0 ha、 低樹

冠率 10～30%、成木の 低樹高 2～5 m以上を超える

ものとした（各国が閾値の中から 適の値を選択する）。

新規植林（50年間森林でない土地を森林に転換）と再植

林（1989年の基準年以降森林でない土地を森林に転換）

をCDMの対象とし、クレジットは短期の期限付きクレジ

ット（temporary CER: tCER、 大20年間、2回更新可

能）と長期の期限付きクレジット（long-term CER、

大30年間、更新なし）の2種類とすることが決められた。

植林CDMにおいては、 終的にプロジェクト終了後にク

レジットを植林以外のクレジットで補填することが義務

付けられている。 

 植林CDMに関しては9プロジェクトがCDM理事会に申請

されているが、承認されたプロジェクトはまだない。 

 さらに、通常のプロジェクトに比較してベースライン

の設定や、モニタリング手続きが容易な小規模CDMも運

用が開始されている。小規模CDMには、発電量が15MWも

しくは相当分までの再生可能エネルギープロジェクト、

エネルギー供給/需要面でエネルギー消費量を 大年間

15GWhもしくは相当分削減する省エネプロジェクト、人

為的排出源を削減するプロジェクトで、排出量が二酸化

炭素換算で年間15キロトン未満のものが含まれる。 

吸収源プロジェクトでは、吸収量が年間8キロトン未満

で、ホスト国が指定したコミュニティー、低所得者層で

実施されるものが対象となる。 

 現在ようやく制度面での整備が進行し、ホスト国の受

け入れ体制も整備されてきており、温室効果ガス削減の

第1約束期間（2008年～2012年）に向けて、各種プロジ

ェクトが動きだしたところである。 

 

3. CDMに対する当社の取り組み 

 

 当社は2003年から、吸収源プロジェクトであるカンボ

ジア、モンドルキリ高原でのゴムノキ植林事業の計画立

案に参加してきた。丸紅（株）、王子製紙（株）、（株）

環境総合テクノスと当社が幹事会社として研究会を組織

して事業概要、CDMとしてのプロジェクト設計書（PDD）

のとりまとめを行なってきた。このプロジェクトに関連

して、ゴムノキの生育に関する土壌条件の検討、植生、

地域開発計画の立案手法の検討などを実施した。その一

部は次章で述べる。 

2004年度からは、廃油や植物油などを原料としたバイ

オディーゼルの製造により、化石燃料の使用を減らす代

替エネルギーのプロジェクト化に関する検討を開始した。

インドネシア、タイ、フィリピンなどで事業展開が可能

かどうかを北海道電力（株）と共同で検討している。原

料となる廃油や植物油を確保することができれば、アジ

ア地域で広く展開することが可能である。油糧植物の候

 21-2



大成建設技術センター報 第38号(2005) 

補としてはナンヨウアブラギリ、インドセンダン（ニー

ム）、ヒマワリなどがあげられる。植林とバイオディー

ゼルの生産を組み合わせたプロジェクトの提案も可能で

あると考えている。近年の原油価格の高騰もあり、途上

国ではエネルギー不足が深刻化する兆しがあり、今後バ

イオマスエネルギーの有効利用はCDMという枠組みを離

れても重要である。 

2005年度には中国での植林事業の予備的検討もはじめ

ている。黄河下流域の都市周辺のグリーンベルトとして

イチョウを中心とした植林を行なう計画であり、都市近

郊での植林事業としてユニークな事業になると考えられ 

る。また黄河下流の塩害地を対象とした塩類土壌の改良

と植林をセットにした吸収源プロジェクトに関しても検

討を行なっている。 

この他にもゴミ処分場でのメタンガス回収など各種プ

ロジェクトの案件の発掘とFS調査を幅広く実施している

段階である。現時点では、実際のCDMプロジェクトとし

て登録された案件はまだないが、検討中の案件は15件あ

る。CDMは対象分野が広いため、プロジェクトごとに社

内でチームを組んで対応する必要がある。現在のところ

各プロジェクト毎に社内関連部署と連携しながらFS調査

を進めているところである。当社がCDMプロジェクトの

検討を始めてから3年間が経過しており、FS調査にとど

まらず、実際のプロジェクトを立ち上げる時期にきてい

る。そのための資金確保、運営体制の整備、リスクへの

対応など難問は山積しているが、社内外での協力体制を

構築しながら、新たな事業展開を模索しているところで

ある。 

 

4. 広域土地利用計画へのＧＩＳの応用 

 

 先に触れたように、2003年からカンボジア、モンドル

キリ高原でのゴムノキ植林計画の策定に携わってきた3)。

開発予定面積が1万ヘクタールを超える面積であるが、

計画策定にあたっては、1/50,000の地形図しかない現状

であった。数度の現地調査を実施したが、植林予定地全

体の状況を把握するのが困難であることが明らかになっ

た。そこでCDMの計画策定の基本となる現存植生の推定

を衛星画像から行ない、デジタル化した図形に重ね合わ

せることで植林可能地を推定した。また植林可能地のな

かから、地理情報システム（GIS）を活用して、標高、

斜面角度、斜面方位からゴム栽培適地を推定した（図-

3）。 

 基本図として用いた 1/50,000 地図（U. S. Army 

Topo-graphic Command, Washington D. C. 1970）と植

林予定地を図-4に示した。地形図上から計測された植

林予定領域全体の面積は11,408 ha と計算されている。

この地図の標高データをデジタル化して数値地形データ

を作成した。 

 

地形図

ディジタル化（DEM）

ゴムノキ生育条件による植林適地の選定

インフラ整備計画

現地調査

衛星写真

現存植生

農業開発計画

地域開発計画

GISの利用

地形図

ディジタル化（DEM）

ゴムノキ生育条件による植林適地の選定

インフラ整備計画

現地調査

衛星写真

現存植生

農業開発計画

地域開発計画

GISの利用

 

 

図-3 ゴムノキ植林適地の選定フロー 

  Flow chart for the selection of  

  suitable area for rubber-tree growth 

 

 

図-4 ゴムノキ植林予定地 

      Area for the rubber-tree plantation 

 

 一方、2003 年乾季のアスター衛星画像から、植生区

分を推定して現存する森林面積を推定する作業を行なっ

た。その結果、谷筋を中心に森林が残存していることが

確認され、この地域は植林予定地から除く必要があると

考えられた(図-5)。衛星写真の画素数から面積を推定す

ると、対象領域全体で 11,408 ha、森林・人工物が

3,792 ha、植林可能地が7,616 ha との計算結果が得ら

れた。したがって、植林可能面積は全体の 67%であると

推定された。 
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図-5 植林予定地内の植生 

   （赤色が既存の植林） 

    Natural forestry in plantation area 

    (Red: natural forestry) 

 これまでの処理で、当初の植林予定地内の既存の森林、

人工物を除いた植林可能地域を選定することができた。

植林可能地域には火入れによる荒廃草地が広がっている

（写真-1）。 

 

 写真-1 モンドルキリ高原の草地 

     Grasslamd in Mondlukiri 

 

次の計画段階として、ゴムノキの生長に適した地域を

選定する必要がある。ゴムノキからはゴムの樹液を採取

するので、単純な生育だけではなく、樹液の量、採取し

た樹液の収集方法など各種要素を考えての計画立案が必

要となる。ここでは詳細計画に先立ち現在利用可能な地

形情報（標高、斜面角度、斜面の向き）からゴムノキの

植林適地の面積を推定した4)。 も重要である標高に関

してみると標高 600-800mまでの植林可能面積は、

3,866haとなり、先にみた植林可能面積の 51％に相当す

る面積となった。斜面角度、斜面の向きの 3条件から、

標高800m以下、斜面角度15度以下、北向きの斜面を除

いた地域を図-6に示した。 終的に選択されたのは、

西側の地域を含む2,784 haとなった。このように遠隔

地で十分な情報がない地域での計画地立案にGISを利用

することで概略の植林適地を選定することができた。 

 

 

図-6 ゴムノキの栽培適地の選定 
  (紫色が栽培適地) 
  Selected area for the rubber-tree plantation 

  (Purple: suitable area) 

 

5. 今後の展望 
 

 以上CDMの概要と当社の取り組み、その中でカンボ

ジアにおける植林計画立案にあたってのGISの活用に関

しての概要を述べた。今後各種CDM案件に対して、案

件の発掘からプロジェクト化まで対応できる体制を整備

することが望まれる。 
 

参考文献 

 

1) 2003年度（平成15年度）温室効果ガス排出量について（概

要 ）， 環 境 省 ホ ー ム ペ ー ジ ， http://www.env.go.jp/earth 
/ondanka/ghg/2003 gaiyo.html 

2) United Nations Framework Convention on Climate Change (気象

変 動 枠 組 み 条 約 事 務 局 ， UNFCCC) ホ ー ム ペ ー ジ ：

http://unfccc.int/2860.php 
3) 小林紀之著：地球温暖化と森林ビジネス，日本林業調査会，

pp.69-129，2004. 

4) カンボジア・モンドルキリ高原におけるゴムの木植林事業

可能性調査，財団法人地球環境センター，地球温暖化対策ク

リーン開発メカニズム事業調査結果データベース：

http://gec.jp/gec/gec.nsf/jp/Activities-Feasibility_Studies_on_ 
Climate_Change_Mitigation_Projects_for_CDM_and_JI-
FS200317 

5) Rao,P.S., Jayarathnam,K. and Sethuraj, M. R. :An Index to Access 
Areas Hydrothermally Suitable for Rubber Cultivation, Indian 
Journal of Rubber Research 6, pp.80-91, 1993. 

 21-4


