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要約 

事業の背景 

人為起源の温室効果ガス排出量の約 1 割が、途上国における森林減少・劣化等によるも

のとされる(IPCC 2014)。REDD+は、途上国における森林減少・劣化を抑制し温室効果ガ
ス排出削減を促進する仕組みとして着目され、その取り組みが推奨されている。 

森林減少・劣化を引き起こす主な要因は、地域住民による焼畑や違法伐採、企業による

農園開発や鉱山開発などである。したがって、REDD+プロジェクトの実施はステークホル
ダーに大きな経済的影響を与えると考えられる。 

そのような REDD+の推進のためには、地域住民をはじめとするステークホルダーに対し
て、森林を保全するインセンティブを付与し理解と合意を得ることが重要である。そのた

めには、森林保全を行わない従前の土地利用による便益（機会費用）より森林保全活動に

よる便益の方が大きくなるようにプロジェクト設計を行うことが求められる。 

しかし、これら比較分析手法について、学術的な議論は進んでいるものの現場に適用可

能な簡易な手法はまだ確立されていない。また、どのように森林保全インセンティブに配

慮して森林減少・劣化対策を立案したか、どのように合意形成したかなどの情報共有はま

だ進んでいない。 

このような背景を受け、本事業では、現地調査（インドネシア・ブラジル）および文献

調査を通じて、REDD+プロジェクトによる機会費用および森林保全活動による便益の比較
分析手法を検討した。さらに、その分析結果を踏まえた、森林減少・劣化対策の立て方や

合意形成手法を検討した。 
 
事業の成果 

1. 現地調査 

比較分析手法の現場への適用可能性の検討と合意形成手法に関するデータ収集を目的と

して、インドネシアとブラジルで現地調査を実施した。各プロジェクト概要は、以下の通

りである。 

 インドネシア：日本インドネシア REDD+実施メカニズム構築プロジェクト 
事業者：国際協力機構、インドネシア環境林業省 
場所：西カリマンタン州（グヌンパルン国立公園と周辺部） 
森林減少・劣化のドライバー：オイルパーム農園操業による周辺住民の侵入 
ドライバー対策：地域住民を対象とした生計向上策 

 ブラジル：The Juma Sustainable Development Reserve Project 
事業者：Amazonas Sustainable Foundation 
場所：アマゾナス州（ジュマ保護区） 
森林減少・劣化のドライバー：地域住民による小規模農業・違法伐採 
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ドライバー対策：地域住民を対象とした便益供与プログラム 
 

2. 比較分析手法の検討 

ステークホルダーに森林保全インセンティブを与える森林減少・劣化対策の立案を目的

として、平成 26年度の事業成果および現地調査に基づき、機会費用と森林保全活動による
便益の比較分析手法を検討した。平成 26年度事業の結果では、森林保全活動による便益と
して活動便益（生計向上策など REDD+プロジェクトによる収入）と森林便益（木材や薪な
どの経済的価値に換算可能な便益、および、森林信仰等の非経済的な便益）を考慮した。

その結果、分析スケール、データ収集方法、非経済的な森林便益の定量的な評価方法、比

較分析手法に関する課題が明らかになった。今年度は、それらの課題について現場の適用

可能性の観点から再検討した。 
その結果、コストエフェクティブな分析スケールの設定方法やデータ収集方法、分析目

的に応じた比較分析手法が整理された。また、非経済的な森林便益については、定量的な

評価が難しいため比較分析には用いないが、森林保全の重要なインセンティブとなりうる

ことが明らかになった。さらに、森林保全インセンティブには、法規制やキャパシティビ

ルディングなど森林保全活動に対する対価などが含まれることが明らかになった。したが

って、それら非経済的な森林保全インセンティブについても広く情報収集し、それらに配

慮した対策立案がのぞましいと考えられた。 
 

3. 対策立案手法・合意形成手法の検討 

REDD+プロジェクトを実施するためには、森林減少・劣化対策についてステークホルダ
ー間で合意形成することが求められる。そこで、（1）比較分析結果に基づいた対策立案手
法、（2）合意形成手法について検討した。 

(1) 平成 26 年事業の結果、機会費用と便益の大小関係によって比較分析結果が類型化さ
れることが明らかになっている。そこで、それぞれのパターンに応じた対策立案手法をま

とめた。また、非経済的な森林保全インセンティブを活用した対策についても検討した。 
(2) 文献調査および現地調査結果に基づき、森林減少・劣化対策に関する合意形成手法に
ついて検討した。その結果、プロジェクトが対策立案し対策の実施手法についてコミュニ

ティと合意形成する「協議（Consultation）」と、金額など対策の枠組みのみプロジェクト
が決定し具体的な対策内容と実施についてコミュニティと合意形成する「協働

(Collaboration)」、対策立案および実施手法についてコミュニティと共同して作成する「共
同意思決定(Joint decision making)」の3種類の方法が考えられた。 

 
4. マニュアル素案の作成 

これらの検討結果に基づき、REDD+プロジェクト事業者による森林保全インセンティブ
に配慮した効果的な森林減少・劣化対策の立案と合意形成を目的としたマニュアル素案を
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作成した。マニュアルでは、REDD+プロジェクトによる機会費用および便益の算出方法、
それらの比較分析方法、比較分析結果に応じた合意形成手法を提示している。 
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Project Background 
About 10% of anthropogenic greenhouse gas emissions are thought to be caused by 

deforestation and forest degradation in developing countries (IPCC 2014). REDD+ 
focuses on mechanisms that promote cuts to greenhouse gas emissions by curbing 
deforestation and forest degradation in developing countries, and endorses these efforts.  

The chief causes of deforestation and forest degradation are changes in land usage 
due to slash-and-burn agriculture or illegal logging by local residents, or plantation or 
mining development by businesses. Consequently, it is thought that REDD+ project 
implementation has a large economic influence on stakeholders.  

For the sake of promoting REDD+, it is essential to offer incentives for forest 
conservation and to achieve understanding and mutual accord from stakeholders, 
including local residents. To this end, project plans must be carried out such that the 
benefits of forest conservation activities are larger than the benefits (opportunity costs) 
of previous, non-forest-conserving land use.  

However, regarding comparative analysis techniques for this, although academic 
discussions are making progress, simple techniques that are applicable on-site have not 
yet been established. Furthermore, information sharing is not yet progressing in regard 
to how deforestation and forest degradation countermeasures that take into account 
forest conservation incentives have been drafted, and how consensus building has taken 
place.  

Accepting this as the context, this project examined comparative analysis techniques 
of the opportunity costs and benefits of forest conservation activities by REDD+ projects 
through fieldwork (Indonesia, Brazil) as well as a literature review. Moreover, based on 
the results of that analysis, we considered ways to create countermeasures to 
deforestation and forest degradation and techniques for consensus building.  

 
Project Results 

1. Fieldwork 
We carried out fieldwork in Indonesia and Brazil with the objective of studying the 

applicability of on-site comparative analysis techniques and collecting data related to 
the review of consensus-building techniques. The overview of each project is as follows:  
 Indonesia: Japan-Indonesia REDD+ Implementation Mechanism Construction 

Project 
Operator: Japan International Cooperation Agency, Indonesian Ministry of 
Environment and Forestry 
Location: Gunung Palung National Park, West Kalimantan Province 
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Drivers of deforestation and forest degradation: Trespassing by area residents 
for the operation of oil palm plantations 
Countermeasures to these drivers: Livelihood improvement plans targeting local 
residents 

 Brazil: The Juma Sustainable Development Reserve Project 
Operator: Amazonas Sustainable Foundation 
Location: Amazonas State (Juma Preserve)  
Drivers of deforestation and forest degradation: Small-scale agriculture and 
illegal logging by local residents  
Countermeasures to these drivers: Benefit program targeting local residents 
  

2. Examination of Comparative Analysis Techniques 
We examined comparative analysis techniques for the opportunity costs and benefits 

of forest conservation activities, based on project results from 2014 as well as fieldwork, 
with the purpose of drafting countermeasures against deforestation and forest 
degradation that offer stakeholders incentives for forest conservation. In the results of 
the 2014 project, we considered project benefits (revenues from the REDD+ project such 
as livelihood development) and forest benefits (economic forest benefits such as timber, 
fuel wood, etc., and non-economic benefits such as forest-related religious belief) as the 
benefits of forest conservation activities. As a result, we identified some issues such as 
scales of the analyses, methods of data correction, valuation of non-economic forest 
benefit and comparative analysis techniques. Therefore, this year, we conducted a 
review of these issued form the point of on-site applicability. 

As a result of 2015 project, we organized the cost-effective way for setting up the 
analytical scales and the data correction, and sorted out the comparative analysis 
technique matched to an analysis purpose. Furthermore, regarding non-economic forest 
benefits, we decided not to utilize these in the comparative analysis due to the difficulty 
of quantitative evaluation but to regard as possible forest conservation incentives 
including the law and regulations, capacity buildings and compensation payments. 
Therefore, we considered that it was desirable to gather the information relevant to 
non-economic forest conservation incentives and to plan the countermeasure taking 
care of them.  

 
3. Review of Consensus-Building Methods 
In order to implement the REDD+ project, it is necessary to have consensus building 

between stakeholders regarding deforestation and forest degradation countermeasures. 
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Accordingly, we investigated (1) planning methods based on the result of comparative 
analysis and (2) consensus-building methods. 
(1) The project results from 2014 revealed that comparative analysis results are 

typified according to the size relationship of opportunity costs and benefits. 
Accordingly, we summarized the methods of planning the countermeasure that 
correspond with each pattern. Moreover we reviewed the countermeasure to utilize 
non-economic forest conservation incentives. 

(2) Based on the result of literature review and fieldwork, we organized the 
consensus-building methods regarding deforestation and forest degradation 
countermeasures as 3 types shown in the below. 
(a) Consultation: consensus for the implementation of countermeasure which is 

planned by project proponent 
(b) Collaboration: consensus for the planning and implementation procedure based 

on the designed plan shown by project proponent 
(c) Joint decision making: designing the planning and implementation procedure 

 
4. Drafting a Manual 
Based on the results of this study, we drafted a manual about comparative analysis 

methods and consensus building. With the goal of having REDD+ project operators plan 
effective countermeasures to deforestation and forest degradation and enact consensus 
building that takes into account forest conservation incentives, the manual includes 
methods for calculating opportunity costs and benefits of REDD+ projects, methods for 
the comparative analysis of these, and ways to use analysis results in consensus 
building. 
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第 1 章：背景・目的 

1-1.事業の背景 

人為起源の温室効果ガス排出量は 2000年以降も増加しており、その約 1割が途上国の
森林減少・劣化等によるものとされる（IPCC、2014）。 
国連気候変動枠組条約の下では、途上国がこうした土地利用変化を抑制し森林保全を

促進する仕組みとして、REDD+の推進が推奨されている。また、日本が推進する二国間
クレジット制度（JCM）についても国内事業者の関心が高く、REDD+プロジェクト実施
に向けた補助事業が開始されている。 
途上国の森林減少・劣化の主な要因として、地域住民による焼畑や違法伐採、企業に

よる農園開発や鉱山開発などによる土地利用変化が挙げられる。したがって、REDD+の
実施は、それらステークホルダーの経済活動に大きな影響を与えると考えられる。その

ため、REDD+を実施する際には、地域住民をはじめとするステークホルダーに対して、
森林を保全するインセンティブを付与することが重要である。そのためには、森林保全

活動を行わず従前の土地利用を行った場合の便益（機会費用）と比較可能な形で森林保

全により生じる便益を提示し、森林保全活動に対する理解と合意を得ることが必要であ

る。実際に、国際交渉に先行して実施されている二国間・多国間・民間ベースの実証プ

ロジェクトでは、焼畑農業から定着農業への転換や代替生計手段の提供や家畜飼育や野

菜栽培などの生計向上プログラムを導入し、森林減少・劣化対策としている例がある。 
しかし、機会費用と森林保全活動で得られる便益の比較分析手法については、学術的

な議論は進んでいるものの、広く現場に適用可能な手法は確立されていない。さらに、

これら先行プロジェクトで、どのように森林保全インセンティブに配慮して森林減少・

劣化対策を立案し合意形成に活用したか、という点に関する情報共有はまだ進んでいな

い。 
したがって、その比較分析手法、および、ステークホルダーとの合意形成や森林減少・

劣化対策立案への活用方法に関する情報の共有を図ることは、今後の REDD+プロジェク
ト立案実施の参考となると考えられる。 

 

1-2.目的 

このような背景の下、本事業では、事例調査・分析を通じて、森林減少・劣化の要因、

REDD+プロジェクトによる機会費用および森林保全の便益の比較分析手法を検討、その分析

結果を踏まえた森林減少・劣化対策の立て方や合意形成手法を検討を通して、REDD+に取り

組む途上国政府関係者やプロジェクト事業者等の取組みを支援することを目的として、以

下の項目を実施した。  
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①途上国森林減少等要因影響分析調査事業運営委員会の開催 

②REDD+プロジェクトの機会費用と便益の比較分析手法の検討 
③比較分析結果に基づく森林減少・劣化対策の立案と合意形成手法の検討 
④マニュアル素案の作成 
⑤報告書の作成 
 

1-3.事業の実施手法 

上記 5つの事業項目について、それぞれ以下の通り実施した。 

 

①途上国森林減少等要因影響分析調査事業運営委員会の開催 

気候変動問題、森林減少・劣化問題、国際林業協力等、本事業に係る分野の有識者から

なる委員会を構成し、事業方針や分析手法、マニュアル素案の方向性について検討を行っ

た。 

 

②REDD+プロジェクトの機会費用と便益の比較分析手法の調査 
平成 26年度事業でプロジェクト現場に適用可能な比較分析手法の検討を行った結果、分
析スケール、データ収集方法、非経済的な森林便益の評価方法、比較分析手法についての

課題が明らかになった。そこで、今年度はこれらの課題について、現場への適用可能性の

観点から検討した。また、現在実施されている REDD+プロジェクトを対象として、インド
ネシアおよびブラジルで現地調査を行い、比較分析手法の現場適用可能性を検討した。 

 
③比較分析結果に基づく森林減少・劣化対策の立案と合意形成手法の検討 

比較分析結果を 4 つのパターンに分類し、それぞれのパターンに応じて適切な対策立案

の指針を整理した。また、文献調査および現地調査によって情報収集を行い、合意形成手

法とそれぞれにおける比較分析結果の用い方を整理した。 
 
④マニュアル素案の作成 

①委員会の検討結果や②の調査結果を取りまとめ、REDD+プロジェクトのプロジェクト
事業者を対象とした森林保全インセンティブを配慮した対策立案と合意形成手法に関する

マニュアルの素案を作成した。 
 
⑤報告書の作成 
①～③の実施結果を取りまとめた報告書を作成した。 
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第 2 章：委員会 

2-1.委員会の構成 

効果的・効率的な事業の実施を目的に、気候変動問題、森林減少・劣化問題、国際林業

協力や生物多様性、機会費用分析等に深い知見を有する、外部の有識者 5 名からなる途上
国森林減少等要因分析調査事業委員会を設置し、事業の実施方針、現地調査対象地の選定、

調査項目や手法の検討、調査結果の取りまとめ方針などについて検討を行った。委員会の

構成は下記の通りである。 
 

 井 上  真 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 
 香 坂  玲 金沢大学 人間社会研究域 准教授 
 五 関  一 博 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 
 坂 上  雅 治 日本福祉大学 健康科学部 教授 
 佐 藤  裕 隆 住友林業株式会社 環境・エネルギー部 グループマネージャー 

 
委員会は 2015年 7月、2016年 3月の 2回開催した。結果概要は以下の通りである。 
 

2-2.第一回委員会 

2-2-1.開催概要 

日時 平成 27年 7月 10日(金) 14時～16時 
会場 林友ビル 6階 小会議室 

東京都文京区後楽 1-7-12 林友ビル 
議題 ①事業概要 

②分析手法の検討 
③調査対象候補地の概要 
④総合討論 

配布資料 資料 1. 事業概要 

資料 2. 分析手法の検討 

資料 3. 調査対象候補地の概要 

別添 1. FPIC ガイドラインの比較 

別添 2. 各国の REDD+事業（インドネシア/ブラジル） 
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参加者 
 氏名 所属 

委員 井上 真 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 
香坂 玲 金沢大学 人間社会研究域 准教授 
神内 圭 国際協力機構 地球環境部 森林自然環境グループ課長 

（五関 一博様代理） 
坂上 雅治 日本福祉大学 健康科学部 教授 
中塚 佳寿紀 住友林業株式会社 資源環境本部海外資源部 

環境植林グループ（佐藤 裕隆様代理） 

林野庁 川戸 英騎 林野庁 計画課 海外林業協力室 室長 
井上 泰子 同 課長補佐 
河内 清高 同 国際森林減少対策調整官 

事務局 佐々木 惠彦 公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 
金澤 弘行 同 専務理事 
棚橋 雄平 同 研究員 
高橋 芽衣 同 研究員 

 

2-2-2.主な議論内容 

議題 1 事業概要 
■ マニュアルのコンセプト 
委員：分析マニュアルの使用目的およびユーザーを明確にするべきである。 
事務局：使用目的は、森林減少・劣化に対する効果的な対策立案であり、ユーザーは

プロジェクト事業者を想定している。具体的には、コミュニティへの経済的インパク

ト、保全インセンティブを分析し、対策立案の参考となることを目指す。 
 

議題 2 分析手法の検討 
(イ) 非経済な森林保全インセンティブ 
■ 経済/非経済便益ではなく個人/コミュニティ便益で区別する 
委員：非経済便益の分析は非常に困難であるため、森林保全インセンティブとして考

慮するのは難しいのではないか。 
ただし、現時点で、非経済要因として着目している「信仰・慣習」は、コミュニティ

全体に関連する要因である。そこで、保全要因を経済/非経済で分類するのではなく、
個人に関連するもの/コミュニティに関連するものという視点で分類してはどうか。そ
の上で、 
 a)土地利用の類型を特定し、それぞれの管理ルールを把握して、個人所有/ミュニテ
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ィ所有かどうかを分析する。 
 b)過去にはあったが現在ではなくなってしまった管理ルールについて、把握する。 
 c)コミュニティによって管理されている（共有地）森林がある場合、それらの経済的
便益を示し森林保全につなげる 
事務局：保全要因を個人/コミュニティと区分することは、経済/非経済よりも整理が容
易である。その手法についても検討したい。 
■ 非経済的要因の把握の重要性 
林野庁：土地境界の明確化など、非経済的な便益が発生しているという事実に関して

は把握する必要がある。 
事務局：非経済的要因は、保全インセンティブを検討する或いは地域住民を説得する

際に重要な要因である。したがって、「非経済的要因についても定性的に把握すること」

という記述は入れる。 
■ 非経済的要因を考慮する 
林野庁：機会費用がプロジェクト便益を上回ってしまった場合には、プロジェクトの

中止ということでいいのではないか。非経済的要因などを考慮することで、無理にプ

ロジェクトを継続させようとする必要はない。 
事務局：非経済的要因については、昨年度の成果から、定性的にも把握が困難なこと

が明らかになっている。また、REDD+の対象となる地域では、そもそも非経済的便益
が少ない。それ故に森林減少・劣化が発生している。分析手法としては、経済的要因

と非経済的要因を並列的に扱うことはしない。 
■ 非経済的要因の定義について 
林野庁：ただし、非経済的要因の定義を明確化すること。 
 

(ロ) FPICプロセスについて 
■ FPICプロセスの把握 
委員：合意形成プロセスの解説として FPICプロセスを整理するとあるが、実際には、
プロジェクトで実施している FPIC プロセスは一部に限られるだろう。JICA の場合、
保全の重要性などについての合意形成を行っている段階であり、炭素クレジットに関

する合意形成は行っていない。 
事務局：現状や今後の見通しなど、プロジェクトにおける FPIC計画の全体像と現状を
確認し、マニュアルの参考とする。 
 

(ハ) 比較分析結果の活用方法について 
■ 比較分析結果の活用方法 
委員：事業者の財務分析やインセンティブ分析など、活用の目的を明確化する必要が

ある。 
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事務局：比較分析結果に基づいた対策立案や合意形成の際の説明資料として活用され

ることを想定している。 
 
 

(ニ) プロジェクト便益について 
■ 炭素クレジット 
林野庁：プロジェクト便益として、炭素クレジットも考慮すべきではないか。 
■ 機会費用との兼ね合い 
林野庁：機会費用がプロジェクト便益を上回った場合に、非経済的要因を考慮するこ

とでプロジェクト実施につながるような可能性を検討しているが、そのような具体事

例はあるのか。 
事務局：そのような事例があるかどうか、情報収集していきたい。 

 

2-3.第二回委員会 

2-3-1.開催概要 

日時 平成 28年 3月 22日(金) 14時～16時 
会場 林友ビル 6階 小会議室 

東京都文京区後楽 1-7-12 林友ビル 
議題 ①事業概要 

②現地調査報告 
③マニュアルの方向性の検討 
④総合討論 

配布資料 資料 1. 事業概要 

資料 2. 現地調査報告 

資料 3. マニュアルの方向性の検討 

別添 1. マニュアル素案のドラフト版 
  
参加者 
 氏名 所属 
委員 井上 真 東京大学大学院 農学生命科学研究科 教授 

五関 一博 国際協力機構 地球環境部 技術審議役 
佐藤 裕隆 住友林業株式会社 環境・エネルギー部  

グループマネージャー 
林野庁 川戸 英騎 林野庁 計画課 海外林業協力室 室長 
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堀  正彦 同 海外植林推進調整官 
井上 泰子 同 課長補佐 

事務局 佐々木 惠彦 公益財団法人 国際緑化推進センター 理事長 
金澤 弘行  同 専務理事 
石塚 森吉 同 技術顧問 
太田 誠一 同 技術顧問 
高橋 芽衣  同 研究員 

 

2-3-2.主な議論内容 

議題 1 現地調査報告 
■ 調査報告について 

林野庁：この事例から得た合意形成手法の示唆を説明するためには、プロジェクト

デザインを明らかにし、そのうちのどのコンポーネントについては合意形成で決定し

たのか、ということを整理したうえで、この事例のこういう部分は勉強になったとい

うことを説明するべきである。 

 

■ 事例の紹介 

林野庁：事例の批判的な分析も含めた方がよい。 

 

議題 2 マニュアルの検討 
(イ)マニュアルのコンセプト 

■ 効果的な対策の定義 

委員：機会費用より便益の方が高い＝効果的な対策である、としているが、実際には

機会費用の方が高いとしても、非経済的な要因を加味した結果、効果的な対策となる

場合もある。このように、最初から便益の方が大きい＝効果的、と限定すると事業者

にとって使いにくいものとなってしまう可能性がある。効果的な対策の説明方法につ

いて、もう一度検討することが必要である。 

■ マニュアルの意義 

委員：このマニュアルは、効果的な対策立案に役立つ情報や、事業者がこういうプロ

セスを踏まないとこういう失敗する可能性があるという情報を提供するもの。 

事務局：推奨される考え方、手法などを事業者に提供する。 

■ マニュアルの構成について 

委員：現在のマニュアルでは、すでに対策が出来上がっていることを想定して、機会

費用分析→便益分析→対策の改善という流れになっている。しかし、プロジェクト事

業者が計画立案時に使用する場合を考えれば、地域住民の現状を把握するための機会
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費用分析→それを踏まえたプロジェクト便益の設計→改善方法の整理、という流れの

方がいいのではないか。 

事務局：プロジェクト計画の立案といっても、プロジェクト事業者にはすでに「こう

いう対策をしよう」という計画があるはず。その計画について、機会費用と便益分析

の比較分析と改善をしつつ、対策を具体化する、というプロセスをとることを想定し

ている。マニュアル冒頭に、より詳細に使用方法などについて説明を加えたい。 

委員：マニュアルの最初に、「～～の理由で、～～の様な考え方を本マニュアルではす

る。その上で推奨される方法は、～～である。」という説明をすべき。 

■ 4 つの比較分析結果と対策立案について 

委員：現時点では、ある計画があって、その計画をいかに改善するかという視点で説

明している。しかし、先ほどの議論にあったように、計画立案時にこのマニュアルを

使うとするならば、この部分の説明方法も計画立案に役立つような説明方法に変更す

べき。 

■ 対策効果の持続性を検討するツールとしての役割 

委員：プロジェクト終了後もその対策効果が続くことが重要である。プロジェクト終

了後に地域住民が反転を起こす、というような結果は望ましくない。その点も分析す

ることができるようなツールであることが望ましい。 

委員：プロジェクト事業者にとっては、地域住民への補償はコストである。したがっ

て、必要最低限の投資量で達成したいと考えている。そのため、プロジェクトがなく

なっても対策効果が持続するということは非常に重要なポイントである。 

 

(ロ)比較分析手法 

■ モニタリング 

委員：対策効果の持続性と関連するが、モニタリング→手法の再検討というプロセス

をマニュアル内で検討すべきではないか。例えば、JICA の場合、プロジェクト終了後

3～5年にモニタリングし再評価するプロセスがある。 

■ 分析する期間について 

委員：プロジェクト効果の持続性という点にも関連するが、分析期間の設定は重要な

ポイントである。物価、市場の状況などは 10 年 20 年で劇的に変化する。したがって、

あまりに長い期間（例えば、50 年など）を設定しても分析の意味がない。ある程度見

通しが利く期間を分析期間として設定する方がいい。以上より、本マニュアルで推奨

する分析期間は、大体 10 年くらいが適当だろうか。 

■ 分析するシナリオについて 

林野庁：地域住民の生計は、雨季・乾季や焼畑サイクルによって変動する。したがっ

て、ある一時点の地域住民の生計を切り取って機会費用分析するのは、そのリアリテ

ィを反映しない偏った結果になるのではないか。また、分析対象エリアも明確に示す



 

 
17 

こと。 

事務局：分析期間をある程度の長さをとることによって、そのような焼畑サイクルを

想定した機会費用や雨季・乾季の平均値を踏まえた機会費用を算出するようにしてい

る。 

■ 非経済的な森林便益＝合意形成にいたる機会費用/便益以外の要因について 

委員：住友林業がベトナムで実施している事例では、プロジェクトエリアが保護林で

あるという規制も合意形成の大きな要因であった。このように、機会費用/便益のバラ

ンス以外のもので合意形成にいたる説明材料の提示方法についてご説明いただきたい。 

委員：定性的な森林便益を説明材料として用いて合意形成に至ったという成功事例を

示さないと、マニュアルとしての説得力がない。 

事務局：点数化、評価などの定量的な評価は難しいということが、H26、H27 年度の検

討結果である。マニュアルにおける非経済的な森林便益の取り扱い方は、 

・非経済的な森林便益にも留意する必要がある 

・それらに関する調査手法 

・説明方法 

などに関する情報提供をする予定である。 

 

(ハ)合意形成手法 

■ 合意形成手法のパターン 

委員：例えば、ブラジルの事例では、事業者が複数の対策オプションを示して、合意

形成の場で地域住民が選択したのか、それとも対策オプションの作成から地域住民が

参加したのか。対策立案/合意形成の方法として、①事業者が対策立案し合意形成する、

②地域住民が対策立案に参加する、という 2 種類があるということに留意すること。

また、それぞれの方法についてメリット/デメリットがある。それぞれについて整理す

るといいだろう。 

事務局：これまで、すでに検討された対策の「実施」について合意形成するというこ

とを想定していた。しかし、ご指摘の通り、便益のオプションを選択する、対策内容

を相談しつつファイナライズさせていく「検討」プロセスとして合意形成を位置づけ

ることもできる。その 2種類の方法があることに留意して、内容を再整理する。 

 

(ニ)その他 

■ 機会費用/便益のバランスと合意形成について 

委員：「機会費用が便益の 1.5 倍だったら合意形成する」「機会費用が便益の 3 倍だっ

たら合意形成は難しい」などの分析があれば、機会費用と便益のバランスが理解しや

すい。 

事務局：そのような分析は不可能ではないが、個別事例的なものであるため、マニュ
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アルに掲載する際には一般的な結果ではないことを示しつつ、掲載したい。 

■ 二次的な活用法 

委員：もし途上国政府関係者が使うのだとしたら、地域住民の費用/便益の算出・プロ

ジェクト事業者の費用/便益の算出などを行い、両者の調整などに使うこともできる。 

■ FPIC の責任の所在 

事務局：UN-REDD（国レベル）では、FPIC は国が責任をもって実施すべきと明示してあ

る。本マニュアルで提示する合意形成では、だれが責任をもつことになるのか。 

林野庁：セーフガードや FPIC は国が責任を持つものである。しかし、国が承認したプ

ロジェクトについては、その一部についてプロジェクト事業者が責任をもって実施し、

その対価や責任の範囲内で炭素クレジットを得るものであると整理することができる。

したがって、合意形成はプロジェクト事業者の責任である。 
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 第 3 章：現地調査 

比較分析手法の現場適用性の検討と合意形成手法に関する情報収集を目的として、現地

調査をインドネシアおよびブラジルで行った。 
調査対象プロジェクトは、プロジェクトの進捗状況や既存情報の入手可能性を考慮しつ

つ、国レベルの REDD+準備状況、プロジェクトレベルの森林減少・劣化の要因、その対策
の手法、合意形成手法などに着目して、下記のプロジェクトを選択した。 
 
  インドネシア：日本インドネシアREDD+実施メカニズム構築プロジェクト 
  ブラジル ：The Juma Sustainable Development Reserve Project 

 

3-1.現地調査の目的と調査項目 

3-1-1.比較分析手法の検討 

 
平成 26年度事業で比較分析手法を検討した結果、プロジェクト現場で比較分析手法を
用いる場合には、データ収集にかかる時間や費用、データの入手方法、信頼性の確保が

課題であることが明らかになった。そこで、今年度の現地調査では、機会費用、プログ

ラム便益、経済的価値に換算可能な森林便益に必要なデータについて、インドネシアの

事例をもとに下記について情報収集を行った。 
 
―プロジェクトによって収集されているデータ 
―データ収集の方法 
―データ収集の課題 
 
現地調査の結果、および、それらに基づく検討結果については、第 4章で議論する。 
 

3-1-2.合意形成手法の検討 

平成 26年度事業の結果、比較分析結果の対策立案や合意形成への活用方法が今後の課
題として残った。そこで、今年度は、それらの課題について検討することとした。 
特に、合意形成手法は森林減少・劣化の要因とその対策に関連し、個別のプロジェク

トの状況に応じて決定される。したがって、本事業で手法を検討するにあたって、現地

調査で各プロジェクトの合意形成手法と比較分析結果について整理することとした。そ

のため、インドネシアおよびブラジルの事例をもとに以下について情報収集を行った。 
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―合意形成の構造 
―合意形成プロセス 
―合意形成した項目 
―合意形成の課題と対策 
 
現地調査の結果、および、それらに基づく検討結果については、第 5章で議論する。 
 

3-2.調査事例：インドネシア 

3-2-1.国情報 

森林概況 

陸地面積 19,100万 ha 
森林面積  9,440万 ha（森林率 49％） 
森林減少率：年平均 1.75％（1990-2000） 
          0.31%（2000-2005） 
          0.71%（2005-2010） 
 ブラジル、コンゴ民主共和国に次いで世界第 3位の熱帯林面積（世界の約 10％）
を有する（FAO、2010） 

 森林減少率が高く、森林率が 1990年の 62.2％から 2010年には 49.6％に減少
しており早急な対応が求められる（森林総合研究所、2013） 

 森林からオイルパーム農園への転換が急速に増加しており、森林減少・劣化

の主な要因となっている 
 パーム油生産量は 2000年の約 700万 tから 2007年 1800万 t、2014年 3300
万 t へ急増。世界のパーム油生産量の 52％を占め、世界第一位の生産量であ
る(USDA「World Markets and Trade」) 

 その他、地域住民による焼畑農地などへの土地転換、違法伐採などによる森

林減少・劣化も進んでいる 
 

REDD+実施体制 

2013 年に、世界に先駆けて、大統領直属の「国家 REDD+庁」が創設された。2014
年に、林業省と環境省が環境林業省に再統合され、REDD+も環境林業省の下で実施さ
れている。 
REDD+実施状況 

 インドネシア政府は、森林炭素パートナーシップ基金や UN-REDDなどの国際的な
支援を受け、積極的に REDD+に取り組んでいる。特に、ノルウェー政府の支援を受け、
REDD+国家戦略、管理機関、測定・報告・検証（Measurement, Reporting, 
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Verification ： MRV）を担当する機関、パイロット州の取組支援、資金調達手法の確
立を行ってきている。その結果、セーフガードの原則・指標・基準の構築や、2015年
12 月には国連気候変動枠組条約事務所（以下、UNFCCC 事務局）に参照レベルを提
出するなど、REDD+本格実施に向けた準備を着実に進めている。 
 一方、実証活動については、カリマンタン島やスマトラ島などに REDD+実施の優先
州を選定し、各ドナーや民間企業等によるプロジェクトレベルにおける REDD+実証プ
ロジェクトが実施されておる。2010年時点では、36件のプロジェクトが実施されてい
た。 
 2013年に日本の二国間クレジット制度（JCM）に署名し、2015年度から JCMにお
ける REDD+実施に向けた補助事業が、スラウェシ島において兼松株式会社によって実
施されている。 

 

3-2-2.プロジェクト情報 

プロジェクト名 日本インドネシア REDD+実施メカニズム構築プロジェクト 
（ Indonesia-Japan Project for Development of REDD+ 
Implementation Mechanism) 

事業者 国際協力機構（JICA）、インドネシア環境林業省 

実施期間 2013年 6月 16日～2016年 6月 

プロジェクトエリア 西カリマンタン州（グヌンパルン国立公園周辺部、ポンチャ
ナク県・カヨンウタラ県・クタパン県） 
中央カリマンタン州 

目的 西カリマンタン州 
 ①準国レベルでの実施体制構築支援 
 ②グヌンパルン国立公園等でのパイロット事業 

面積 国立公園：約 90千 ha 

土地の種類 保全林（国立公園）、生産林、保護林、その他 

森林減少・劣化の 
要因 

オイルパーム農園操業によって、森林利用が制限された周辺
住民による侵入（農地開発、ゴム園、森林火災等）だったが、
近年では森林減少率は低下傾向 

森林減少・劣化対策 周辺地域：地域住民の生計向上策の実施 
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図 3-1.IJ-REDD+のプロジェクトエリア地図（出所：プロジェクト資料より抜粋） 

 
REDD+プロジェクトの概要 

「日本インドネシア REDD+実施メカニズム構築プロジェクト（以下、IJ-REDD+）」
は、西カリマンタン州における州レベルの REDD+実施メカニズムの構築と、中央カリ
マンタン州における泥炭地からの温室効果ガス排出モニタリング強化活動を目的とし

て実施されている。本事業では、西カリマンタン州を対象として現地調査を実施した。 

 
図 3-2.IJ-REDD+の全体図（出所：プロジェクト資料より抜粋） 

特に、西カリマンタン州における IJ-REDD+は、州政府のキャパシティビルディン
グとグヌンパルン国立公園の周辺地域のランドスケープマネジメントを目的に、①グ
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ヌンパルン国立公園管理、②住民参加型国立公園管理、③ランドスケープレベルの

REDD+活動の検討を行っている。 
 

 
図 3-3.グヌン・パルン国立公園の REDD+モデル（出所：プロジェクト資料より抜粋） 
 
①グヌンパルン国立公園管理として、公園管理、森林パトロール、生物多様性モニ

タリング、普及啓発活動、生計向上活動が行われている。②住民参加型管理は、地域

住民の活動支援、モニタリング計画の作成等である。③ランドスケープレベルの

REDD+活動とは、管理フォーラムの設置運営、社会経済調査、森林参照レベルの算出、
利益分配メカニズムの構築である。本事業では、比較分析手法の検討のため③社会経

済調査、合意形成手法の検討のため②地域住民の活動支援について情報収集を行った。 
 

森林減少・劣化の要因とその対策 

グヌンパルン国立公園周辺における森林減少・劣化の要因は、以前は地域住民によ

る違法伐採であったが現在はほとんど発生していない。しかし、グヌンパルン国立公

園周辺にオイルパーム農園操業のためのコンセッションが発行されたため、将来的に

は地域住民による土地利用が制限される可能性があり、地域住民が国立公園に侵入し

てくることが懸念されている。 
IJ-REDD+では、地域住民による森林減少・劣化の原因の一つは、国立公園と地域住

民の信頼関係の欠如にあるとして、両者の信頼関係構築を目的とした②地域住民参加

型管理活動が実施されている。なお、グヌンパルン国立公園周辺の 6 村で実証活動を
行っており、将来的にはその他の村に普及される予定である。 
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3-3.調査事例：ブラジル 

3-3-1.国情報 

森林概況 

陸地面積 85,000万 ha 
森林面積 49,350万 ha（森林率 59％） 
森林減少率：年平均 0.5％（1990-2000） 
          0.4%（2000-2010） 
          0.2%（2010-2015） 
 ロシアに次ぐ森林面積を有し、世界最大の熱帯林面積を有する。 
 一方で、ブラジルは世界最大の森林消失国でもある。1950年代の社会・経済
政策による道路等のインフラ整備により森林減少・劣化が進行した。その後、

1970年代からは民間事業体等による開発圧力が増加した。また、近年では、
ブラジル産の牛肉や飼料に対する中国をはじめとする国際的な需要の拡大が、

森林の農地転用を進行させてきている。 
 ブラジルの森林面積の年間減少率は、2000～2010年の 0.5%から 2010～2015
年の 0.2%に改善されている。これは、森林減少が進行している地域を保護地
域として定めたこと、また、農民に対する代替生計手段の提供等のブラジル

政府による政策介入の結果であるとされる。 
 

REDD+実施体制 

環境省（MOE）及び同省森林局（SFB）が REDD プラスの主担当組織である。タス
クフォース等、REDDプラスのための専門機関は設置されていない。 
 
REDD+実施状況 

 ブラジル政府は、2007年に国連気候変動枠組条約事務所（以下、UNFCCC事務局）
に voluntary mechanism に関する提案書を提出し、2008年にはアマゾン地域の熱帯
林保全のためのアマゾン保全ファンドを設立するなど、積極的に REDD＋に取り組ん
でいる。2014 年 6 月に UNFCCC 事務局に森林参照排出レベル（Forest Reference 
Emission Levels: 以下、FREL）を提出し、2015年 5月に技術アセスメントが完了し
た。報告書では、提出された FREL は透明性が確保され必要な要素が完備されたもの
であると結論付けられた。 
2015年時点で、33件のプロジェクトが実施されていた。 
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3-3-2.プロジェクト情報 

プロジェクト名 The Juma Sustainable Development Reserve Project 

事業者 Amazonas Sustainable Foundation

実施期間 2006年 7月 3日～2050年 1月 

プロジェクトエリア アマゾナス州 ジュマ保護区 

目的 森林減少・劣化の抑制 

面積 330千 ha（ジュマ保護区全体の面積：590千 ha） 

土地の種類 開発保護区 

森林減少・劣化の 
要因 

地域住民による小規模農業、違法伐採、放牧 
（潜在的には高速道路建設による開発） 

森林減少・劣化対策 ①森林のモニタリング活動強化、②持続的な生計手段への支
援、③環境教育、④地域住民による環境保全活動への支払い 
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図 3-4.プロジェクト対象地の地図（出所：FAS） 

 
REDD+プロジェクトの概要 

「The Juma Sustainable Development Reserve Project」は、アマゾナス州の森林減
少・劣化の抑制を目的として 2006年に開始された。プロジェクト事業者である
Amazonas Sustainable Foundation（以下、FAS）は、アマゾナス州の環境保全と発
展を目的として、アマゾナス州政府の支援を受けて設立された NGOである。しかし、
FASの運営予算の多くはアマゾナス州からでており、実質的にはアマゾナス州の外郭
団体となっている。 
多様な活動資金があり、アマゾン基金に加えて、ブラジルの 4大民間銀行の 1つであ
るバンコ・ブラデスコ、コカコーラ・ブラジル、サムスン、マリオットホテルなど多

くの民間企業からの資金を得ている。これらの資金をもとに、地域住民の生計向上策

である Bolsa Floresta Programmeや REDD+活動を実施している。 
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この REDD+プロジェクトはアマゾナス州の政策の一環として開始された。プロジェ
クトエリアであるジュマ保護区は、この REDD+プロジェクト開始に伴って設置された
開発保護区である。BAU（Business As Usual）シナリオで森林がなくなることが懸念
されるエリア 589,612haを対象として設置された。 
また、世界で初めて CCBS Gold Levelを 2008年に取得している。しかし、現在で
は CCBS認証が切れている。 
 

森林減少・劣化の要因とその対策 
この地域は高速道路 BR-319号線と AM-174号線に面しており、これら高速道路沿

いに違法伐採が森林減少・劣化の要因の一つである。これら違法伐採は、不法開発業

者や畜産業者によって中～大規模に実施されている。さらに、ジュマ保護区内に居住

する地域住民による小規模農業も要因の一つとして考えられている。 
 
この REDD+プロジェクトでは、ジュマ保護区の森林減少・劣化の抑制を目的とし

て、①環境モニタリングの強化、および、地域住民による森林保全活動の支援として

②持続的な生計手段による生計向上、③地域住民のキャパシティビルディング、④直

接支払の 4つを実施している。 
それぞれ具体的には、①環境モニタリング強化では、既存の住民による環境モニタ

リング強化に加えて、リモートセンシングを用いたモニタリングが計画されている。

②持続的な生計手段の開発のため、林産物に関する調査研究やマーケット開発が行わ

れている。③地域住民のキャパシティビルディングでは、特に地域住民に森林管理や

環境教育の実施、教育センターの設置などが行われている。これら間接的な取り組み

の一方で、④直接支払では、各世帯への直接的な月額支払いや地域コミュニティを対

象とした資金援助やインフラ整備が行われている。特に④については、ボトムアップ

式の合意形成手法がとられており、本事業では合意形成手法事例として、この④直接

支払について情報収集を行った。 
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第 4 章：比較分析手法の検討 

REDD+プロジェクトの効果的な対策とは、ステークホルダーに森林保全インセンティブ
を与えるような対策である。REDD+は、地域住民による小規模農業や、企業による大規模
農園や鉱山開発などの森林減少・劣化の要因となる土地利用を抑制し、ステークホルダー

の経済活動に大きな影響を与える。そのためステークホルダーに十分に対策しなければ、

森林減少・劣化活動を抑制することができない可能性がある。REDD+によって制限される
土地利用による収益（機会費用）よりも REDD+プロジェクトによる便益（活動便益・経済
的な森林便益、非経済的な森林便益）が大きくなる様に対策を立て、ステークホルダーに

森林保全インセンティブを与えることが求められる。 
そこで、平成 26 年度事業では、REDD+プロジェクト現場に適用可能な比較分析手法の
検討を行った。比較分析手法に関しては、個別事例に関する学術的な議論は進んでいるも

のの、科学的な正確さに関する議論やコストエフェクティブでない手法を用いた分析が多

く、プロジェクト現場での適用性という観点からの整理がなされていない。一方で、プロ

ジェクト現場では、それら比較分析に基づいた効果的な対処が必要とされている。そこで、

平成 26年度事業では現場への適用可能性に着目し、比較分析手法を整理した。しかし、以
下の点が課題として残された。そこで、今年度はこれらの課題について検討を行った。 

 
①分析のスケール 
②分析データ 
③比較分析手法のシナリオ 
④非経済的な森林保全便益の評価方法 

 

4-1.比較分析手法の概要 

平成 26 年度事業で整理した結果、本事業における比較分析手法では、REDD+プロジェ
クトによる機会費用と便益を比較することとした（図 4-1）。①REDD+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から得られることが予想される利益で
ある。一方、REDD+プロジェクトによる便益は、②REDD+プログラム活動によって得ら
れる直接的な利益（以下、REDD+活動便益）、③REDD+プロジェクトによって保全された
森林から得られる経済的価値に換算可能な森林便益（以下、経済的な森林便益）、④非経済

的な森林便益の 3つである。 
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図 4-1. 比較分析のイメージ 

 
比較分析のためのステップは、①機会費用の算出→②REDD+活動便益の算出→③経済的

な森林便益の算出→④非経済的な森林便益の評価→⑤比較分析、の 5段階となる（図 4-2）。 
 

 
図 4-2. 比較分析ステップ 

 
これらの算出方法について、文献調査に基づき検討した。このうち、機会費用・活動便

益・経済的な森林便益については、同じ算出方法（計算式）を用いて算出する。それぞれ

の値は、収入から支出を除いた純収益、もしくは、ある期間にわたって分析する場合は割

引率を考慮した正味現在価値（NPV）に等しい。正味現在価値の算出ステップは、（A）種
類の特定（土地利用やプロジェクト活動など）→（B）純収益の算出→（C）正味現在価値
の算出、の 3 段階となる（図 4-3.）。なお、④非経済的な森林便益の評価方法については、
後述する。 

①機会費用の
算出

②活動便益の
算出

③経済的な
森林便益の算出

④非経済的な
森林便益の評価

⑤比較分析
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図 4-3. それぞれの算出ステップ 

4-2.分析のスケール 

プロジェクト現場で比較分析を行う場合、分析スケールを明確化する必要がある。そこ

で、今年度は分析対象となるスケールについて、以下の 3つに整理した。 
 
―プロジェクト対象地 
―コミュニティ（village、sub-village、communityなど） 
―世帯 

 

 
図 4-4. 分析のスケール 

 
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

A 種類 •機会費用、活動、森林便益の種類

B 純収益の
算出

•各土地利用による収益・コストの
把握

•純収益の算出

C NPVの

算出

•単位、割引率の決定

•正味現在価値の算出
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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（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、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。 
 
各プロジェクト事業者は、プロジェクトで実施する森林減少・劣化対策のスケールや予

算に応じて分析スケールを選択することがのぞましい。 
 

4-3.分析データ 

①機会費用、②REDD+プロジェクトの活動便益、③経済的な価値に換算可能な森林便益
の算出にそれぞれ必要なデータは、表 4-1の通り、種類が多い。①機会費用・②活動便益・
③経済的な森林便益それぞれについて、森林減少・劣化の要因となる土地利用における栽

培作物、プロジェクト活動の内容、森林便益の種類に関するデータや、それぞれの収入と

支出に関連するデータ（例：生産量、販売価格、支出の種類、消費量、購入価格など）を

収集する必要がある。 
これらのデータ収集方法として、文献調査と現地調査（聞き取り調査）の 2種類がある。

文献調査は、プロジェクトエリアやその周辺地域の統計資料、行政資料、研究論文などか

らデータを収集する方法である。現地調査と比較して時間や費用がかからないが、データ

収集した地域や文献が作成された時期などが異なる場合はプロジェクトエリアの実際の値

とギャップが生じる可能性がある。また、文献から得られないデータが存在する可能性も

ある。一方、現地調査は、プロジェクトエリアの地域住民への聞き取り調査によってデー

タ収集する。そのため、プロジェクト現場では、文献調査と現地調査を組み合わせてデー

タ収集が行われている。平成 26年度事業の結果、そのコストエフェクティブな収集方法や
データの信頼性の確保が課題として明らかになった。そこで、今年度はそれらの課題につ

いて検討する。 
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表 4-1. 分析に必要なデータ 

 

 

4-3-1.コストエフェクティブなデータ収集方法 

多くの REDD+プロジェクトでは、比較分析に必要なデータの多くを現地調査によって
収集しており、そのコスト削減が課題となっている。したがって、本事業では現地調査

におけるコストエフェクティブな方法について、データの信頼性に留意しつつ検討する。

また、現地調査のコスト削減を検討するため、文献調査によって収集可能なデータとそ

の留意点について整理する。 
 
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

ことがある。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。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場合

がある。 
また、今年度事業の調査事例である IJ-REDD+プロジェクトでは、比較分析は実施さ

れていなかったものの、社会経済ベースライン調査では機会費用算出に必要なデータが

収集されていた。 
このように、比較分析とは異なる REDD+プロジェクト活動とデータを共有することに
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よってコストを削減できる可能性がある。 
 

 
図 4−5.FPICステップ（出所：UN-REDDより作成） 

 
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。そのため、コスト効率に配慮すると、分析スケールに応じた現地調査方法を選択

する必要がある。 
そこで、（ア）全戸調査、（イ）サンプリング調査、（ウ）インフォーマント調査、（エ）

参加型調査の 4 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
ルについて検討した。 
 
（ア）全戸調査は、REDD+プロジェクトの対象となる全世帯を調査する方法であり、

分析スケールは世帯となる。プロジェクトの規模やプロジェクトエリアが大きい場合は

世帯数が多くなるため、全戸調査の実施には多大なコストがかかる（例：IJ-REDD+プロ
ジェクトの全世帯数 1 万 3 千世帯）。また、REDD+プロジェクトエリアは森林地域に位
置しているが、そのなかでも遠隔地のコミュニティはアクセスが非常に悪くなることに

留意する必要がある。例えば、IJ-REDD+プロジェクトの場合、遠隔地のコミュニティま
でアクセスするのにバイクで 1 日以上かかる場合もあった。分析スケールの節でも指摘
した通り、森林減少・劣化対策を世帯単位で行わない限り全戸調査を行う必要性は少な

く、比較分析のためのデータ収集法としては適切でないと考えられる。 
（イ）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。例えば、IJ-REDD+プロジェクトの場合は、全世帯数の 10%を対象に社



 

 
34 

会経済調査を実施していた。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。 
（ウ）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）（イ）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。 
（エ）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。 
 

表 4−2.データ収集方法 
方法 コスト 特徴 

全⼾調査 高 ・時間・費用が非常にかかる 
・世帯単位で対策する場合にのみ有効 
→データ収集方法として適切でないと考えられる 

サンプリング調査 中 ・サンプル数やサンプリング方法は予算に応じて決定 
→データ収集方法として適切である 

インフォーマント調査 低 ・時間・費用がかからない 
・データの正確さを確保する追加作業が必要 
→予備調査や質問票作成時にも実施することができる 

参加型調査 高 ・時間がかかる 
・コミュニティとの信頼関係構築に寄与 
→合意形成手法の一環としても実施可能 
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③文献調査との組み合わせ 
データ収集を効率的に行うためには、既存データを活用することがのぞましい。そこ

で、比較分析に必要なデータの文献による入手可能性を整理した。また、文献調査によ

ってデータ収集する場合には、プロジェクトエリアの実際の値とのギャップに留意する

必要がある。そこで、文献調査によるデータを分析に用いる場合の留意点についても整

理した。それらの結果は、表 4-3の通りである。 
 

表 4-3.文献調査によるデータ収集 
 データの種類 ⼊手可能性と留意点 

①
種
類 

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 

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 

②
純
収
益
の
算
出 

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ためプロジェクト対
象地を分析スケールとしている場合に適用することがのぞましい 

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 

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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（◎⼊手可能、○だいたい⼊手可能、△⼊手できるが留意点あり、×⼊手できない） 
 
 

この結果、統計資料や行政資料など文献調査によって入手できるデータがあることが

明らかになった（例：生産量、単収、面積、価格など）。ただし、多くの場合は、州や県

などサブナショナルレベルの平均値や合計値であり、コミュニティレベルのデータは入

手できない。したがって、これらの文献データを用いる場合には、それらの留意点を理

解したうえで用いるか、ベースライン値として把握し聞き取り調査によって得られたデ

ータの精度チェックなどに用いられることがのぞましい。また、価格については、各コ

ミュニティへの聞き取り調査に加えて、近隣市場の価格調査によって入手することも可

能であることが明らかになった。 
プロジェクト事業者は、これら留意点を理解したうえで、分析スケールや対策に応じ

て文献調査によって収集するデータ項目を決定することがのぞましい。 
 

4-3-2.データの信頼性確保 

平成 26年度事業では、データの信頼性確保が課題として明らかになった。 
例えば、ゴムなど国際市場の動向によって価格が大きく変動するデータの場合、過去

数年間の平均値を用いて比較分析することが望ましい。平成 27年度時点ではゴムの国際
価格は中国市場の影響を受けて低下しており、戦略的に仲買人に販売しない地域住民も

いた。したがって、平成 27年度時点の販売価格で活動便益を算出した場合、数年後に販
売価格が上昇した際には比較分析結果と現状に大きなギャップが発生する。その対策と

して、過去数年間の平均値を用いて比較分析することが望ましい。 
また、家畜の繁殖率や生存率、植林木や野菜などの生存率のように客観的で科学的根

拠があるデータがあり地域差が少ないデータの場合は、聞き取り調査よりも比較分析結

果の正確さを確保できる可能性がある。例えば、平成 26年度事業では家畜の繁殖率を過
剰評価した。特に活動便益を算出する場合は、過剰評価などを避け保守的なデータを用

いたほうが、コミュニティへの配慮という点からものぞましいだろう。 
データの信頼性は比較分析結果の信頼性につながるが、数年間隔で比較分析結果のモ

ニタリングを行うことも信頼性の確保につながると考えられる。 
 

4-4.比較分析の手法 

平成 26年度事業では、単位を面積とし、分析期間はプロジェクト事業者が任意に設定す
るものとした。その上で、焼畑サイクルや人口増加などを考慮せず、分析時点のデータが

維持されるというシンプルなシナリオに基づいて分析した。 
しかし、分析単位として、面積以外にも世帯数や REDD+プロジェクトによる二酸化炭素
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削減量が考えられる。また、時間経過とともに比較分析結果の信頼性は低下する。これは、

販売価格や面積が変化するためである。したがって、適切な分析期間について検討する必

要があると考えられる。さらに、焼畑サイクルや人口増加は機会費用に影響するため、こ

れらの変化について考慮する必要があると考えられる。したがって、以下の項目について、

比較分析手法を検討する。 
 
①単位 
②期間 
③シナリオ 

4-4-1.単位 

単位として、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つについて、その特徴や長所短所について整理する。 
 
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。 
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。 
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③REDD+プロジェクトによる二酸化炭素排出削減量 
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。 
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。 
 

4-4-2.期間 

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。 

4-4-3.シナリオ 

平成 26年度事業では、非常に単純なシナリオに基づいた比較分析手法を検討した。し
かし、現実には、人口成長、農地面積の拡大、森林増加率/減少率などが比較分析結果に
影響するため、より実態に即した比較分析結果を期待するためには、それらシナリオに

基づいた分析が必要であると考えられる。 
そこで、森林減少・劣化の要因となる焼畑面積の拡大率を考慮したシナリオに基づく

比較分析結果とシナリオを用いない比較分析結果を算出し、その結果の違いについて検

討する。 
そのため、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を想定す
る。比較分析時現在の農地の面積は、表 4-4の通り、陸稲：65ha、大豆：27ha、キャッ
サバ 8ha（計 100ha）であった。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。10年前
のそれぞれの焼畑農地面積は、それぞれ陸稲：52ha、大豆：21.6ha、キャッサバ 4ha（計
77.6ha）であった。それぞれの具体的な算出過程は、別添１を参照されたい。 
その結果、焼畑農地の拡大率を考慮したシナリオ（NPV growth）と考慮しないシナリ
オ(NPV control)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 4-2）。 
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図 4-6. 2つのシナリオにおける機会費用の逓減 

 
 
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。 
しかし、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課題で

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、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。 
 

4-5.非経済的な森林便益の評価方法 

平成 26 年度事業では、REDD+プロジェクトによる森林便益として、経済的な価値に換
算可能な森林便益と、森林信仰などの文化的価値や森林生態系サービスなどの非経済的な

森林便益に着目し、その評価方法を検討した。 
しかし、平成 26年度事業で実施した現地調査では、非経済的森林便益に関するデータを
集められなかった。そもそも、REDD+プロジェクト対象地では森林の価値が低いために森
林減少・劣化が起こっており、非経済的な森林便益が少ない可能性が考えられた。以上の

経緯から、いかに非経済的な森林便益を把握するかが課題として挙げられた。 
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4-5-1.非経済的な森林保全インセンティブ 

平成 26年度事業で現地調査を実施したベトナムの事例では、森林保全活動に参加する
ことによって土地境界線が明確になっていた。この事例の場合、土地境界線の明確化は

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おり、プロジェクト側
が支援して実施していた。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、ブラジルの事例では、森林保全活動に参加することによって農業技術プ

ログラムの提供や栽培作物の選択や組み合わせ等に関する生計戦略の立て方に関するプ

ログラムなど、キャパシティビルディングが行われていた。このように、森林保全活動

の対価として、森林文化や森林生態系サービスなどとは異なる非経済的な便益が供与さ

れているということが明らかになった。 
一方、同じくベトナムの事例では、以前は一部の住民が保全林で違法に森林伐開し小

規模な農業を営んでいたが、REDD+プロジェクト開始に伴って森林区分が明確化し規制
が強化された結果、森林伐採をやめていることが明らかになった。また、同じくブラジ

ルの事例でも、居住区が新たに開発保護区に指定され、開墾可能な面積が制限されてい

た。このように、便益ではなく法規制によって森林保全が行われるケースもあるという

ことが明らかになった。 
 
以上より、平成 26年度事業で検討した内容に加えて、森林保全活動に参加することに
よって供与される非経済的な便益や法規制のような強制要因など、多様な要因が森林保

全インセンティブにつながっていることが明らかになった。そこで、本事業では、非経

済的な森林便益から非経済的な森林保全インセンティブに視野を広げ、それらを次の通

りに定義することとした。 
 
 ―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） 
 
このうち、非経済的な森林便益の評価方法については、定性的であり評価が難しいも

のの仮想市場評価法による定量評価が可能であることが明らかになった。ただし、その

過程で地域住民は支払いを受けられると勘違いする危険性もあり、その手法はあまり現

実的でないと考えられた。そのため、今年度事業では、非経済的な森林便益の把握方法

と定量評価を行わず、非経済的な森林便益として把握するのみとした。 
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4-5-2.データ収集方法 

これら非経済的な森林保全インセンティブによって、プロジェクト事業者の森林減

少・劣化対策に関する経済的コストを低減できる可能性がある。したがって、これらに

ついて広くデータ収集を行い、森林減少・劣化対策に活用することが求められる。それ

ぞれの森林保全インセンティブについて、以下の通りデータ収集方法を整理した。なお、

その活用方法については、第 5章で検討する。 
 
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。 
 
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
集される。 
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第 5 章：対策立案・合意形成手法の検討 

REDD+の実施に際しては、ステークホルダーに適切な森林保全インセンティブを与える
ような効果的な対策を実施することが重要である。効果的な対策とは、第 4 章で検討した
様に、森林保全インセンティブを（ア）経済的なインセンティブ（機会費用を上回るよう

な活動便益・経済的な森林便益をもつ対策）や（イ）非経済的なインセンティブ（森林の

社会文化的機能、森林生態系サービス、法規制、森林保全活動への対価などに配慮した対

策）を与えるような対策である。本章では、それぞれのインセンティブを与えるような対

策の立案手法を整理する。（ア）経済的なインセンティブについては、機会費用と便益の比

較分析結果に基づいた対策立案の方法を整理する。（イ）非経済的なインセンティブについ

ては、それらを活用した対策立案方法について検討する。 
また、対策を実行するためには、ステークホルダーの理解や合意を得ることが必須であ

る。そこで、対策に関する合意形成手法についても検討する。 
 

 

5-1.経済的なインセンティブに基づく対策立案方法の検討 

5-1-1.比較分析結果の分析 

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、

その要因を整理した。 
 

5-1-1-1.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た（図 5-2）。 

 
(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。 
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(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。 
 
 

 

図 5-1. 機会費用の算出パターン 
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5-1-1-2.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た（図 5-2）。 

 
(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。 
 

 

図 5-2.便益と機会費用のパターン 
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5-1-1-3.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た（図
5-3）。 

 
(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。 
 

 

図 5-3.経済的な森林便益のパターン 
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表 5-1. 算出結果とその要因 

機会費用のパターン 要因 具体例 

O1：機会費用が非常に大
きい  

・収益性が高い土地利用 
・市場価値の一時的な高騰 

・オイルパーム農園、大規模放牧地な
ど 
・ゴム、カカオなどグローバルコモディティ 

O2：機会費用が非常に小
さい 

・収益性の低い土地利用 
・販売価格の一時的な低下 

・焼畑農業など 
・ゴム、カカオなどグローバルコモディティ 

O3：機会費用が逓増する ・土地利用面積の拡大 ・⼈⼝増加や⽣計戦略による農地拡
大 

O4：機会費用が逓減する ・一定/拡大率が小さい土地利用
面積 

・⽣計戦略の維持 

便益のパターン 対策の内容 具体例 

B1:便益が焼失する ・便益が 1 回しか発⽣しない 補償⾦の支払い など 

B2:便益発⽣までにタイムラ
グがある 

・収穫（便益発⽣）までに時間が
かかる 

植林 など 

B3: 便益が逓増する ・家畜の繁殖など、プロジェクト期間
中に便益が増加するような対策を
実施する 
・毎年、前年度より多い便益を投⼊
する 

家畜飼育、サカナ養殖 など 

B4: 便益が逓減する ・常に一定量の便益が発⽣するよう
な対策を実施する 
・毎年同量の便益が投⼊される 

作物の栽培、農業資機材などによる
収量の一定的な増加、継続的な定
額補償⾦の支払い など 

森林便益のパターン 要因 具体例 

F1：森林便益が非常に大
きい  

・収益性の高い林産物 
 

・薬草など 

F2：森林便益が非常に小
さい 

・収益性の低い林産物 ・薪炭材、野菜など 

F3：森林便益が逓増する ・森林利用量の増加 ・家畜数増加に伴う飼料消費量の増
加 

F4：森林便益が逓減する ・森林利用量が変化しない/拡大率
が小さい 

・森林利用の形態維持（慣習など）
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5-1-2.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 5-2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 5-2では、活動便益と森林便益をあわせて考慮している。 
 
 

表 5-2. 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 

O3 

ハ ニ ニ ハ 

 

O4 

ハ ニ ニ ハ 
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イ：機会費用が大きい 

 

図 5-4. 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。 
 

ロ：機会費用が小さい 

 
図 5-5. 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。 
 

ハ：途中で機会費用の方が大きくなる 
当初は便益の方が大きいが、いずれかの時点で機会費用の方が大きくなっている場

合、プロジェクト開始後しばらくは便益の方が大きく対策が効果的であるように見え

る。しかし、いずれかの時点で機会費用が大きくなると、森林保全インセンティブを

確保できずに森林伐採や反転活動につながる可能性が高い。その適切な対策は、機会

費用や便益の種類によって異なる。 

 

図 5-6. 便益が消失する場合 
 

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。 
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図 5-7. 便益が逓減する場合 

 
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）。 
 

ニ：途中で便益の方が大きくなる 
当初は機会費用の方が大きいがいずれかの時点で便益の方が大きくなっている場合、

その期間が短い場合には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。ただし、そのタイムスパンが長い場合には、ステー

クホルダーの協力を得ることは難しく、また追加投資の額も大きくなることに留意す

る必要がある。その適切な対策は、便益や機会費用の種類によって異なる。 
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図 5-8.便益の発生までタイムラグがある場合 

 
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。 

 
図 5-9.便益が逓増する場合 

 
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
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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。 
 

5-1-1-4.経済的なインセンティブに基づく対策の留意点 

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、対策が実施されない限り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。 
 

5-1-2.非経済的なインセンティブに基づく対策立案方法の検討 

非経済的な森林便益の活用方法として、第 4 章で明らかにした 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について理解を得ることが重要である。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
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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、第 4 章で説明した通り、森林保全に参加することに対する便宜供
与を行うことがのぞましい。例えば、平成 26年度事業のベトナム事例では、森林保全活動
に参加することによって土地境界線が明確化し森林生態系サービス支払いを受けることが

できるようになっていた。また、ブラジル事例では、森林保全活動に参加することによっ

て、栽培技術のキャパシティビルディングが提供されていた。 
 
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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5-2.合意形成手法の検討 

 
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。FPICやセーフガードの観点からは対策の内容、実
施手法、実施の可否などすべての項目についてコミュニティが主体的に決定することがの

ぞましいが、そのためにはコミュニティのキャパシティビルディングや時間が必要である。

また、代替生計手段などが経済的な補償対策が行われている場合には、その関心が補償内

容に偏り森林保全という本来の目的達成のためには最善の策とはならない可能性もある。

このように、森林減少・劣化対策についての合意形成が必要であることが指摘されている

一方で、その手法については整理されておらず課題となっている。 
そこで、本事業では合意形成手法について整理するため、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、現地調査による具体事例を用いつつ合意形成手

法について検討する。また、その際の比較分析結果の用い方やそのパターンに応じた、適

切な手法についても整理する。 
先行研究にしたがって、合意形成手法を表 5-3の通り分類した。その結果、「協議」と「協

働」と「共同意思決定」の 3種類の方法について検討することとした。 
 

表 5-3. 合意形成の種類（出所：Foti et al, 2008） 
参加形態 解説 

情報共有 プロジェクトからコミュニティへの一方向の情報提供 
協議 
（consultation) 

二方向の情報交換 
コミュニティからの意⾒収集は⾏うが、管理や決定はプロジェクトが⾏う。 

協働 
(collaboration) 

問題解決、プロジェクト計画、モニタリング、評価などを協働して実施する。 
ただし、管理や決定はプロジェクトにある 

共同意思決定 
(Joint decision 
making) 

プロジェクトの管理や決定を、プロジェクトおよびコミュニティが⾏う 

エンパワーメント プロジェクトに関する決定権をコミュニティ側に移譲する 
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5-2-1.合意形成手法「協議」の検討 

 
図 5-10.対策の実施 

 
「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 5-10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
案した対策の実施について協議し合意する。 
平成 26年度事業で現地調査を行ったベトナムの事例では、プロジェクト事業者が森林保

全プログラム（植林・森林パトロール・森林利用圧低下のための効率的なかまどの導入）

と代替生計プログラム（家畜飼育、キノコ栽培プログラム）を作成し、コミュニティとは

実施について協議が行われた。 
このプロジェクトにおける森林減少・劣化の要因は、焼畑農業であった。主に陸稲・キ

ャッサバ・トウモロコシが栽培されており、一部のコミュニティでは市場価格の高い作物

も栽培されていた。機会費用と便益を比較分析した結果、多くのコミュニティでは機会費

用の方が大きいことが明らかになった。それにもかかわらず対策実施に合意した要因とし

て、プロジェクト実施者がベトナム・ディエンビエン省政府であることとプロジェクト対

象地が保全林であることが考えられる。REDD+プロジェクトによって森林区分や土地境界
が明確化され、法規制が強化された。そのため、コミュニティは経済的なインセンティブ

は低いにも関わらず、非経済的なインセンティブ（法規制）によって合意せざるを得なか

ったと考えられる。 
このように、法規制など強い強制要因がある場合は、実施に関する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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5-2-2.合意形成手法「協働（collaboration）」の検討 

 

図 5-11.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 5-12の通り、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が、それに関する決定はプロジェクト

が行う方法が考えられる。 
今年度に現地調査を行ったブラジルの事例では、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、その具体的な活動計画をプロ

ジェクトとコミュニティが協働して決定していた。 
このプロジェクトの森林減少・劣化の要因は、コミュニティによる小規模な違法伐採や

キャッサバやバナナなどの焼畑農業である。その対策として、Bolsa Floresta Project（以
下、BF Program）が実施されていた。これは、「Bolsa Floresta Family（以下、BF Faminly）」
「Bolsa Floresta Social（以下、BF Social）」「Bolsa Floresta Association（以下、BF 
Association）」「Bolsa Floresta Sustainable Income Generation（以下、BF Income）」の
4つのプログラムからなる。BF Familyは各世帯に毎月 50R$支払われる定額支給されるプ
ログラムで、バンコ・ブラデスコのキャッシュカードが支給され各自で引き出す必要があ
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る。ただし、最寄りの銀行まではボートで片道１時間以上かかるうえに交通費を考慮する

と毎月引き出しに訪れると採算がとれないため、数ヶ月に１度の頻度で引き出す世帯が多

い。BF Socialは、学校・交通・健康・通信などのインフラ整備がコミュニティ単位で実施
される。プロジェクトによって設定された予算は、世帯あたり 350R$/年にコミュニティの
総世帯数を乗じた額である。インフラ整備の内容は、コミュニティとプロジェクトが協働

して決定する。これまでに小中学校へ登校するためのボート、飲用水用タンク、発電機、

緊急用ボートなどが購入された。BF Association は組織的な活動に対して支払われる。そ
の活動内容については、各コミュニティが計画しプロジェクトがアドバイスする。プロジ

ェクトによって予算は BF Familyの総計の 10％と設定されている。ただし、まだ具体的な
活動実績はない。BF Incomeは、森林資源の持続的な生産活動（例：ブラジリアンナッツ
採集など）への支援である。プロジェクトによって設定された予算は、世帯あたり 395.8R$/
年にコミュニティの世帯数を乗じた額である。現金の用途は、農作物への付加価値の付与、

代替収入源への使用などに限られる。一部のコミュニティで実施されている。 

BF Programへの参加要件は、当該エリアに 2年以上の居住実績があること、子どもを学
校に通わせること、BFプログラムに積極的に参加し規則に従うこと、耕作地および耕作放
棄地の面積をプログラム開始時の面積から拡大しないことの 4点である。耕地を 150%まで
拡大する違反を複数回行うとプログラムから除外される。150%以上拡大した場合は、即刻
除外される。2013年までに 351世帯（参加世帯の約 4.6%）が警告をうけている。 
このうち、地域住民にとっての直接的な活動便益はBF Familyによって支払われる50R$/
月のみである。プロジェクトによる比較分析は実施されていなかったが、文献によると

REDD+プロジェクトによる機会費用（耕作地が拡大できないことによって発生する機会費
用）は 1003R＄/月であり、比較分析結果は機会費用の方が大きくなると考えられる。それ
にも関わらず合意形成した要因として、BF Socialが考えられる。プロジェクトへの聞き取
り調査したところ、森林減少・劣化対策が成功した最大の要因として、BF Socialにおいて
コミュニティからの提案が実現されることによってプロジェクトとコミュニティの信頼関

係が構築されることが成功要因に挙げられた。それに加えて、BF Socialはコミュニティが
ボトムアップ式で計画することによって環境や事情に応じた便益が提供されるため、直接

的な収入増加ではないもののコミュニティの効用は高いと考えられる。一方で、BF Family
による定額支給金は、機会費用に対する補償ではなく REDD+プロジェクトの宣伝として位
置づけられていた。 

 
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
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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。 
 

5-2-3.合意形成手法「共同意思決定(Joint decision making)」の検討 

 
図 5-12.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 5-12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。 
今年度現地調査を行った IJ-REDD+プロジェクトではこの「共同意思決定（Joint decision 

making）」が実施されていた。コミュニティが具体的な森林減少・劣化対策となる活動を
立案し、プロジェクトはそれらに対して資金提供は行わずアドバイスやキャパシティビル

ディングなどソフト面の支援を行っていた。コミュニティは様々なグループを組織し、そ

れぞれ独自の活動を行っていた。例えば、女性グループによる苗木生産、アヒル飼育グル

ープ、キャッサバグループなどである。プロジェクトは、各活動へのアドバイスやキャパ

シティビルディングを行っていた。 
このプロジェクトにおける森林減少・劣化の要因は、以前はコミュニティによる違法伐

採であった。水田耕作が主で焼畑農業は行われておらず、違法伐採の目的は木材販売であ

る。現在では違法伐採は行われていないが、周辺地域にオイルパーム農園が開発される予

定であり、土地利用利用が制限されたコミュニティによる国立公園への侵入が懸念されて

いる。違法伐採の機会費用算出は困難であるが、比較分析結果は機会費用の方が非常に大

きいと予想される。それにも関わらず対策実施に合意形成した要因として、「協働
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（collaboration）」と同様に、コミュニティによるボトムアップ式の対策立案という点が考
えられる。 
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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第 6 章：マニュアルの作成 

6-1.マニュアル作成の目的 

本事業では、森林保全インセンティブを踏まえた効果的な対策立案のため、REDD+の活
動によって生じる機会費用と便益の比較分析手法、および、それら比較分析結果を用いた

対策立案手法、非経済的な森林インセンティブに配慮した対策立案手法、それら対策に関

する合意形成手法を検討した。 
本報告書の中で繰り返し述べてきたが、REDD+は森林減少・劣化の要因となる土地利用
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。したがって、REDD+
プロジェクトによって従前の土地利用が抑制されたために失われた便益（機会費用）より、

REDD+プロジェクトによる便益（活動便益、経済的な森林便益、非経済的な森林便益）が
上回るような適切な対策が実施されなければ、反転活動が起こる可能性がある。つまり、

本事業で検討した比較分析結果に基づく対策は、REDD+プロジェクトそのものの持続性に
影響しうる重要なポイントであるといえる。しかし、個別事例に関する学術的な議論はあ

るものの、REDD+プロジェクト現場に適用可能な手法についての整理はこれまでなされて
こなかった。また、そのような対策を実施するためには、ステークホルダーの理解と合意

が必須であるが、比較分析結果に応じていかに合意形成するかについてもまだ整理されて

いない。 
そこで、REDD+プロジェクト事業者による効果的な対策に基づく REDD+プロジェクト

の促進、ひいては、持続的な REDD+プロジェクトの推進に貢献するため、比較分析手法、
対策立案手法、合意形成手法に関するマニュアルの素案を作成した。 
 

6-2.マニュアルのスコープ 

マニュアルの作成にあたって、上記マニュアル作成の背景や、平成 26年度および今年度
の各手法の検討結果を踏まえつつ、マニュアルの目的、マニュアルの使用者、マニュアル

における分析対象、マニュアルを使用するタイミングなど、マニュアルのスコープを検討

した。 
 
マニュアルの目的は、森林保全への経済/非経済的なインセンティブに配慮した効果的な
対策の実施である。経済的なインセンティブに配慮した効果的な対策立案のため、機会費

用および便益（活動便益・経済的価値に換算可能な森林便益）の比較分析結果を用いる。

この比較分析結果は、対策立案に限らず、プロジェクト事業者による投資判断の材料やス

テークホルダー間の利害調整などにも使用することができる。しかし、そのような使用方

法は本事業の趣旨とは異なるため、想定しないこととした。また、非経済的な森林保全イ

ンセンティブに基づく対策立案のため、森林の社会文化的機能、森林生態系サービス、法
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規制などについて考慮する。これら対策を実施するため、ステークホルダーとの合意形成

手法についても整理し提示する。 
マニュアルの使用者は、プロジェクトレベルの事業者と設定した。本事業で検討したよ

うな具体的な森林減少・劣化対策は、準国もしくはプロジェクトレベルの現場で求められ

る。なお、実際には、国レベルの分析にも本事業で検討した比較分析手法を用いることが

可能である。 
また、第 5 章で検討した通り、機会費用が大きい場合は適切な対策をとることが難しい

ことが明らかになった。特に、オイルパームなどの農園開発や鉱山開発など、企業による

収益性の高い土地利用が行われている場合の機会費用は非常に大きく、また、そもそもそ

の様な土地における REDD+プロジェクトの実施は計画されない可能性が高い。そこで、本
事業では、分析対象を地域住民による土地利用に絞り、対策立案を行うこととした。 
このような比較分析結果に基づいた対策は、プロジェクトの実施に先立って立案される

ことがのぞましい。そこで、マニュアルを使用するタイミングはプロジェクト計画フェー

スとする。ただし、第 4 章でも検討した通り、数年間隔で比較分析結果のモニタリングと
対策の改善を行うことがのぞましい。したがって、モニタリングフェースについてもマニ

ュアルの中で言及することとした。 
 

 

図 6-1. マニュアルのスコープ 
 

6-3.マニュアルのコンテンツ 

6-3-1.マニュアルの構成 

マニュアルの背景目的・スコープなどの概説、比較分析手法の解説、対策立案・合意形

成手法の 3 部構成とする。比較分析・対策立案・合意形成については、多数のステップに
基づいて実施されるため、各手順を示す図表を挿入するなどして、使用者による理解の促

進や実施計画に役立つように図る。 

•森林保全インセンティブに考慮した効果的な
対策⽴案目的

•準国/プロジェクトレベルのプロジェクト事業者使用者

•地域住⺠による土地利用分析対象

•プロジェクト計画フェーズ
•モニタリング

タイミング
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また、それぞれの手法についての説明は抽象的なものが多くなるため、ボックスコラム

などでプロジェクト事例の紹介や図表や写真を使用して、マニュアルの使用者が具体的な

イメージを得て理解しやすくなるように工夫する。実際に事業者が機会費用・活動便益・

経済的な森林便益を算出する際には表計算ソフトを使用すると考えられる。そこで、マニ

ュアルには計算式を組み込んだエクセルソフトを添付する。 
実際には、プロジェクト事業者の予算やプロジェクトの目的、プロジェクトとコミュニ

ティとの関係性によって対策立案および合意形成の適切な手法は異なってくる。したがっ

てマニュアルでは、具体的なオプションや選択の際のポイントを提示し、プロジェクト事

業者が適切な手法を選択できるように図る。 
 

6-3-2.比較分析手法 

機会費用・REDD+プロジェクトの活動便益・経済的な森林便益の算出方法は、平成 26
年度事業の成果を踏まえて、既存のものを援用する。 
マニュアルには、それらの算出に必要なデータの種類やデータ収集方法の具体的なオプ

ションとその留意点や、比較分析の際の単位・分析期間・分析シナリオの方法と留意点に

ついて明記する。それらの留意点を理解したうえで、プロジェクト事業者がプロジェクト

目的や予算に応じて各自の方法を選択できるようにする。 
 

6-3-3.対策立案と合意形成手法 

本報告書の第 5 章で検討した通り、経済的/非経済的な森林保全インセンティブを与える
ような対策立案手法について解説する。経済的インセンティブに基づいた対策立案には、

機会費用と活動便益・経済的な森林便益の比較分析結果を活用する。そのための対策立案

ステップ、森林減少・劣化の要因に応じて適切であると考えられる便益の具体的なオプシ

ョンを提示する。 
また、合意形成手法をコミュニティの参加の度合いに応じて 3 種類に分類し、それぞれ
の費用・コスト・リスクなど特徴、比較分析結果の用い方を整理し合意形成手法のオプシ

ョンとして示す。 
 
 

6-4.今後の予定 

上記コンセプトに基づいて、今年度はマニュアル素案を作成した。今後は、このマニュ

アル素案を基に、現在 REDD+プロジェクトを実施している事業者によるフィードバックを
盛り込むなどして最終版を作成することが求められる。プロジェクト現場で実際にマニュ

アル素案を用いた分析などを依頼し、改善すべき点について幅広くコメントを収集するこ
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とがのぞましい。 
また、国外のプロジェクト事業者による適切な対策立案の促進を図るために英語版を作

成し、国内外でワークショップを開催するなど普及啓発を行うことが求められる。 
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