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普及啓発
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収集・分析

REDDプラス活動では、社会・環

境セーフガードへの適切な取組み

によって、活動による負の影響へ

の対処が求められます。そこで、

国・準国、プロジェクトなど様々なレ

ベルで、REDDプラス活動が社会や

環境に与える影響を分析し、リスク

評価手法の向上を目指します。

さ ら に R E D D プ ラ ス に か か る

セーフガードの実施事例を収集・分

析し、また現地調査を通して、効果

的なセーフガードへの取組みを提

案します。
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調査・研究開発

REDDプラスの活動は、気候変動枠組条約では、国・準国レベルでの活動が求められており、一方、二国間ク

レジット制度では、より小さな地域レベルの活動が想定されています。

そこで、削減目標の達成に向け、地域レベルの二国間クレジット制度によるREDDプラスの取組みの成果を、

他のスキームとの二重計上や過大評価することなく、国・準国レベルの排出削減量の一部として適切に位置づ

ける手法を開発します。

地域でのREDDプラス活動を国・準国レベルでの活動に位置づける手法

途上国の森林の状態や実務者

の実施能力に応じた信頼性のある

森林炭素蓄積量の計測技術とモニ

タリング手法の開発を進めます。

東南アジアや南米の森林におい

て、それぞれの森林の環境条件を

考慮し、実務者が効率的に実行可

能な地上調査と衛星データ解析手

法を開発し、信頼性に優れた計測

手法を提示します。

様々な環境での森林炭素モニタリング手法を開発

セーフガードへの効果的な取組みの提案

Efforts of the REDD Research 
and Development Center

Promotion of REDD-plus

Tropical forests affected by illegal logging

Promotion of REDD-plus

Background and current status of REDD-plus

Developing mechanisms to reduce GHG emissions from deforestation and 
forest degradation

 REDD-plus is a mechanism to address climate change by providing incentives to developing countries for 

activities reducing GHG emissions from deforestation and maintaining or enhancing carbon stocks through 

forest　conservation.  

　To ensure REDD-plus mechanism, it is necessary to evaluate emission reductions by monitoring forest 

carbon change and improve forest conservation governance without impairing the effect of REDD-plus activities.

Three-way Approaches

 REDD-plus has been developed in a global scale to 

reduce GHG emissions from deforestation and forest 

degradation in developing countries. REDD-plus was 

confirmed as one of the key climate change mitigation 

measures in the Paris Agreement, which was adopted at 

the 21st Conference of the Parties to the UNFCCC in 

2015 and entered into force in 2016.  To facilitate this 

mechanism, it is necessary to consider what is needed 

to halt deforestation and forest degradation, taking 

into account the ongoing situation in developing 

countries.

 The REDD Research and Development Center works on 

addressing technical challenges for  implementing 

REDD-plus, with respecting on-site experience and 

data. The Center contributes to both forest 

conservation and regional development in developing 

countries by providing necessary techniques and 

information to those working on REDD-plus, thereby 

contributing to mitigation of climate change.

  Healthy forests regulate the climate and provide various environmental services. Raising global awareness 

of these critical roles will contribute to halting deforestation and forest degradation and to reducing CO2 

emission. 

 To realize this, the Center conducts surveys and research from a multilateral perspective, collects and 

analyzes information on REDD-plus, and contributes to the REDD-plus activities by disseminating the results.

Reliable research development, information collection, and awareness-raising 
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気候変動の主な要因の一つとされる途上国での森林

減少、森林劣化からの温室効果ガスの排出を削減する

ため、「REDDプラス」という仕組み作りが国際的に進めら

れてきました。そして、2015年に気候変動枠組条約第21

回締約国会議で採択され、翌2016年に発効した「パリ協

定」において、REDDプラスが気候変動緩和策の一つとし

て重要であることが確認されました。我々は、途上国の

現場で何が起こっているのか、森林減少、森林林劣化を

抑制するために何が必要なのかということに正面から向

き合う必要があります。

REDD研究開発センターでは、現場での感覚とデータ

を大切にしながら、REDDプラスの実現に向けた技術的

な課題の解決に取り組んでいます。私たちは、研究と現

場との「橋渡し」の役割を担い、国内外でREDDプラスに

取り組む人たちに必要な技術と情報を発信しています。

これらの取組みを通して、途上国における森林の保全と

地域発展の両立、さらには地球規模での気候変動の緩

和に貢献していきます。

REDDプラスの推進を担う
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違法に伐採された熱帯林

REDDプラスの実現に向けたアプローチ

REDDプラスの背景と現状

REDDプラスは、途上国が行う森林減少・森林劣化を抑制する取組みや森林保全等の活動により、大気中の

CO2 の削減させたことに対してインセンティブを与える気候変動対策の一つです。

このため、排出削減量の評価には科学的なアプローチによって森林炭素の変化量をモニタリングすることが求

められます。また、森林を保全するためのガバナンスを向上させることやREDDプラス活動の効果を損なうリスクを

回避するためのセーフガード（防止措置）に配慮することが、REDDプラスを成功させる重要な鍵となります。

森林減少・森林劣化による温室効果ガスの排出を削減する仕組みを作る

3つの方向からのアプローチ

森林からもたらされる恩恵とその価値を多くの人が認めるようになれば、森林の減少・劣化に歯止めがかか

り、それに伴い森林から排出される温室効果ガスも削減できると期待されます。

そうした良い循環を実現するためには、REDDプラスの仕組みが世界の人々から信頼され、その取り組みが広

く支持されるものでなければなりません。そこでREDD研究開発センターでは、多角的な視点から調査や研究開

発を進めるとともに、REDDプラスに関する情報を収集・分析し、これらの成果の普及啓発を通して、さまざまな主

体によるREDDプラス活動を支援していきます。

研究開発・情報分析・普及啓発を通して信頼の土台を築く

Research and Development

Shifting to national/sub-national revel from local revel

 The Center develops reliable 

methods for measuring and 

monitoring forest carbon stocks 

according to the forest conditions 

and the capacity of practitioners 

in developing countries.

 In forests of Southeast Asia 

and South America, the Center 

develops methods for an effective 

and feasible ground survey and 

satellite data analysis for 

practitioners and demonstrates 

reliable measurement methods 

according to forest conditions.

Proposing effective approach to safeguards

 REDD-plus activities are implemented at national/subnational level under the UNFCCC, and at local level 
under the JCM. To contribute to reduction targets, the Center develops methods to apply emission reductions 
achieved at the local level into the national/subnational level, with avoiding double-counting or overestimation.

Developing monitoring methods under various conditions

 Negative impacts should be 

avoided in REDD-plus activities 

through social and environmental 

safeguards. Thus, the Center 

analyzes the possible impacts of 

REDD-plus activities national/ 

subnational levels on society and 

environment and improves risk 

assessment methods.

 Furthermore, the Center proposes 

effective safeguards for REDD-

plus by collecting and analyzing 

implementation cases and 

conducting field surveys.
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ペルーでの活動　～様々な環境での森林モニタリング手法を開発～

カンボジアでの活動　～長期交流を活かし、多角的な調査研究を推進～

南米 ・ ペルーでは、 アンデス山脈による標高、

地形の違いや長い歴史の中での人間活動の影響を

受けて、 様々なタイプの森林が見られます。

REDD研究開発センターでは、 ペルーの森林野

生生物庁と共同で、 様々な環境に適用可能な森林

炭素モニタリング手法を開発しています。 特に、 高

標高域 （標高2,000〜3,000ｍ） に分布する樹木の

本数密度の低い山地林や、 人間活動により攪乱を

受けた二次林での炭素蓄積量を計測する手法の開

発は、 REDDプラスにおける森林劣化を評価する技

術につながります。

このため、 アンデス山脈で標高帯ごとに原生林と

二次林のバイオマス量の調査を行い、 リモートセン

シングによる森林タイプの分類とあわせて、 地域で

の森林炭素蓄積量を推定する手法の開発に取り組

んでいるところです。

カンボジアは、 モンスーンアジア特有の熱帯落葉林と常緑林が混在し、 生物多様性に富んだ国です。

REDD研究開発センターでは、 カンボジアの森林局および環境省と共同で、 リモートセンシング技術

により作成された森林分布図の信頼性を向上させるため、 その検証データセット構築を行うとともに、

社会経済調査を通した森林減少の要因解明 ・ 重視すべき環境社会セーフガードの要素の解明に取り組

んでいます。

そして、 このような共同研究の成果は、 REDDプラスの実施にかかわるカンボジアの政府機関をはじ

め、 日本を含む各国の国際機関やNPOの活動に活用されています。

現地機関との情報共有

現地で特徴的な立木密度の低い山地林

ドローンによる地上調査現地での社会経済調査

Efforts of the REDD Research 
and Development Center 

Development of International Project

Research through Bilateral Cooperation
　Drivers of deforestation and forest degradation, their effective countermeasures, and methods to assess 

forest carbon dynamics vary with national and social conditions. To cope with this, the Center conducts 

surveys and research in Myanmar, Peru, and Cambodia. Based on the research outcomes obtained in these 

countries, the Center develops methods applicable to countries.

Kingdom of Cambodia

Republic of Peru

FFPRI

Republic of the Union of  Myanmar

Activities in Myanmar  Development of Methods for Monitoring Projects 

 Recent FAO report shows that Myanmar 

ranks among the worst for deforestation in the 

world. It is expected that REDD-plus activities 

at the project level be promoted in this 

country.

  To develop forest carbon monitoring methods 

based on the Myanmar's national environment, 

the Center collaborates with the Forest 

Department of Myanmar and clarifies the 

challenges by demonstrating the design 

procedure.

 In Myanmar, on-site monitoring survey is 

costly due to the steep terrain and insufficient 

road maintenance. The Center develops a low-

cost and reliable forest carbon monitoring 

system to promote private sector participation 

into the REDD-plus activities.

Seminar in the host country

Steep terrain in the study site



研究開発センターの取組み
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二国間協力による調査研究

国際プロジェクトの展開

森林減少 ・ 劣化の原因と有効な対策、 森林炭素動態などを効率的に把握する手法は、 対象国の自然条

件や社会条件によって大きく異なります。 そこで、 各地の条件に応じた技術を開発するため、 ミャンマー、

ペルー、 カンボジアの３カ国で調査研究および技術開発を進めます。 これにより世界各国で適用できる手法

を開発し、 得られた成果を対象国と共有しています。

ミャンマーでの活動～プロジェクトのモニタリング設計手法の開発～

現地機関でのセミナー

現地に広がる急峻な地形

国際連合食糧農業機関 （FAO） の報告では、

ミャンマーの森林減少の面積は、 世界でも上

位に位置づけられており、 今後、 プロジェクト

レベルでREDDプラス活動が実施されていくこと

が想定されます。

REDD研究開発センターでは、 ミャンマー森

林局および森林研究所と共同で、 ミャンマー国

内の実情に合わせたプロジェクトレベルでの森

林炭素モニタリング手法の開発を進め、 このよ

うな取組を通して、 モニタリングシステムの設

計手順を示すことにより、 克服すべき問題点を

明らかにしていきます。

ミャンマーでは、 急峻な地形や道路整備の

遅れなどから、 森林へのアクセスが決して良く

ないこともあり、 モニタリングのための現地調

査のコストが高くなる恐れがあります。 REDD

研究開発センターでは、 低コストで信頼性のあ

る森林炭素モニタリングシステムの開発を目指

しており、 その成果は民間企業のREDDプラス

活動への参画を促進するものと期待されます。

森林総合研究所

ミャンマー連邦共和国

カンボジア王国

ペルー共和国

Activities in Peru ‒ Development of Forest Monitoring Methods 

　In Peru, various types of forests can be seen due to 

differences in altitude and topography, and the influence 

of human activities from ancient times.

 The Center has developed forest carbon monitoring 

methods applicable to these areas in cooperation with the 

National Forest and Wildlife Service, Peru. 

 Developing methods for measuring carbon stocks in 

montane forests with low tree density at high altitude 

(2,000-3,000m and in the secondary forests that have 

affected by human activities will lead to the development 

of technics for evaluating the forest degradation in REDD-

plus.

 Thus, the Center works on the classification of forest 

types using remote sensing and the development of 

methods for estimating forest carbon stocks by studying 

the biomass amount in the primary and secondary forests 

in different altitudes in the Andes.

Information sharing with local entities

Montane forests with low tree density

Activities in Cambodia ‒ Multilateral research utilizing long-term exchange
　Cambodia is covered with tropical deciduous forests and evergreen forests, thereby enriching 

biodiversity. To improve the reliability of forest distribution map created using  remote sensing technology, 

the Center works on the creation of verification dataset, identification of drivers of deforestation by 

socioeconomic survey, and clarification of important elements of environmental and social safeguards, in 

cooperation with the Forestry Administration and the Ministry of Environment of Cambodia.

  The research results obtained through the collaboration is used by Cambodian government agencies, 

national and international organizations, and NPOs engaged in REDD-plus activities.

On-site socio-economic survey Ground survey with drones



REDD研究開発センターでは、政策担当者や現

場技術者を対象とした技術解説書として、REDDプ

ラス・クックブックを刊行しました。REDDプラスの成

り立ちの経緯や基本的情報への理解を深める内容

をはじめ、森林炭素計測手法について簡潔な説明

文と豊富な図表とでわかりやすく解説しています。

さらに、現場技術者を対象にしたA５サイズの調

査マニュアルとして、REDDプラス・クックブック・ア

ネックスを発行しています。調査マニュアルでは、ト

ピックスを絞って、計測手法などをより具体的に解

説しており、REDDプラス活動の実務担当者のため

の教材として利用できるように作成されています。

これらは、REDD研究開発センターのウェブサイト

からもダウンロードできます。

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/

REDD研究開発センターでは、国内外で発表さ

れるREDDプラスに関する情報を集約し、データ

ベース化を進めています。そこでは、インターネッ

ト上で公開されているものと、寄贈等でREDD研

究開発センターが保有するものについて、一覧

表を作成し公開しています（総収録件数：2095

件、平成29年2月末現在）。この文献リストには、

文献毎に主著者名、副著者名、タイトル、発行

年、掲載誌、巻・号・ページ番号、概要、コンテン

ツリンク先、キーワード等が入力されており、次

のURLから自由に閲覧できます。

http://redddb.ffpri.affrc.go.jp/

REDDプラスのポータルサイトとして、研究プロジェク

トや国際交渉の動向など、REDDプラスの最新情報を

共有するためのウェブサイトを運営しています。メール

マガジンも随時配信しています。

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/

REDD研究開発センター内に、REDDプラス
に関する情報提供や問い合わせの窓口を設
置しています。

Tel. 029-829-8365　Fax. 029-829-8366
E-mail:redd-rd-center@ffpri.affrc.go.jp
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REDDプラスための技術解説書類

文献データベース

ウェブサイト・メールマガジン ヘルプデスク

Efforts of the REDD Research 
and Development Center 

Information collection and analysis

 The provision of up-to-date information such as 

international negotiations on REDD-plus and trends of 

international organizations and governments is essential 

to promote private sector participation in REDD-plus 

and make international framework effective.

 In addition to reviewing international trends and 

systems related to REDD-plus, the Center collects and 

analyzes information necessary for the private sector to 

start REDD-plus project, such as project organization 

structure of REDD-plus in developing countries, related 

laws and regulations, customs, efforts for biodiversity 

conservation, and the latest trend of REDD-plus 

initiatives. 

 These information and analysis are compiled as a 

country report used for research and development at 

the Center and will be released at international seminars 

and workshops.

Awareness ｒaising

　The Center hosts international seminars and workshops to raise awareness of REDD-plus and to 

strengthen cooperation with related organizations. In addition, the Center operates Help Desk to answer 

questions and provides advice on REDD-plus, releases the latest information through our website, and 

publishes technical manuals on REDD-plus.

International seminar and side event at international conference

　With the aim of disseminating our 

research results to national and 

international organizations and raising 

awareness of REDD-plus, the Center 

holds international seminars and 

workshops every year. Furthermore, the 

Center organizes a side event at the 

Conference of the Parties to the 

UNFCCC for REDD-plus stakeholders.

International seminar 2016

COP22 side event in 
Morocco



REDD研究開発センターでは、私たちの研

究成果をREDDプラス活動の実施主体となる

民間事業体等に普及するとともに、REDDプ

ラスに対する関心層の拡大を図るために公

開の国際セミナーを国内で開催しています。

国連気候変動枠組条約気候変動枠組条約

締約国会議（UNFCCC COP）におけるREDD

プラス関係者等を対象にした海外ワーク

ショッフ゜として、COP開催期間中のサイドイ

ベント等を開催しています。

REDDプラスが広く社会に認知され、民間ベースの参加・活動が進むよう、公開セミナーや国際会議のサイドイ

ベントを開催し、積極的に情報発信しながら関連機関との連携を強化します。また、REDDプラスに関する質問・

相談を受け付けるヘルプデスクを設置しています。さらに、研究成果の普及やREDDプラスに対する啓発のた

め、ウェブサイトとメールマガジンのほか、各種の資料を公開します。

研究開発センターの取組み

REDDプラスへの民間企業等の参画を促すとともに国

際的な枠組みを実効あるものとするためには、REDDプ

ラスに関する国際的な議論や国際機関、関係国政府の

動向などの最新情報を的確に把握し、政府機関や民間

企業等に提供する必要があります。

REDD研究開発センターでは、REDDプラスの国際動向

調査や既存のREDDプラスに関する制度研究のレビュー

に加え、主として、アジア地域の途上国のREDDプラス実

施体制や関連法令、慣習、生物多様性保全に関する取

組状況、海外のREDDプラス関連イニシアティブの最新

動向など、国内の民間企業等がREDDプラス活動の事業

化を図る際に必要となる情報を収集・分析します。これら

の情報および分析結果については、カントリーレポートに

取りまとめる他、REDD研究開発センターの研究・技術開

発において活用するとともに、公開セミナーやワーク

ショップ等の普及啓発活動を通して公開します。

情報の収集・分析
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公開セミナーの開催・国際会議のサイドイベント

平成28年度国際セミナーの様子

COP22（於：モロッコ）での
サイドイベントの様子 

Awareness ｒaising

Technical manual on REDD-plus

 The Center published an easy-to-

understand technical manual “REDD-plus 

COOKBOOK” which provides basic 

knowledge and techniques required 

for REDD-plus with the main focus on 

the forest carbon monitoring methods for 

those who engage in REDD-plus, and 

also “REDD-plus COOKBOOK ANNEX” for 

on-site experts. These manuals are used 

as text books for REDD-plus practitioners 

and can be downloaded from the following 

site :

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/

Database

 The Center collects literatures related to 

REDD-plus and organizes the database. 

Necessary information is available from the list 

of references.

 Each item includes the first and second 

authors, title, publication year, publication 

magazine, volume number, page number, 

abstract, content link destination, keywords, etc. 

To access the database,go to:

http://redddb.ffpri.affrc.go.jp/

Website and Electronic News

 The Center provides the latest information on 

REDD-plus, including related events, research 

projects, and international issues through its 

website. Subscribers to the electronic newsletter 

can receive event notifications and other 

information on REDD-plus at  

http://redd.ffpri.affrc.go.jp/

Help Desk

 Information on REDD-plus activities can be 

obtained through the Center's Help Desk. 

Fax or email questions to the following addresses: 

Tel: +81-29-829-8365　Fax: +81-29-829-8366 

E-mail: redd-rd-center@ffpri.affrc.go.jp



REDD Research and Development Center
Forestry and Forest Products Research Institute
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 TEL: +81-29-829-8365
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