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第 1 章：はじめに 

1-1.本マニュアルの目的 

人為起源の温室効果ガスの1割は、途上国の森林減少・劣化によるものとされる(IPCC、

2014)。そのような途上国の森林減少・劣化を抑制し温室効果ガスの排出削減を促進する

仕組みとして、REDD+の促進が期待されている。 

森林減少・劣化の主な要因は、地域住民による農地開発や企業による鉱山開発などで

ある。REDD+プロジェクトはそのような土地利用を制限ことで森林減少・劣化を抑制する

ため、多様なステークホルダーの経済活動に影響を与える可能性がある。 

そのため、REDD+プロジェクトを円滑かつ持続的に実施するためには、ステークホルダ

ーが森林を保全することに対しインセンティブを持つように対策をたて、ステークホル

ダーの理解と合意を得ることが必要である。そのためには、REDD+プロジェクト事業者は、

森林保全活動による便益が森林減少・劣化の要因となる土地利用の便益より大きくなる

ようにプロジェクト設計をすることが求められる。 

本マニュアルは、そのような森林保全インセンティブに配慮した対策立案のための手

法、合意形成手法を提供する。具体的には、REDD+によるプロジェクトレベルの機会費用

と便益の比較分析手法、それらを踏まえた対策立案と合意形成について解説する。 

本マニュアルが REDD+プロジェクトの推進に貢献することができれば幸いである。 

 

図 1-1．マニュアルのコンセプト  

REDDプラスプロジェクト
による

機会費用

REDDプラスプロジェクト
による生計への正の影響

REDDプラスプロジェクト
による森林便益の増加分
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1-2.マニュアルのスコープ 

WHY:マニュアルの目的 

本マニュアルの目的は、REDD+プロジェクトを円滑かつ持続的に実施するため、森林保

全インセンティブに配慮した効果的な対策をステークホルダーの理解と合意のもとに実

施することである。 

 

WHO:誰が対策立案するのか 

森林保全インセンティブに配慮した効果的な対策は、プロジェクト現場において必要

とされる。そのため、本マニュアルの使用者は、準国・プロジェクトレベルのプロジェ

クト事業者を想定する。 

 

WHEN:いつマニュアルを使うのか 

森林保全インセンティブに配慮した対策は、プロジェクトの実施に先立ってプロジェ

クト計画フェーズで計画されることがのぞましい。また、その対策効果について、数年

間隔でモニタリングと改善を行うことがのぞましい。 

 

WHAT:何を検討するのか？ 

本マニュアルでは、多様な森林保全インセンティブのうち、経済的な森林保全インセ

ンティブと非経済的な森林保全インセンティブに着目する。 

経済的な森林保全インセンティブを検討するため、REDD+プロジェクトによる機会費用

と便益を比較分析する。機会費用とは森林減少・劣化の要因となる土地利用による便益

である。便益とは、直接的かつ経済的な活動便益（例：生計向上対策などによる収入増

加分など）、経済的な価値に換算可能な森林便益（例：薪、木材、非木材林産物など）

である。一方、非経済的な森林保全インセンティブを検討するため、森林の社会文化的

機能、森林生態系サービス、法規制などに着目する。 

特に、ステークホルダーとして、コミュニティに着目する。オイルパームなどの大規

模農園や鉱山開発など、企業による収益性の高い土地利用は機会費用が非常に大きく、

適切な対策をとることは困難である。また、そもそもそのような土地における REDD+プロ

ジェクトは計画されない可能性が高い。そのため、本マニュアルでは、ステークホルダ

ーをコミュニティに絞って検討する。 

 



 

A1-5 

 

図 1-2．マニュアルのスコープ 

 

1-3.本マニュアルのステップ 

本マニュアルでは、比較分析→対策立案→合意形成、という 3ステップについて紹介

する。 

 それぞれのステップの詳細は、以下の通りである。 

 

●比較分析：機会費用算出→活動便益算出→森林便益算出→比較（☞p.A1-7） 

 機会費用：土地利用の種類把握→それぞれの土地利用からの収益→正味現在価値

の算出（☞p.A1-10） 

 活動便益：プロジェクト活動の特定→それぞれからの収益→正味現在価値の算出

（☞p.A1-16） 

 経済的価値に換算可能な森林便益：森林利用状況の把握→それぞれからの収益→

正味現在価値の算出（☞p.A1-21） 

 比較：単位と分析期間（☞p.A1-25） 

●対策立案：分析結果に基づく立案の留意点に関する解説（☞p.A1-30〜A1-38） 

●合意形成：合意形成ステップの解説（☞p.A1-39） 

 

•森林保全インセンティブに基づく効果
的な対策立案と合意形成Why

•プロジェクトレベルの事業者Who

•プロジェクト計画フェーズ

•モニタリング
When

•コミュニティの森林保全インセンティブ
の検討What



 

A1-6 

図 1-3．マニュアルのステップと構造 
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第 2 章：比較分析手法 

2-1.比較分析の準備 

2-1-1.分析スケールを決める 

比較分析に先立って、分析スケールを決定する必要がある。 

分析スケールは、森林減少・劣化対策の対象やプロジェクトの予算に応じて決定する

ことができる。本マニュアルでは、以下の 3つのスケールについて解説する。 

 

―プロジェクト対象地 

―コミュニティ（village、sub-village、community など） 

―世帯 

 

 
図 2-1. 分析のスケール 

 

プロジェクト対象地 

プロジェクト対象地全体で共通の森林減少・劣化対策を行う場合は、プロジェクト対

象地を一つの分析スケールとした比較分析が行われる。そのためのデータとして、リモ

ートセンシング画像や行政資料・統計資料など、プロジェクト対象地の平均値や合計値

が挙げられる。ただし、実際にはコミュニティや地域によって機会費用は異なるものの、

プロジェクト対象地全体の平均値や合計値ではそのような地域差は反映されないことに

留意する必要がある。 

コミュニティ 

コミュニティ（例：village、sub-village、community など）を分析スケールとする場

合、その結果はコミュニティごとの森林減少・劣化対策の立案やプロジェクト対象地の

平均値の算出に用いることができる。森林減少・劣化対策にコミュニティごとの地域差

を反映させる場合には、分析スケールをコミュニティとすることがのぞましい。また、
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プロジェクト対象地全体で共通する対策を行う場合でも、文献ではなくコミュニティの

平均値を用いたほうが、実際の値との誤差が少なくなる。ただし、コミュニティごとに

データ収集を行う必要があるため、文献調査などと比較するとコストがかかることに留

意する必要がある。具体的なデータ収集方法は、次節で議論する。 

世帯 

世帯を分析スケールとする場合、その結果は世帯ごとの森林減少・劣化対策の立案や

各コミュニティの平均値算出に用いることができる。しかし、プロジェクト規模の大き

さによっては数万世帯が対象となる場合もあり、非常にコストがかかるため現実的な方

法ではないだろう。 

 

2-1-2.データ収集方法を検討する 

比較分析に必要なデータの多くは、現地調査によって収集される。しかし、データ収

集には時間・費用などのコストがかかり、その信頼性を確保しつつコスト削減をするこ

とが課題である。そこで、本マニュアルではコストエフェクティブな現地調査手法、文

献調査によって収集可能なデータとその留意点を紹介する。プロジェクト事業者はこれ

らの情報を参照しつつ、各プロジェクトの状況や予算に応じた方法を選択することがで

きる。 

 

①その他の REDD+プロジェクト活動とのデータ共有 

その他の REDD+プロジェクト活動の中で、比較分析に必要なデータが収集されている場

合がある。例えば、FPIC 活動として、コミュニティの権利を特定するために森林や土地

利用のマッピングが推奨されているが、土地利用マッピングではリモートセンシングな

どを利用して農地や居住地などの土地被覆が特定され、現地調査で確認作業が行われる。

この現地調査の際に、機会費用算出に必要な作物などのデータ収集を収集していること

もある。このように、比較分析とは異なる REDD+プロジェクト活動で収集されたデータを

確認し、共有できるものについては共有することがのぞましい。 

 

②コストエフェクティブな現地調査（データ収集）方法 

現地調査は、人件費・交通費・謝金・データ整理にかかる費用など多くのコストがか

かる。しかし、分析スケールに適した現地調査方法を選択すれば、コスト削減を図るこ

とができる。 

本マニュアルでは、（ア）サンプリング調査、（イ）インフォーマント調査、（ウ）

参加型調査の 3種類の一般的な現地調査手法について、そのコストと適切な分析スケー

ルについて解説する。 
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（ア）サンプリング調査は、母集団の中から調査対象者をサンプリングしデータ収集

する方法である。分析スケールは、プロジェクトエリア、コミュニティ、世帯に適用す

ることができる。サンプル数やサンプリング方法は、統計学的な要素や予算を考慮しつ

つ決められる。サンプリング調査を行う場合、母集団とサンプルデータの誤差を小さく

するため、ランダムサンプリングや母集団からある特徴ごとにグループ分けしサンプリ

ングする方法がある。プロジェクト予算に応じたコストで効率よくデータを収集するこ

とができる。 

（イ）インフォーマント調査は、分析スケールのデータを把握しているインフォーマ

ントからデータ収集する方法である。分析スケールは、プロジェクトエリア、コミュニ

ティに適用することができる。（ア）サンプリング調査と比較して、時間や費用はかか

らないが、インフォーマントによる情報の正確さの確保が課題であるため、複数のイン

フォーマントによるグループインタビューの実施や文献調査結果とのクロスチェックな

どの対策が望ましい。また、現地調査では質問票を用いたデータ収集が行われるが、そ

の質問票作成や予備調査のための手法としても、分析スケールの全体像を把握するうえ

で有効な手法である。 

（ウ）参加型調査は、調査対象者がデータ収集する方法である。地域住民自身が作物

の種類やコストなどを特定し、調査実施者はその作業をサポートする。分析スケールは

コミュニティに適用される。データ収集の時間がかかる可能性があるが、参加型調査を

通してコミュニティとの信頼構築や地域住民自身の学習機会としての効果が期待される。

そのため、データ収集手法よりむしろ合意形成手法の一つとして用いるほうが適切であ

ると考えられる。 

 

以上、各現地調査手法のコストや特徴を踏まえつつ、各プロジェクト事業者は分析ス

ケールや対策に応じた現地調査方法を選択することが求められる。 
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 2-2.経済的な森林保全インセンティブ 

2-2-1.機会費用 

2-2-1-1.機会費用とは 

機会費用とは、一般的には、ある行動を選択することによって失われる利益のことで

ある。つまり、地域住民にとっての REDD+プロジェクトの機会費用とは、REDD+プロジェ

クトによって制限される土地利用によって得られる利益（例：焼畑農業、オイルパーム

農園開発など）のことである。 

例えば、森林減少・劣化の要因が地域住民による焼畑農業であったとする。地域住民は、

ある土地（森林）を焼畑農地に開墾すると 10 万円の収益を得ることができる。しかし、

REDD+プロジェクトが実施されることによって、この土地が森林のまま開墾されなかった

場合、地域住民は将来得るはずだった 10 万円の収益を失うことになる。この 10 万円が、

REDD+プロジェクトの機会費用となる。 

 

 

 

図 2-2．機会費用の概念図 
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2-2-1-2.機会費用の算出方法 

機会費用の算出には、①森林減少・劣化を引き起こす土地利用(land use)の把握、②各

土地利用の純収益の算出、③正味現在価値(以下、NPV: Net Present Value)の算出、の

３ステップがある。 

 

図 2-3．機会費用の算出ステップ 

 

それぞれの土地利用によって得られる収益を求めるため、まず①土地利用の種類を

把握し、②それぞれの土地利用からどれくらいの収益が得られるのか、そして長期

間にわたる変化をみるために正味現在価値を求める。 

 

①土地利用方法（種類・面積） 

多くの REDD+プロジェクトでは、土地被覆（例：森林、植林地、焼畑農地等）の歴

史的変化を分析し森林減少・劣化を引き起こす要因を明らかにしている。土地被覆

(land cover)と土地利用(land use)は関連するものの、同じものではない（表２-1）。

森林減少・劣化の要因となる土地被覆(land cover)のみが明らかになっている場合は、

それらを土地利用(land use)を明らかにする必要がある（例：焼畑農地の作物等）。 

土地利用データの有無のチェック：農業センサス、land use map 等の土地利用デー

タがある場合、それらのデータを用いる。土地利用データがない場合、現地調査等を

行い土地利用に関するデータを収集する。 

 

 

①土地利用

•〈作業〉

•土地利用（農地・作物等）の種類、面積の把握

•☞pA1-11を参照

②純収益の

算出

•〈作業〉

•各土地利用による収益・コストの把握

•純収益の算出

•☞pA1-13を参照

③NPVの

算出

•〈作業〉

•単位、割引率の決定

•機会費用の算出

•☞ｐA1-15を参照
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表 2-1．土地被覆と土地利用の区分 
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②各土地利用の純収益 

土地利用の純収益は、収入から支出をひいたものであり、次の式によって求められる。 

 B , − C ,  
 t  ： 年 

 i  ：  土地利用 i 

 B ,  ： t 年における土地利用 iの収入 
 C ,  ： t 年における土地利用 iの支出 
 

収入：土地利用による収入は、その生産量（例：作物の生産量や家畜の販売量など）

に販売価格を乗じることによって求められる。生産量については、分析スケールに

おける生産量の合計値を用いる場合と、単収に分析スケールにおける土地利用面積

を乗じて求める場合の 2種類の方法がある。 

 

支出：土地利用に関する支出は、種子、肥料、殺虫剤、農業資材など様々である。

これらの支出費目それぞれについて、消費量と購入価格を乗じて支出を算出する。

労働投入量も重要な支出の一つであるが、自家労働力や等価労働交換などでまかな

っている場合は労働力を考慮する必要はない。 

 

データ収集方法：①土地利用で明らかになった土地利用の種類（例：焼畑農業にお

ける作物野種類や家畜の種類など）について、その生産量、単収、面積、販売価格、

支出費目、消費量、購入価格に関するデータを収集する必要がある。 

収入に関するデータのうち、サブナショナルレベルの生産量の合計値であれば農

業センサスなどの統計資料によってデータ収集が可能であるが、コミュニティレベ

ルの生産量については統計資料がない場合が多く、現地調査を行う必要があるだろ

う。ただし、単収に面積を乗じる方法の場合、各作物の単収に関する既存データが

農業センサスや先行研究などに得られる場合が多いが、コミュニティや地域差によ

る誤差が生じる可能性について留意する必要がある。また、販売価格については、

近隣市場の価格を援用することが可能である。 

 支出に関するデータ（例：支出費目や労働力など）の多くは、二次データから入

手することが難しく聞き取り調査を行う必要がある。ただし、聞き取り調査を行う

ための予算や時間が十分にない場合は、環境が似ている周辺地域のデータを用いる

こともできる。 
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表 2-2．データの具体例 

 
 

表 2-3. データの入手方法 

データの種類 文献による入手可能性と留意点 

土地被覆 ◎ ・ドライバー分析のための衛星画像など 

・その他の REDD+活動とデータ共有可能 

作物・家畜の種類 △ ・サブナショナルレベルの作物の種類は明らかな場合がある 

・コミュニティレベルの作物の種類はデータがない場合が多い 

収入 

生産量 × ・コミュニティや世帯の生産量は文献では得られない 

単収 △ ・農業局の統計資料など 

・コミュニティなどの地域差は反映されない 

面積 △ ・農業局の統計資料など 

・その場合、サブナショナルレベルの合計値となることに留意 

生存率 

繁殖率 

◎ ・行政資料、学術論文など 

・客観的で科学的根拠がある値が文献より入手可能 

作物・家畜の

販売価格 

△ ・農業局の統計資料など 

・市場からの距離による価格の違いなどは反映されない 

支出 

種類 ○ ・学術論文など 

・一般的な支出項目について把握可能 

消費量 × ・地域やコミュニティによって消費量は異なるため、聞き取り調査が

必要 

購入価格 △ ・統計資料や学術論文など 

・一般的な価格は文献調査によって入手可能 

・近隣市場への聞き取り調査によっても入手可能 
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③正味現在価値の算出 

機会費用は、ある土地利用の正味現在価値（以下、NPV）に等しく、次の式によって

求められる。 

NPV , =
B , − C , ha , 	or	HH , tCO(1 r)  

 t  ： 年 

 i  ： 土地利用 i 

 B ,  ： t 年における土地利用 iの便益 
 C ,  ： t 年における土地利用 iの費用 
 ha ,  ： t 年における土地利用 iの面積 
 HH  ： t 年における世帯数 
 tCO  ： 炭素蓄積量 

r   ： 割引率 

 

正味現在価値は、割引率を考慮に入れて算出する。割引率は、2〜20％の間で設定し、

銀行の貸出金利を援用することもできる。 

 

上記式によって、図 2-4 の様に、ある一定期間における機会費用が算出される。 

 

図 2-4. 機会費用の具体例 
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2-2-2.活動便益の算出方法 

 REDD+プロジェクトによる便益は、「活動便益」と「経済的価値に換算可能な森林便益」

の 2種類がある。活動便益とは、生計向上プロジェクトなど森林減少・劣化対策によっ

て得られる便益である。 

 

 

 

2-2-2-1.活動便益とは 

活動便益とは、REDD+プロジェクトによってコミュニティが直接的に得る便益である。

例えば、生計向上プログラムや代替生計手段など、コミュニティの土地利用を制限する

ことに対する経済的な補償として位置づけられる便益である。 

2-2-2-2.算出方法 

活動便益の算出方法は、機会費用の算出方法を援用する。 

 

 

図 2-4. 活動便益の算出ステップ  

①プログラム

•〈作業〉

•プログラムの種類、面積の把握

•☞pA1-17

②純収益の

算出

•〈作業〉

•各プログラムによる収益・コストの把握

•純収益の算出

•☞pA1-18

③NPVの

算出

•〈作業〉

•単位、割引率の決定

•プログラム便益の算出

•☞ｐA1-20
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①プログラム（種類・面積） 

森林減少・劣化対策として実施されているプログラムのうち、コミュニティの収

入に直接的に影響を与えるものをリストアップする。そのようなプログラムでは、

コミュニティの全世帯が参加するものではない場合もある。例えば、参加する意思

がある世帯のみの場合や、複数の代替生計手段プログラムのうち選択制になってい

る場合なども考えられるが、コミュニティスケールで分析する場合には、コミュニ

ティ全体の収入を把握するために全プログラムを網羅的にリストアップする必要が

ある。 

 

 

  

Box.2-1 様々なプログラム 

 多くの REDD+プロジェクトでは、さまざまなプログラムを組み合わせて森林

減少・劣化対策を行っている。 

 たとえば、ベトナム・ディエンビエン省で国際協力機構が実施する

SUSFORM-NOW プロジェクトでは、家畜飼育プログラム、植林プログラム、きの

こ栽培プログラム、魚養殖プログラム、植林プログラムを組み合わせて実施し

ていた。 

プログラムへの参加は、各世帯の自由意志とキャパシティ（植林するための

土地所有の有無や畜舎の有無など）によって決定される。したがって、Aさん

が家畜飼育プログラムと植林プログラムに参加している一方で、Bさんはきの

こ栽培プログラムにしか参加していない場合もある。 
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②各プログラムの純収益 

各プログラムの純収益は、収入から支出をひいたものであり、次の式によって求

められる。 B , − C ,  
  t  ： 年 

  i  ：プログラム i 

 B ,  ： t 年におけるプログラム iの収入 
  C ,  ： t 年におけるプログラム iの支出 
 

収入：あるプログラムによる収入は、その生産量に販売価格を乗じたものである。

生産量はプロジェクト計画に等しいが、すでにコミュニティで実施されている活動

の場合は、その値を参照することがのぞましい。また、ある一定期間における活動

便益を算出する場合、家畜や植林の生存率や繁殖率について配慮する必要がある。 

 

支出：プログラムに関する支出は、種子、肥料、資材、など様々である。これらの

支出費目のうち、地域住民による支出項目を把握する。例えば、家畜飼育プログラ

ムでプロジェクトが費用を負担して母豚を投入した場合、その費用は支出項目に加

えない。ただし、母豚を飼育するために地域住民がエサ代を負担する場合は、その

エサ代は支出項目に含まれる。あくまで、地域住民にかかる支出について、消費量

と購入価格を乗じて支出を算出すること。また、労働投入量も重要な支出の一つで

あるが、自家労働力や等価労働交換などでまかなっている場合は労働力を考慮する

必要はない。 

 

データ収集方法：①プログラムの種類（例：家畜飼育プログラムにおける家畜の種

類など）について、その生産量、単収、面積、販売価格、支出費目、消費量、購入

価格に関するデータを収集する必要がある。 

収入に関するデータのうち、初期生産量はプロジェクトによる投入量に等しい。

それ以降は、生存率や繁殖率を考慮しつつ算出することが可能である。その際、研

究論文や農業センサスなど、一般的な数字を用いて算出した方が保守的な結果を得

られる。また、販売価格については、近隣市場の価格を援用することが可能である。 

 支出に関するデータ（例：支出費目や労働力など）の多くは、二次データから入

手することが難しく聞き取り調査を行う必要がある。比較分析を行う計画段階では

プログラムはまだ実施されていないものの類似の既存活動から援用することができ

る。 
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表 2-4．データの具体例 

 
 

表 2-5. データの入手方法 

データの種類 文献による入手可能性と留意点 

作物・家畜の種

類 

◎ ・プロジェクトによる初期投入量に等しい 

収入 

生産量 ◎ ・プロジェクトの計画量に等しい 

・既存の活動の場合は、現在の値を援用することが望まし

い 

単収 △ ・既存の活動の場合は、現在の値を援用することが望まし

い 

面積 ◎ ・プロジェクトの計画量に等しい 

生存率 

繁殖率 

◎ ・行政資料、学術論文など 

・客観的で科学的根拠がある値が文献より入手可能 

作物・家畜

の販売価格 

△ ・農業局の統計資料など 

・市場からの距離による価格の違いなどは反映されない 

支出 

種類 ○ ・学術論文など 

・一般的な支出項目について把握可能 

消費量 × ・地域やコミュニティによって消費量は異なるため、聞き

取り調査が必要 

購入価格 △ ・統計資料や学術論文など 

・一般的な価格は文献調査によって入手可能 

・近隣市場への聞き取り調査によっても入手可能 
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③正味現在価値の算出 

プログラム便益を、その正味現在価値（以下、NPV）として求める。 

 

NPV , =
B , − C , ha , 	or	HH , tCO(1 r)  

 

  t  ： 年 

  i  ：  プログラム i 

  B ,  ： t 年におけるプログラム iの便益 
  C ,  ： t 年におけるプログラム iの費用 
  ha ,  ： t 年における森林保全の面積 
  HH  ： t 年における世帯数 
  tCO  ： 炭素蓄積量 
   r    ： 割引率 

 

正味現在価値は、割引率を考慮に入れて算出する。割引率は、2〜20％の間で設定し、

銀行の貸出金利を援用することもできる。 

 

上記式によって、図 2-5 の様に、ある一定期間における活動が算出される。 

 

図 2-5. 活動便益の具体例  
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2-2-3.経済的価値に換算可能な森林便益 

2-2-3-1.経済的価値に換算可能な森林便益とは 

コミュニティが薪炭材採集など森林利用を行っている場合、森林減少・劣化対策で森

林が保全されることによってコミュニティが森林から得る便益も増加する。そのような

森林便益の「見える化」は、森林保全インセンティブを高めるためには重要な要素とな

る。したがって、そのような森林利用のうち経済的価値に換算可能なものについて算出

する。具体的には、木材、薪、非木材林産物など、林産物利用について考慮する。 

 

図 2-6. 経済的価値に換算可能な森林便益の算出ステップ 

 

2-2-3-2.算出方法 

①森林利用状況（利用する森林資源の種類・面積など） 

まずは、地域住民による林産物利用の状況を把握する。その際、森林便益の「見え

る化」の意図もあるため、コミュニティによる販売の有無に関わらず、経済的価値

に換算可能な林産物をリストアップすること。 

すでにプロジェクトで住民参加型の森林利用マッピングなどを行っている場合は、

そのようなデータを援用することもできる。そのようなデータがない場合は、現地

調査によって把握する。その際、インフォーマント調査によって、コミュニティ全

体の利用状況を把握することがのぞましい。 

  

①森林利用

•〈作業〉

•プログラムの種類、面積の把握

•☞pA1-21を参照

②純収益の

算出

•〈作業〉

•各プログラムによる収益・コストの把握

•純収益の算出

•☞pA1-22を参照

③NPVの

算出

•〈作業〉

•単位、割引率の決定

•プログラム便益の算出

•☞ｐA1-24を参照
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②各林産物の純収益 

コミュニティによる森林利用のうち、経済的価値に換算可能な林産物については収

益とコストを算出する。 

 B , − C ,  
  t  ： 年 

  i  ： 林産物 i 

  B ,  ： t 年における林産物 iによる収入 
  C ,  ： t 年における林産物 iの支出 
 

収入：ある林産物による収入は、生産量に販売価格を乗じたものである。コミュニ

ティで現在収穫されている量、近隣市場への販売価格を用いて算出する。 

 

支出：林産物に関する支出は、おそらく労働力のみでありその他の支出項目はない

と考えられる。また、それら労働力を自家労働力や等価労働交換などでまかなって

いる場合は、考慮する必要はない。 

 

データ収集方法：コミュニティが利用する林産物に関して、既存データはほとんど

ないと考えられる。したがって、聞き取り調査によってデータを収集することが望

ましい。 
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表 2-6．データの具体例 

 

 

表 2-7.データの入手方法 

データの種類 文献による入手可能性と留意点 

林産物 ？ ・文献資料がある場合もある 

収穫量 × ・現地調査によってのみ入手可能 

収入 

収穫量 × ・コミュニティや世帯の生産量は文献では得られない 

林産物の販

売価格 

？ ・文献資料がある場合もある 

・近隣市場への聞き取り調査によっても入手可能 

支出 

種類 ○ ・学術論文など 

・一般的な支出項目について把握可能 

消費量 × ・地域やコミュニティによって消費量は異なるため、聞き

取り調査が必要 

購入価格 △ ・統計資料や学術論文など 

・一般的な価格は文献調査によって入手可能 

・近隣市場への聞き取り調査によっても入手可能 
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③正味現在価値の算出 

森林便益を、その正味現在価値（以下、NPV）として求める。 

 

NPV , =
B , − C , ha , 	or	HH , tCO(1 r)  

 

  t  ： 年 

  i  ：  プログラム i 

  B ,  ： t 年におけるプログラム iの便益 
  C ,  ： t 年におけるプログラム iの費用 
  ha ,  ： t 年における森林保全の面積 
  HH  ： t 年における世帯数 
  tCO  ： 炭素蓄積量 
   r    ： 割引率 

 

正味現在価値は、割引率を考慮に入れて算出する。割引率は、2〜20％の間で設定し、

銀行の貸出金利を援用することもできる。 

 

上記式によって、図 2-6 の様に、ある一定期間における活動が算出される。 

 

 
図 2-7. 経済的価値に換算可能な森林便益の具体例 
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2-3.比較分析手法 

比較分析を行う際に、プロジェクトで実施する対策内容や目的によって、適切な分析単

位は異なる。また、比較分析の際に使用した市場価格やコミュニティの栽培面積は時間

経過とともに変化し、比較分析結果の信頼性は低下する。したがって、適切な分析期間

を設定することが必要である。そこで、本マニュアルでは、これらの分析単位や分析期

間について整理する。 

さらに、焼畑サイクルや人口増加など機会費用に大きく影響するような将来的な変化が

予想される場合には、これらの変化について考慮して比較分析を行うことがのぞましい。 

 

2-3-1.単位の考え方 

①面積、②世帯数、③REDD+プロジェクトによる二酸化炭素排出削減量の 3つの単位に

ついて、その特徴や長所短所について解説する。 

 

①面積 

面積を単位として算出する場合、機会費用は森林減少・劣化の要因となる土地利用面

積、活動便益および経済的な森林便益は保全される森林面積を単位として比較分析する。

REDD+の機会費用は、単位面積あたりで算出される場合が多い。 

機会費用は土地利用による収益と等しく、面積に基づいて算出されるため、面積を単

位とすることは算出にかかる作業量が少なくなる。また、分析スケールを世帯とせずと

も、土地利用が制限された各世帯の面積を把握することができれば、各世帯への影響を

把握することができる。 

しかし、養蜂など土地利用を伴わない活動については、実際には世帯単位に収益が発

生するため面積あたりの値を算出することが困難である。例えば、生計向上活動として

養蜂が実施されている場合、森林保全された面積あたりの収益を算出すると、単位面積

あたりの値と世帯数あたりの値に大きなギャップが生じる可能性がある。また、大規模

な森林面積を保全する場合は単位面積あたりの値が小さくなり、コミュニティに提示す

る際には森林保全便益としての魅力が低下する可能性もある。 

 

②世帯数 

分析スケール全体の機会費用や便益を世帯数あたりで算出する方法である。 

先述の通り、養蜂など土地利用を伴わない活動の場合に適している。しかし、機会費

用など土地利用を伴う活動の場合は土地所有面積の世帯間差がならされてしまうため、

世帯によっては算出された値と実際の値にギャップが生じる可能性がある。 

③REDD+プロジェクトによる二酸化炭素排出削減量 
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分析スケール全体の機会費用や便益を REDD+プロジェクトによる二酸化炭素排出削減

量あたりで算出する方法である。 

二酸化炭素削減量当たりの値にすることによって、将来的なクレジット収入と対策へ

の投資量との関係性を把握することが容易になり、投資判断を行いやすい。しかし、合

意形成の際のコミュニティへの説明材料という点においては、理解されにくい単位であ

り適さない。したがって、プロジェクト事業者の判断材料として用いることに適してい

る。 

 

2-3-2.分析期間の考え方 

分析期間として、焼畑サイクルなどコミュニティによる土地利用サイクルやプロジェ

クト期間など、地域住民への影響をより正しく理解できるような分析期間と、プロジェ

クトスケジュールなどプロジェクト運営に沿った分析期間とする方法の 2種類がある。

プロジェクト事業者はそれぞれの目的に応じて分析期間を設定することができる。ただ

し、物価の変動や生計手段の変化などを考慮すると、分析期間を 5年～10 年で設定し、

繰り返し比較分析を行うことが望ましい。 

 

2-3-3.分析シナリオの考え方 

人口成長、農地面積の拡大、森林増加率/減少率などによって将来的な土地利用変化が

予想された場合、それらシナリオに基づいた分析が必要である。 

そのような将来的な変化は、過去の面積変化のトレンドに基づいて算出する。例えば、

陸稲・大豆・キャッサバの 3つの作物を栽培している架空の地域において、10 年前のそ

れぞれの焼畑農地面積が、陸稲：52ha、大豆：21.6ha、キャッサバ 4ha（計 77.6ha）で

あった。また、比較分析時現在の農地の面積、陸稲：65ha、大豆：27ha、キャッサバ 8ha

（計 100ha）であった。これらの数値をもとに、下記の計算式を用いて将来的な面積変化

を算出し、それら面積に基づいて機会費用を算出する。 

q = 1t − t × ln(A A ) 
q ：年間変化率 

t ：年 ln ：自然対数 

A1 ：t1年における農地面積 
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 分析シナリオ 1では、比較分析時の面積が維持される。分析シナリオ 2では焼畑面積の

拡大率を考慮し、10 年前から比較分析時点までの各作物の栽培面積の変化率を算出し、

今後 10 年も同水準で農地が変化すると仮定する。 

その結果、焼畑農地の拡大率を考慮したシナリオ（分析シナリオ 1）と考慮しないシナ

リオ(分析シナリオ 2)では、機会費用の逓減率が大きくことなるということが明らかにな

った（図 2-8）。 

特に、人口増加による食糧生産ニーズの増加などが農地拡大の要因となっている場合、

REDD+プロジェクトによる適切な対策が取られなければ反転活動が発生する可能性があ

る。その様な場合は、シナリオに基づく比較分析を行うことがのぞましい。 

ただし、シナリオの妥当性の確保や比較分析にかかるコストが増加することが留意す

る必要がある。特に、追加的なコストについては、農地面積や森林面積の変化に関する

データ、シナリオ設定のためのドライバー調査などが必要となる。このようなデータ収

集にかかる追加的なコストに留意しつつ、各プロジェクト事業者はシナリオ分析の必要

性について判断することが求められる。 

 

 

図 2-8.面積拡大率を考慮した機会費用の算出結果 
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2-4.非経済的な森林保全インセンティブ  

2-4-1.非経済的な森林保全インセンティブとは 

森林保全インセンティブは、経済的なものには限らない。例えば、森林信仰や慣習的

な森林利用が行われている場合、森林の生物多様性や水源涵養機能など森林生態系サー

ビスなどの非経済的な森林機能や、森林保全活動によって行われる農業技術や生計戦略

に関するキャパシティビルディングなども森林を保全するインセンティブとなりうる。

例えば、ベトナムで実施されている REDD+プロジェクトでは、森林保全活動に参加するこ

とによって、ベトナム政府による水源涵養林を対象とした森林生態系サービス支払い（以

下、PFES: Payment for Forest Ecosystem Services）をうける要件となっている土地境

界線の明確化に関するプロジェクトの支援を受けられていた。これは各コミュニティの

境界争いの回避にもつながると考えられる。 

また、このような便益に加えて、保全林や保護林などによる法規制強化によって強制

的に森林保全インセンティブが働くこともありえる。 

そこで、本マニュアルでは、非経済的な森林保全インセンティブを次の通りに定義す

る。 

 

 森林の社会文化的機能（森林信仰、森林文化、共有林など） 

 森林生態系サービス（水源涵養機能、生物多様性など） 

 森林保全活動に参加することへの対価（土地境界線の明確化、キャパシティビル

ディングなど） 

 法規制（保護区、保全林などの土地利用規制など） 

 

なお、非経済的な森林保全インセンティブは評価することが困難であるため評価は行

わない。 

2-4-2.データ収集方法 

森林の社会文化的機能 

現地調査によって収集することが望ましいが、現地調査に先立って、文献調査によっ

て調査対象地域における森林の社会文化的機能について把握し、適切な質問票を用意す

るなどの準備が必要である。また、現地調査の方法は、村長や慣習法長などコミュニテ

ィの社会文化的機能を把握している者を対象としたインフォーマント調査や参加型調査

が適している。 
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森林生態系サービス 

森林生態系サービスは、プロジェクト事業者によるセーフガード対処の一環として把

握される。本事業では、その詳細な手法については検討しないが、多くの場合は科学的

な手法が取られる。これらに科学的なデータ収集に併せて、コミュニティの森林生態系

サービスに対する評価について聞き取り調査を行うことがのぞましい。コミュニティが

森林生態系サービスを評価している場合、それは強い森林保全インセンティブとなりう

るためである。 

 

森林保全活動に参加することへの対価 

REDD+プロジェクトによる森林減少・劣化対策の立案する際に、活動便益に加えて、キ

ャパシティビルディングなどの非経済的な便益の提供についても検討されることがのぞ

ましい。 

 

法規制 

行政資料や行政への聞き取り調査によって、REDD+プロジェクトの実施に先立って収集

されていると考えられる。 
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第 3 章：対策立案と合意形成 

3-１.経済的森林保全インセンティブに基づいた対策立案 

REDD+の機会費用と経済的な便益（活動便益・経済的価値に換算可能な森林便益）の比

較分析結果に基づいて対策立案する際には、なぜそのような分析結果となったのかとい

う要因を理解したうえで、適切に対処することが必要である。そこで、それぞれについ

て、その要因を整理する。 

3-1-1.機会費用の算出結果と要因  

土地利用による収益の種類やその変化から、機会費用の算出結果は(O1)機会費用が非

常に大きい、(O2)機会費用が非常に小さい、(O3)機会費用が逓増する、(O4)機会費用が

逓減する、の 4つのパターンに分類される（図 3-1）。 

 

(O1)機会費用が非常に大きい 

収益性が高い土地利用が行われている場合、機会費用が非常に大きくなる。その要因

として、オイルパーム農園など収益が高い作物の栽培地である場合と、ゴムなど国際価

格の変動が大きい作物の栽培地であり一時的に価格が高騰している場合の 2種類が考え

られる。後者の場合、機会費用を算出する際に平均価格を用いて算出したかを確認し、

平均値が用いられていない場合は再算出し過剰評価を回避することが求められる。 

(O2)機会費用が非常に小さい 

収益性が低い土地利用が行われている場合、機会費用は小さくなる。その要因として、

焼畑農業など地域住民による小規模農業で収益性が低い場合とゴムなど国際価格の変動

が大きい作物の栽培地であり一時的に価格が低下している場合の 2種類が考えられる。

この後者についても同様に、平均値を用いて算出したかを確認し過小評価を回避するこ

とが求められる。 

(O3)機会費用が逓増する 

人口増加や生計戦略の変化などによって土地利用面積が拡大する場合、機会費用は逓

増する。ただし、実際には農地面積を拡大できる上限が存在すると考えられる。面積の

拡大率など分析シナリオを考慮する際に、そのようなもっともらしい閾値が設定されて

いるかを確認する必要がある。そうしなければ、機会費用を過剰評価してしまう可能性

がある。 

(O4)機会費用が逓減する 

分析シナリオを考慮しない、分析時の土地利用面積が将来にわたって維持される、も

しくは、面積の変化率が小さい場合、機会費用は逓減する。ただし、周辺地域にオイル

パーム農園の開発予定がある場合など、将来的に大きく土地利用が変化する可能性があ

る場合もある。そのような可能性に留意する必要がある。 
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図 3-1. 機会費用の算出パターン 

 

3-1-2.活動便益の算出結果と要因 

対策の種類や実施のタイミングなどから、活動便益の算出結果は(B1) 便益が消失する、

(B2) 対策の実施と便益の発生までタイムラグがある、(B3) 便益が逓増する、(B4) 便益

が逓減する、の 4パターンに分類される（図 3-2）。 

 

(B1)便益が消失する 

補償金の支払いなど持続性のない便益が発生する対策が実施される場合、対策が行わ

れなくなると便益が消失する。 

(B2)対策の実施と便益の発生までタイムラグがある 

収穫した木材を販売する植林プログラムなど、対策の実施と便益の発生までにタイム

ラグが発生する対策が行われている。 

(B3)便益が逓増する 

分析期間中に便益が増加する場合、算出結果が逓増する。その要因として、家畜プロ

グラムによる家畜繁殖など便益が増加する対策が行われている場合と、定額で増加する

補償金支払いが毎年行われる場合が考えられる。家畜プログラムなどの場合は、その生

存率や繁殖率を保守的に設定し、過剰評価を回避することが求められる。 

(B4)便益が逓減する 

分析期間中に常に一定量の活動便益が発生する場合、算出結果が逓増する。その要因

として、代替生計プログラムや農業資機材の投入による生産性向上プログラムによって

毎年一定量の生産量（便益）が得られる対策が行われる場合と、継続的な定額補償金の

支払いが毎年行われる場合の 2種類が考えられる。 
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図 3-2.便益と機会費用のパターン 

 

3-1-3.経済的な森林便益の算出結果と要因 

森林利用における林産物の種類や森林面積の変化から、森林便益の算出結果は(F1)経

済的森林便益が非常に大きい、(O2)経済的な森林便益が非常に小さい、(O3)経済的な森

林便益が逓増する、(F4)経済的な森林便益が逓減する、の 4つのパターンに分類される

（図 3-3）。 

 

(F1) 経済的森林便益が非常に大きい 

薬草など収益性が高い林産物が森林利用によって得られる場合、経済的な森林便益が

非常に大きくなる。ただし、それら林産物の市場価格の変動などを確認し、平均値を用

いた再算出の必要性について検討することが求められる。また、実際には資源量には上

限があるため、それらの上限値についても考慮することが求められる。 

(F2) 経済的な森林便益が非常に小さい 

自家消費用の薪炭材採集など収益性が低い森林利用が行われている場合、経済的な森

林便益は小さくなる。 

(F3)経済的な森林便益が逓増する 

森林保全活動によって森林面積が拡大する場合や家畜頭数の増加による飼料などの森

林利用が増加する場合、経済的な森林便益が逓増する。 

(F4)経済的な森林便益が逓減する 

分析時の森林面積や森林利用量が将来にわたって維持される、もしくは、その変化率

が小さい場合、経済的な森林便益は逓減する。ただし、機会費用の場合と同様に、将来

的に森林面積が大きく変化しうることに留意する必要がある。 
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図 3-3.経済的な森林便益のパターン 

 

3-1-4.比較分析結果に基づいた対策案の立案方法の検討 

比較分析結果は、機会費用と便益の算出結果の組み合わせによって、表 3-2 の通り、

「イ:機会費用が大きい」「ロ:便益が大きい」「ハ:当初は便益が大きいが途中で機会費

用が大きくなる」「ニ:当初は機会費用が大きいが途中で便益の方が大きくなる」の 4パ

ターンに分類される。前述で検討した要因を踏まえつつ、それぞれのパターンに応じた

対策を検討する。なお、表 3-2 では、活動便益と森林便益をあわせて考慮している。 

 

 

表 3-2. 比較分析結果のマトリクス 

 B1 B2 B3 B4 

O1 

イ イ イ イ 

O2 

ハ ニ ロ ロ 
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O3 

ハ ニ ニ ハ 

 

O4 

ハ ニ ニ ハ 

 

 

3-1-4-1.機会費用が大きい 

 
図 3-4.機会費用が大きい 

 

 機会費用が非常に大きく、どのような便益よりも大きくなっている。この対策として

機会費用を上回るような便益が求められるが、企業によるオイルパーム農園や大規模放

牧などが行われているために機会費用が非常に大きくなっている場合は、プロジェクト

による十分な対策は困難であることが多いと考えられる。したがって、その場合はプロ

ジェクトの中止やプロジェクト対象地の変更を検討することがのぞましい。 
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3-1-4-2. 途中で機会費用の方が大きくなる 

  

図 3-5.途中で機会費用の方が大きくなる 

 

補償金の支払いなど、持続性がない対策が実施されている場合、対策が実施されなけれ

ば機会費用の方が大きくなる。プロジェクト期間中に常に対策を実施するように計画を

変更するか、もしくは、作物栽培や家畜飼育プログラムなど便益の持続性がある対策に

変更することがのぞましい。特に、プロジェクトによる投資の費用対効果という観点か

らすると、1回の投資によってその便益が持続する対策の方が望ましいと考えられる。 

便益が逓減している場合、機会費用の種類によって適切な対策が異なる。機会費用が逓

増する場合（O3）は、逓減型の便益（B4）をいずれかの時点で機会費用が上回ってしま

う。そのため、同じく便益が逓増するような対策（例：家畜飼育プログラムなど）への

変更も検討するべきである。ただし、その場合は当初予定していた対策（B4）よりも大

きな予算が必要になる場合が多い。したがって、その様な B3 型（逓増型）の便益への変

更が難しい場合には、非経済的なインセンティブに基づく対策と併せて実施することが

求められる。機会費用が逓減する場合（O4）、便益の逓減率が機会費用より大きいと大

小関係が逆転するため、便益の逓減率が小さくなるように対策の規模や額を大きくする

ことが求められる（例：作物栽培プログラムにおける収量アップや作物種類の追加など）。 
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3-1-4-3. 途中で便益の方が大きくなる 

 

図 3-6.途中で便益の方が大きくなる 

 

対策の実施から便益の発生までタイムラグがある場合、先述のように便益発生まで何ら

かの対策が必要である。さらに、発生する便益の種類（逓増型・逓減型・単発型）にも

留意が必要である。便益が 1回しか発生しない単発型（例：植林など。収穫から収穫ま

でタイムラグがある）の場合、便益発生後に別の対策を検討する必要がある。したがっ

て、単発型便益単体での対策は難しいと考えられる。逓増型（B3）もしくは逓減型（B4）

いずれかの便益との併用や変更がのぞましい。 

 逓増型（O3）および逓減型（O4）の機会費用いずれの場合も、対策開始時から機会費

用を上回るように投資対策すること（例：家畜プログラムの投入頭数の増加）がのぞま

しい。また、機会費用が逓減する場合（O4）には、いずれかの時点では大小関係が逆転

することは明らかであるため、ステークホルダーとの協議によって協力を得ることや、

定額支払いなどの対策が考えられる。また、便益が上回るまでの間は、非経済的な森林

インセンティブに基づく対策と組み合わせて実施することも可能である。 

3-1-4-4. 機会費用が小さい 

 

図 3-7.機会費用が小さい 
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機会費用が非常に小さく、便益より大きくなっている。便益が十分に大きいため、多く

の場合は改善案をたてる必要はないと考えられる。ただし、小規模な投資によって機会

費用を上回るような便益が可能と考えられるため、プロジェクトの予算やキャパシティ

に留意する必要はあるものの、より確実に便益が機会費用を上回るような対策への変更

も可能だろう。 

 

3-1-5.対策立案の留意点 

経済的なインセンティブに基づく対策立案を行う際には、その対策によって発生す

る便益の持続可能性に留意することが求められる。 

補償金支払いなど、対策の実施されなければ便益も発生しない場合、対策終了後に

は森林保全インセンティブが発生せず反転活動が起こる可能性がある。このように、

便益の持続可能性はステークホルダーの森林保全インセンティブの持続性に影響する

重要な要因である。 

同時に、便益の持続可能性はプロジェクトによる投資効率にも影響する。家畜飼育な

ど逓増型の便益は 1回の投資によって便益が持続することが期待され、コストエフェ

クティブな対策であると考えられる。ただし、1回にかかる投資量が大きい。そのため、

対策立案ステップや比較分析手法に内部収益率など投資判断に関するパラメーターを

含め、便益の持続可能性と併せて対策立案することが求められる。 

 

3-2.非経済的なインセンティブに基づく対策立案 

 4 種類の非経済的な森林便益である「森林の社会文化的機能」「森林生物多様性機能」

「法規制」「森林保全活動に参加することへの対価」を用いた対策立案の方法につい

て検討する。 

 

「森林の社会文化的機能」が認められる場合は、そのような社会文化的機能が継続で

きるようにすることがのぞましい。例えば、地域住民が慣習的に薪炭材採集を行う共

有林がある場合、そのような機能を有する森林をバッファーゾーンに設定してコアゾ

ーンの保全につなげる方法が考えられる。ただし、精霊の森など位置の移動が難しい

場合は、その限りではない。この方法については、特にコミュニティとの合意形成が

重要である。 

「森林生態系サービス」がある場合は、コミュニティにその機能について普及啓発を

行い森林保全の必要性を理解してもらうことが重要である。また、プロジェクト開始

前から、そのような認識をコミュニティが持っている場合は、よりわかりやすくアピ

ールすることも有効である。多くの REDD+プロジェクトでは、森林生態系サービスにつ

いて、ポスターなどを使用して説明している。普及啓発の効果として、すべての地域



 

A1-38 

住民がそのような機能を理解し積極的になることは難しいが、少数の積極的なアクタ

ーから波及的に広まることもある。 

「法規制」による制限は、そのような法規制の普及啓発や遵守にむけた説明会の開催、

森林区分の境界線を明確化させるための看板設置、森林パトロール隊の組織など、コ

ミュニティによる法規制遵守を促進するような活動を行うことが求められる。 

「対価」については、森林保全に参加することに対する栽培技術のキャパシティビル

ディングなどの便宜供与を行うことがのぞましい。 

 

非経済的なインセンティブに基づく対策は、経済的なインセンティブに基づく対策と

比較すると、プロジェクトによる投資量が少ない。また、特に森林の社会文化的機能

や対価の提供は、コミュニティとの信頼構築につながることも期待される。 
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3-3.合意形成の解説 

森林減少・劣化対策を実施するためには、ステークホルダーと対策について協議し、そ

の理解と合意を得ることが必要である。 

本マニュアルでは、対策の内容（例：家畜飼育プログラム、野菜栽培プログラム、補償

金支払いなど）、実施手法、実施の可否など、ステークホルダーと協議するトピックに

着目し、「協議」と「協働」と「共同意思決定」の 3種類合意形成手法について紹介す

る。 

 

3-3-1.合意形成の留意点 

  
図 3-8.協議 

 

「協議（consultation）」とは、二方向の情報交換が行われコミュニティの意見を収

集し、それらの意見を参考にしつつプロジェクトが決定する方法である。森林減少・劣

化対策に関する合意形成の場合、図 3-8 の通り、プロジェクト事業者が比較分析結果に

基づいて立案した対策の実施手法について協議し合意する。 

このように、法規制など強い強制要因がある場合は、実施に関してのみ合意形成が行

われる「協議」を適用することができる。しかし、経済的インセンティブが十分でない

ことは将来の反転リスクが高まることに留意する必要がある。 
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3-3-2. 合意形成手法「協働（COLLABORATION）」の検討 

 

図 3-9.協働 

 

「協働（collaboration）」とは、プロジェクト計画、モニタリング、評価、問題解決

などについてプロジェクトとステークホルダーが協働して行い、それらに関する決定や

管理はプロジェクトが行う。森林減少・劣化対策に関する合意形成の場合、図 3-9 の通

り、プロジェクトが対策の枠組み（対策プログラムのデザイン、予算など）をプロジェ

クトが決定し、具体的な対策立案と実施についてはコミュニティと協力して行う方法が

考えられる。 

この手法の場合、比較分析結果に基づいた対策デザインの立案はプロジェクトが行う

という点で、経済的な森林保全インセンティブに基づいた適切な対策枠組み（便益の大

きさなど）の設定が可能となっている。その枠組みにおける具体的な活動内容（例：家

畜プログラム、野菜栽培プログラムなど）はコミュニティと協働で決定することで、コ

ミュニティの多様な森林保全インセンティブや要望に配慮した活動が実施されると考え

られる。「協働（collaboration）」手法は全ての比較分析結果に用いることができると

考えられる。 
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3-3-3.合意形成手法「共同意思決定(JOINT DECISION MAKING)」の検討 

 

図 3-10.共同意思決定 

 

「共同意思決定（Joint decision making）」とは、プロジェクトとコミュニティの双

方に決定権があり、共同で管理する方法である。森林減少・劣化対策に関する合意形成

の場合、図 3-10 の通り、対策立案および実施手法をプロジェクトとコミュニティが協力

して行う。 

コミュニティが森林保全活動への参加を判断する際には、経済的・非経済的な森林保

全インセンティブに限らない多様な判断を行うと考えられる。この手法の場合、そのよ

うな多様なコミュニティの意見に対して、プロジェクトは比較分析結果を踏まえつつ協

議し、対策立案することが可能である。ただし、比較分析結果については注意が必要で

ある。比較分析結果をコミュニティと共有すると、コミュニティによる交渉材料として

用いられ対策投資の増加を要求されるなどの使い方も想定される。そのため、プロジェ

クト事業者によっては、コミュニティと比較分析結果を共有せず内部資料として使用す

ることも検討する必要がある。 
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