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第7章

REDD+の資金調達
シャルロッテ・ストレック、チャーリー・パーカー

•	 REDD+の資金は変曲点にある。短期的な資金は得られるものの、供与は遅く、投資

機会は乏しい。また同時に、REDD+の資金需要を満たすだけの適切かつ予測可能

な長期戦略は存在しない。

•	 野心的な気候変動緩和目標が存在しない状況の下、当分の間、ほとんどのREDD+

資金は公共セクターから提供されるであろう。このような移行段階、すなわち

REDD+の資金が断片化されており、さまざまな機関を通じて供与される可能性が

高い段階においては、民間セクターの資金にテコ入れし、森林減少の要因に直接

対処するような多様な資金オプションを試行することが重要となるであろう。

•	 REDD+対象国のうち、より豊富な資金としっかりした体制を持つ国は、REDD+の主

要な資金として、自己資金を選ぶこともあり得る。そのような国は、援助国や国際機

関との間で成果主義的な取り決めを交わすことも考えられる。より脆弱な国家は、

資金提供に技術支援と政策指導を組み合わせた政府開発援助（ODA）的な資金に

依存することになるだろう。
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7.1 はじめに
森林減少による温室効果ガスの排出削減は、高い代償を伴う。森林を保護するこ

とは、木材伐採や農地、放牧地開発などによる利益の放棄を意味するからである。森

林所有者と利用者に森林保護の行動を起こさせ、それを補償するための法的・経済的

なメカニズムがない限り、森林は活かしておくに値しない状態であり続ける。森林減

少・劣化に由来する排出の削減（および森林の保全、持続的管理、強化の役割）により、

経済的インセンティブを与える枠組みすなわちREDD+は、貴重な天然資源を破壊する

ことなく経済開発と経済成長を追求する。REDD+の文脈において、各国は「森林被覆と

炭素の損失を低減、抑止、反転させることを統一目標とする」ことと、これを実施するた

め、「適切かつ予測可能な支援を発展途上国に対して行うという条項に従う」ことに合

意した	(UNFCCC	2011a)。森林を保護することで経済的損失を被る国家（もともとの森

林利用者・受益者）や、現在森林を保護あるいは管理している国家は、その損失を補償

されるかあるいは行動に対する見返りを受けることができる。このような支払いは、国

際的あるいは各国の資金源から拠出され、国内機関を通じて供与されるだろう。民間

資金もまた、市場ベースのメカニズムを通じて受益者に直接届くかもしれない。

「共通だが差異ある責任」の原則を反映し、REDD+の実施コストの配分は、国連

気候変動枠組条約（UNFCCC）の下でのREDD+の交渉において欠くことのできない部

分として議論されている。資金の問題は、「科学上及び技術上の助言に関する補助機

関(SBSTA)」で議論されてきた測定や参照レベルといった技術的な課題の文脈の中

では暗示的に、また「条約の下での長期的協力の行動のための特別作業部会(AWG-

LCA)」の下での資金に関する交渉においては明示的に登場する。2011年	12月の気候

変動枠組条約第17	回締約国会議（COP17）において、締約国は「発展途上締約国に

対する新しく、追加的で予測可能な「結果に応じた」資金は、公的資金・民間資金、二国

間・多国間、さらにこれらに代わる新たな資金源といった幅広い資金源からもたらされ

る可能性がある」こと、また「発展途上国による成果主義の活動を支援するための適切

な市場ベースのアプローチ[後略]」が開発されうることに合意した(UNFCCC	2012)	。

締約国はまた、REDD+の活動による排出削減量を算定するための参照レベルのガイ

ダンスにも合意した。しかしながら、将来的にこれらの参照レベルが果たして、また、ど

のように資金的な「結果に応じた」インセンティブと結びつけられるのかということに

ついては、いまだ明らかにされていない（第16章も参照）。

REDD+の資金に関しては、次の四つの課題がある。

•	 REDD+に要するコストの明確化とREDD+の資金的ニーズの推計

•	 REDD+の施策と措置にかかるコストをまかなうのに十分な国際資金や各国資金

の動員
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•	 透明で計測可能な成果を得るための、REDD+資金の効果的・効率的・公正な配分

と供与

•	 発展途上国の政策立案者とその他の利害関係者側の要求やニーズと、REDD+に

対する資金提供者もしくは投資者側の要求やニーズとのマッチング及び、政策を

実施しREDD+の資金を管理するために必要な体制の整備と強化

本章では、これらの課題に光をあて、REDD+の実施に及ぼしうる影響について論ず

る。7.2節では、REDD+のコストを計算するもっとも一般的な方法を概説し、発展途上

国における森林関連の排出を目に見える形で抑制するために必要とされるコストにつ

いて、これまでに提示されてきた一連の推計値を示す。

7.3節では、REDD+の短期的・長期的資金を動員するために現存するさまざまなオ

プションについて論ずる。7.4節では、REDD+対象国と援助国の視点から供与をめぐる

課題について述べる。そして最後に、REDD+の現在及び将来の資金調達上の課題を

解決するための一助となりうる制度的・政策的選択肢について検討し、本章の締めくく

りとする。

7.2　REDD+のコスト

7.2.1　REDD+のコストを評価する
REDD+のコスト評価はそのほとんどが、機会費用のアプローチを用いている(例え

ば、以下文献を参照	Kindermann	et	al.	2006;	Blaser	and	Robledo	2007;	Kindermann	

et	al.	2008;	Simula	2010)。各国政府の専門家やコンサルタントは、このアプローチの

バリエーションを提案してきた。(例：ガイアナ共和国	2008;	UNDP及びエクアドル大統

領	2011)。機会費用とは、他の土地利用から見込まれる最大収益である。森林の生産

性と炭素蓄積は場所によって異なり、また、このような分析は森林保護の限界コストの

計算を行うことから、ある炭素価格のもとでどれだけの森林の保護が可能かを結論付

ける。これらのモデルは必ずしもその国が特定の排出削減目標を達成するために必要

なインセンティブを反映するわけではなく（IWG-IFR	2009）、また政策決定における

政治的背景を考慮に入れるわけでもない。時には、REDD+の社会的コストは計算より

もかなり高くなりうる（コストのかかる構造改革を伴う場合など）が、また別の状況下で

はより低くもなりうる（法の執行や指揮命令系統に係る施策といった社会に利益をもた

らす手法を通じてREDD+が実施できる場合など）（White	and	Minang	2011）。REDD+

に利益をもたらす政策はほとんどの場合、農業や土地保有制度の改革といった、時に
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はより優先すべき別の政策目標の達成にもつながる。このような場合、補完的な目標

間でコストを配分することは困難である。

また別のアプローチとして、REDD+の必要経費を推計するという方法もある。これ

はある国で求められる政策・施策や構造改革の実施に必要なコストを評価することな

どを含む。しかしながら、このアプローチは問題を別のレベルに移行させるだけ、つま

り、公的な政策のコストと利益を比較可能な言葉で表現するだけである（Heinzerling	

and	 Ackerman	 2002）。このような比較可能性を達成するためには、どのようなコスト

分析であれ、公益につながる特定の政策（すなわち、社会インフラの整備や良いガバ

ナンスあるいは環境保護など）の社会的価値を定量化する必要がある。保健休養、楽

しさ、美しさなどはもとより、森林を失うことによる損失の不可逆性など、非金銭的な森

林固有の特性を捉え値段をつけるのはとても難しいことである（Ostrom	 and	 Ostrom	

1977）。

このようなことから、コスト評価はREDD+の政策に情報を提供しうる一方で、明ら

かな欠陥も持ち合わせている。つまり、潜在的価値の推計はある国家の森林資産を守

るための全てのコストと便益をとらえるものではなく、政策的背景によってはコストを

過小にも過大にも評価するおそれがある。多くの場合、特にコスト評価が各国政府もし

くはその他の利害関係者によって行われている場合、合理的な分析よりも彼らが望む

結果によって左右される（Box7.1参照）。

7.2.2　国際的なコスト評価
「エリアスレビュー」は、世界全体でREDD+を実施するコストについて、2020年ま

でに森林関連の排出を半分に減らすためには、１年あたり170～330億米ドル必要で

あると推計した（Eliasch	2008）。Kindermannら	（2008）は、世界全体のREDD+に要す

るコストを１年あたり130-210億ユーロ1と推計し、一方、欧州委員会は年間150-250

億ユーロと見積もっている（EC2008;	 ONFI	 2008）。これらの試算は１CO2トンあたり

の価格と土地利用転換に伴う一定のコストを仮定した上で、REDD+活動による総合的

な経済的削減ポテンシャルを評価したものである。しかしながら、実際の削減ポテンシ

ャルは、REDD+を通じた排出削減におけるさまざまな制約により、このような試算より

も少ないものになると見込まれる。このため、全球的なコスト評価が示しているのは、

短期ないしは中期的に現実的な排出削減ポテンシャルではなく、特定の炭素価格の

下での森林その他の土地利用活動による温室効果ガスの吸収と排出抑制の最大ポテ

ンシャルということになる。（Lubowski	 2008）。REDD+による排出削減ポテンシャルを

1 2012年4月現在、１ユーロ	=	1.32	米ドル
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Box 7.1　「REDD+にはいくらかかるか？」ということは（ほとんど）意味のない質問である。

アリルド・アンジェルセン

REDD+にはいくらかかるのだろうか？スターン・レビューが2006年に公表されて以降、多くの人々が

REDD+は気候変動緩和のための最も安い選択肢であると主張してきた。他の人々は、気候変動と森林地

域の住民の両方にとって、REDD+のメカニズムは予測不可能な結果をもたらす上に高くつくものだとと

らえている。では一体、誰が正しいのだろうか？

「REDD+にはいくらかかるか？」と問うことは「自動車はいくらするのか？」と問うことと同じくらい曖

昧なことである。つまりそれは、車種や台数、さらにそれらを製造、購入、運用するためのコストが含まれ

るのか、といったこと次第である。REDD+のコスト評価のほとんどが、スターン・レビューを含め、機会費

用すなわち、最も利益を上げるはずの他の土地利用からの利益、言い換えれば、保全されなかった森林

域から失われた収益、に着目している。REDD+を実践している国は、取引や運用のためのコスト、例えば

REDD+システムの確立や、REDD+を実現するために必要な政策を実施するためのコストも必要とするで

あろう。機会費用と実施コスト（機会費用を直接的に補償するためのものは除く）、取引コスト（政府及び

森林利用者のためのもの）を合計したものが、ある国が森林減少・劣化を防ぐために必要な全てのコス

トを推計したものとなる。

	しかし、REDD+の実施国の政府は、同じようにこの問いのバリエーション、すなわち、「REDD+にはど

れだけ予算が必要か？」ということに関心を持つと考えられる。機会費用は、このような質問に対しては

あてにならない指標であろう。なぜなら、それは選択される政策とその実効性によって変化するからであ

る。唯一の特別な場合、つまり仮想的な「完璧な」生態系・環境サービスに対する支払い（PES）のシステ

ムにおいてのみ、予算上のコストと機会費用とが同一となりうる。これは、取引コストをゼロとし、支払い

対象をこれから数年の間に森林を伐採する事を計画している森林利用者のみにしぼり、彼らの機会費

用について完全な情報が与えられることを仮定した上でのことである。このような推計はもちろん非常に

非現実的であり、実際には、PESシステムのコストは、土地所有権や他の諸条件が整っている状況下でさ

え、より高くなるものである。

REDD+政策として利用できるものは他にもたくさんある。政府は、森林転用のための許認可の発行

の停止、森林保護区域の設定、森林法や関連規制の執行の強化などの政策を、現在および将来の森林

利用者に対するいかなる補償もなしに実行することができる。この場合、予算上のコストは機会費用より

も低くなるかもしれない。あるいは、政府補助金をやめることにより、農地拡大がもたらす利益を減らすこ

ともできる。それは政府の予算を間違いなく節約することになるはずである。その他の農業政策、例えば

農業の集約化などは機会費用を超えるコストを必要とする可能性があるが、収穫量の増加や食料安全

保障と言った追加的な政策目標の達成に貢献できるかもしれない。

このように、「REDD+にはいくらかかるか？」という質問に答えるためには、状況と背景を正確に特定

しなければならない。第一に、社会全体、政府、地域の森林利用者、商品の取引者などのうち、誰のコスト

に着目するかによってコストは変化する。第二に、REDD+を実施するために選ばれた政策手段の組み合

わせとその実効性によってコストは変化する。第三に、必要な排出削減の規模とそれをどれだけ早く行

いたいかによって変化する。
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表7.1 国際的なREDD+による排出削減量の供給量(CO2ギガトン換算/年) (Meridian 

Institute 2009)

森林減少の回避(RED) REDD+

価格不明 3.5–4.9	(Grieg-Gran	2008)

１０米ドル/CO2

１トン未満
1.8	(Murray	et	al.	2009) 2.7	(McKinsey	and	Company	

2009)	[3.6*]

２０米ドル/CO2

１トン未満
2.5	(Murray	et	al.	2009) 4.3	(McKinsey	and	Company	

2009)	[5.2*]
1.6–4.3	(Kindermann	et	al.	
2008)

５０米ドル/CO2

１トン未満
2.8	(Kindermann	et	al.	2008) 4.6	(Sohngen	2009)

2.8	(Sohngen	2009)

2.9	(Murray	et	al.	2009)

１００米ドル/
CO2１トン以上
 潜在的なもの
も含む

4.5	(Tavoni	et	al.	2007) 7.2	(Tavoni	et	al.	2007)

3.1–4.7	(Kindermann	et	al.	
2008)

7.8	(McKinsey	and	Company	
2009)*

*泥炭地帯からの排出も含む

表すため、表7.1ではいくつかの異なる価格シナリオに基づき森林減少抑制による全

球的な排出削減量を示している。

国レベルで見ると、REDD+のコストは森林減少の地域的な要因はもとより、森林

の炭素蓄積量によっても変化する。例えば、インドネシアのREDD+の機会費用は森林

保全がヤシ油の生産と競合した場合に最も高くなる。機会費用はスマトラ島での小規

模自作農業における１CO2トンあたり0.49米ドルから、劣化した森林をアブラヤシ農

園に転換した場合の１CO2トンあたり19.6米ドルまでの幅がある（Olsen	 and	 Bishop	

2009）。一方、Nepstadら（2007）は、ブラジルアマゾンで森林減少を完全にくい止め

るためには１CO2トンあたり1.49米ドルを要するが、森林減少を将来予測レベルの94

％削減するためには約半分の１CO2トンあたり0.76米ドルで済むと推計している。

7.3　REDD+の資金を動員する

7.3.1　現在のREDD+のための資金源
現在、REDD+の資金には、さまざまなメカニズム（例えば税、炭素市場、排出権の競

売など）はもとより、公的・民間、国内・国際など、いくつかの資金源がある。ここでは、公

的セクター資金については公的機関が管理するメカニズムを通じた支払いと定義し、
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一方、民間セクター資金については公的セクターの手を経ないものと定義する。これら

の定義により、REDD+の資金は四つのカテゴリーに分けられる（図7.1参照）。国際公的

資金は、現在およそ年間30億米ドル計上されており、これには、UNFCCCの下で拠出

が表明されたものに加え、地球環境ファシリティ（GEF）や生物多様性条約などの他の

ルートからの資金も含まれる	(Parker	et	al.	2012)。これらの資金は、主として二国間お

よび多国間のチャンネルを通じて有償や無償で拠出されているが、成果に応じた支払

いシステムの活用はまだ限定的である。

二国間のプログラムやプロジェクトは現在、国際支援を受けているREDD+活動全

体の３分の２に資金を提供し、多国間の資金がその残りをまかなっている（Simula	

2010;	 PWC	 2011）。このような活動には、準備活動及び、それより少ないものの、政

策支援と「結果に応じた」支払いのパイロットプロジェクトが含まれている。国家レベル

では、ノルウェーが最も突出したREDD+への資金援助国である。2007年のCOP13で、

ノルウェー政府は国際気候・森林イニシアチブを立ち上げ、150億ノルウェークローネ

(26億米ドル)を5年間にわたって提供することを表明した。以来、ノルウェーはブラジ

ル、ガイアナ、インドネシア、メキシコ、タンザニアとの間に二国間協定を締結するととも

に、さまざまな多国間資金にも貢献してきた。ブラジル、ガイアナ、インドネシアとの各

二国間協定において、ノルウェーはREDD+の活動実績に対する支払いのアプローチ

を推進している。その他の主要な資金提供国としては、オーストラリア、フランス、欧州

委員会、ドイツ、日本、イギリス、アメリカが挙げられる。現在に至るまで、これらのドナー
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はほとんどが準備プログラム、政策開発、実証プロジェクトなどを支援している。今のと

ころ、ノルウェーの活動実績に応じた支払いロジックを受けて二国間協定に参入して

いる国は他にない。

REDD+のための国内もしくは国家の資金に関するデータはいまだ不足している。

なぜなら、発展途上国はREDD+への資金配分について一貫性のある報告をほとんど

行っていないためである。しかしながら、とりわけ新興の中所得経済諸国において、国

内資金が重要であることは明らかである。そこでは、国内資金がREDD+の国際貢献を

上回る。ブラジルは、モニタリングとインベントリ作成、法の執行と土地所有権の再編、

そして国家及び地域の森林減少抑制を目的とする計画のために毎年平均5億米ドル

を費やしていると報告している。メキシコは毎年ほぼブラジルと同様の額（４億６千万

米ドル）をプロアルボル新規植林プログラム、植林助成金、実証活動、計測システムと

いったさまざまなプログラムのために費やしている。インドネシアは15億米ドルを、森

林保護と劣化した土地の修復、中でも森林保護の活動のために費やしてきたと主張し

ている（PWC	 2011）。一方、中国は「退耕還林」のような政府主導の事業として、毎年

70億米ドルを水源保護のための新規植林活動および、「生態系補償メカニズム」に支

払っている（Parker	et	al.	2012）。

民間セクターは、将来、REDD+の資金においてより重要な役割を果たすことが期

待されている。しかし、現在の政策環境は民間セクターがREDD+への投資を行うため

のインセンティブをほとんど提供していない。自主的炭素市場に対して行われている

投資の中には、企業の社会的責任(CSR)や義務的な削減要求に対する事前対応など

の要因の組み合わせにより動機づけられているものもある（2010年においておよそ

1億4000万ドル）（Diaz	et	 al.	2011）。認証されたココア、コーヒー、木材、ヤシ油、大豆

など、森林減少要因に対抗することを目的とした間接的市場メカニズムは、同時に、民

間セクターよるREDD+のための拡大可能な資金源を提供する。これらのメカニズムは

現在、発展途上国の森林保全のために年間10億ドル以上の付加価値を生み出して

い	る。

7.3.2　REDD+資金の将来規模
REDD+に将来求められる資金の規模は、推計方法とそこに含まれる資金源によ

り大きく左右される。上述した公的・民間セクターによる資金源のカテゴリーにおい

て、REDD+の資金は、直接的・間接的な民間投資、市場と関連したあるいは市場と関連

していない公的資金の四つに分けられる（表7.2参照）。これらのさまざまな資金源か

らの資金をスケールアップするためには、異なる方法とツールが必要である。
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直接的市場メカニズムは、排出削減による直接的な収入を生み出す民間セクター

の資金であり、自主的なあるいは義務的な炭素市場を含む。これらのメカニズムは、規

制や森林炭素クレジットその他の直接的な森林環境サービスに対する増大する需要

を通じて資金を産み出す（例：生物多様性オフセット）。利用可能となる資金量は、これ

らのメカニズムに参加できる国の数、目標の野心度、炭素クレジットを受け入れる条

件、その他森林由来の生態系サービスに対する需要を産み出す要因によって左右さ

れる。

間接的市場メカニズムは、森林保全の価値とコーヒー、大豆、牛肉など旧来の市場

とを関連づけることによって資金を調達する。これらの関連市場における「森林フット

プリント」を軽減することにより、必ずしも排出削減の対価としてではないにせよ、森林

減少の抑制に対して資金が支払われることになる（たとえば持続可能なコーヒーや商

品に関する円卓会議など）。間接的な市場メカニズムは、グリーン商品を促進するため

の規制を需要サイドで実施することによって拡大しうる。例えば、欧州連合（EU)や中国

のような世界最大規模の大豆輸入国が国内で大豆の生産に持続可能性を求めるよう

な規制を行うことは、「森林減少ゼロ」大豆に向けた強いシグナルとなりうるだろ	う。

図7.2　REDD+への民間及び公的セクター資金
Parker	et	al.	(2009a)	and	Parker	et	al.	(2012)より改変

民間セクター 公的セクター

市場とリンク
・排出枠のオークション
・資金移転税
・炭素税及び炭素課金

非市場
・ODA及び国際気候基金
からの予算配分
・国内的な予算配分

直接的
・自主的及びコンプライアンス
市場
・水源涵養に対する支払い
・生物多様性オフセット

間接的
・グリーン商品
・認証木材
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市場型、あるいは非市場型のメカニズムは、いずれも公的セクター資金の形をと

る。つまり、資金自体は官民のさまざまな主体（例：税金その他の課金）から生み出され

るが、そのような歳入は公的セクターの機関が集約し、交付することになる。市場型メ

カニズムは森林と直接関係のない市場（例：排出権オークション、金融取引税など）か

ら資金を生み出す。これらのメカニズムを通じて提供される資金の規模は、競合する

政策課題間での調整によって左右される。例えば、金融取引税からの利益は現在、貧

困削減・生物多様性保全・地域経済の安定化などの重要な政策課題のために支出さ

れている。これらの課題との政策的な調整を行うことによって、このような歳入源からト

ータルで大きな利益を得ることを担保することができる。

 最後に、非市場メカニズムのカテゴリーは、政府開発援助や一般会計予算から

配分される国内予算など、「伝統的な」公的資金の形をとる。非市場メカニズムは純粋

表 7.2 REDD+の民間・公的部門でのメカニズムのもとでの資金量(10億米ドル/年) 

の 現状(2010年)と将来予測 (2020年)

部門 市場 尺度 2010年 2020年

民間 直接的 義務的市場 - 7.5a

自主的市場 0.14b 0.6
間接的 グリーン商品市場 1c 5d

民間部門総計 1.1 13.1
公的 市場とリンク

したもの、そ
の他

排出権オークション 0.04 1.5e

海運税 - 1.7
資金移転税 - 3.8f	
保険料税 - 1.7g	

非市場 国内政府の支出 10h 13i

公的開発援助 4.4j 10g

自然保護債務スワップ 0.02 0.36k

公的部門総計 14.5 32.1

註釈:	表は	Parker	et	al.	(2009a)	and	Parker	et	al.	(2012)より改変。	a)	森林炭素市場が創設され、3ギガトン

の二酸化炭素が25米ドル/CO2１トンで供給されることを想定、	b)	Diaz	et	al.	(2011)、c)	認証木材から3億米ド

ルと、全てのグリーン商品の30％相当として７億ドル、	d)	発展途上国において15–20%の市場の成長が継続

するとの前提に基づく、	e)	気候変動関連活動に対するオークションの潜在的収入が40%、発展途上国内で50%

、生態系ベースが28%;、	f) 低位の推計:ＥＵ全域にわたる資金移転税の5%	がREDD+に使われると仮定、	g)	

開発援助金が毎年3%の伸びを続け、そのうち5%が森林保護に使われることが前提、	h)		REDD+パートナーシ

ップのボランタリーREDD+データベースにおける最近のプレッジを含む。	http://	reddplusdatabase.	org/を参

照、	i)	保護地域に対する資金の増加予測に基づく、j)	経済協力開発機構の支援委員会データベースに基づく。	

www.oecd.org/dac/stats/rioconventions、	k)	１年あたり30%の増加に基づく。
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に政府主導であることから、生み出される資金のレベルは、各政府の政策的意思や森

林保全に対する国家目標の強さによって決まる。ただし国際的な規制（例：開発資金の

ためのモンテレー合意等）の下においても、資金拠出に関する約束が守られるという

保証はないのである。

REDD+の資金を動員するために最も重要なメカニズムを表7.2に示す。これらの資

金源のほとんどは国家的及び国際的に適用されうる。それがどのようなメカニズムを

通じて得られる資金であれ、その規模はREDD+ないしは森林保全が途上国・先進国の

双方において政策的に強制力のある義務でありつづけることができるかどうかという

ことに左右される。

短期的、中期的（2020年まで）に見て、公的セクターのメカニズムはREDD+の最も

大きな資金源であり、追加的な資金として１年あたり、90億米ドルが非市場メカニズ

ムから、70億米ドルが市場と関連したメカニズムから得られると見込まれる。その資金

の最大部分は、発展途上国の政府を通じて提供される可能性が高い。市場と関連した

メカニズムは将来REDD+に対する重要な資金源になると期待されているが、現在はま

だ形をなしていない。排出権のオークションを除けば、これらのメカニズムはREDD+の

実践者の所掌外にあるため、政策的に実現しがたい傾向がある。

民間セクターは、REDD+における重要な資金源として、2020年までに毎年130

億米ドルを追加的に生みだす可能性を持っている。炭素市場は、民間資金を動員し

REDD+を実現するための戦略として長年にわたり提案されている。表7.1に示す削減

ポテンシャルの推計を用いれば（炭素の価格を１CO2トンあたり25米ドルとする場

合）、炭素市場は2020年までに75億米ドルを提供しうる。Angelsenら（2012）は、仮

にREDD+クレジットが国際炭素市場で取引できるようになった場合、森林減少による

排出はシナリオによってはBAUシナリオ（2005年レベルと比較し42-71％）と比較し

22-62％まで削減されうることを明らかにした。しかしながら、効果的な炭素市場が確

立されるかどうかは、REDD+オフセットが国際炭素市場に受け入れられるかどうかに

かかっている。

しかしながら現時点では、全球的な炭素市場もなければ、新たな全球的システ

ム	が生まれる兆しも見られない。米国は気候変動法を制定しておらず、EUは2020年

以降にしか排出権取引システムをREDD+とつなげようと考えていないため、炭素市場

は短期的には限られた資金提供しか保障することができない。REDD+を炭素市場に

つなげるためにはまた、セーフガードや需給の規制を伴うREDD+クレジットの枠組み

の試行に立脚した慎重な評価を必要とするであろう。REDD+に特定の資金提供手段
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がない中で、REDD+のための長期安定的な資金を求める戦略は、国家および地域レ

ベルでの投資インセンティブへと目を向けつつある。

REDD+におけるその他の主要な民間セクターの資金源は、間接的な市場メカニズ

ムを通じて提供されるであろう。データが限られているため、「グリーン商品」による資

金提供の規模を推測することは難しい。しかしながら、環境に責任ある大豆、ヤシ油、

砂糖などのための円卓会議といった認証商品の伸びは、控えめに見積もっても、2020

年までに間接的な市場メカニズムが１年あたり50億米ドルを追加しうることを示唆し

ている。

7.4　REDD+資金の利用

7.4.1　資金の配分
REDD+資金を動員できるかどうかは、資金配分と供与に密接に関っている。資金

配分というのは、各国間でのREDD+資金の配分だけでなく、一つの国の中での関連

する政策や戦略、プログラムの間の配分をも意味する。資金動員メカニズムのなかに

は、最初から資金配分について特定の指向を含むものもある。クリーン開発メカニズム

（CDM）の経験が示しているように、炭素市場からの資金提供の大部分は、健全な行

政機構と司法制度を持ち、かつ、排出量が高く、投資環境の好ましい国に供与される。

炭素市場を通じたプロジェクトに対する直接投資もまた、森林減少が激しく、森林炭素

蓄積量が高く、地域の森林減少要因が明確に特定でき、かつ、プロジェクトの置かれた

状況の中で漏出と永続性を監視し管理することができるような地域を指向する。「生態

系サービスに対する支払い（PES）」に基づく国家システムの経験においても、土地の

所属と所有権が明確であることが植林や森林保全スキームに向けた投資を促進する

ための追加的な条件であることを示している。

二国間協力において、援助国はあらかじめ選択した相手国に対する支払いを好む

傾向にある。公的基金や国家予算に流れ込むREDD+資金は、森林炭素の損失の防止

に取り組む複数のセクター間に配分されなければならない。このような資金配分は一

般に、国内における排出削減のポテンシャルとコスト、政策的な受け入れ能力と関与

の度合い、さらには利害関係者からの意見を反映した、活動の優先順位に従うことに

なる。国家予算は、例えば、統合的な土地利用計画への取り組み、地目や土地所有権

の明確化、制度の強化、関係者の能力形成など、投資環境の整備に貢献しうる。これら

の活動は多様な目的に貢献し、長期にわたって実行され、森林減少の直接的な要因よ

りもむしろ潜在的な要因に対して働きかける。ODA資金が上記のプロセスを支援する

一方、国際気候変動対策のための拠出資金はおそらく、森林減少の原因に対するより
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直接的な活動に使われるであろう。これには、農業生産性の向上のための投資、代替

的な社会インフラ整備のための資金、地域コミュニティーへの代替収入源の創出など

が含まれるかもしれない。

	現時点では、REDD+の資金の大半はブラジル、コンゴ民主共和国、インドネシアに

提供されている(REDD+	 Partnership	 2011)。これらの国々は最も重要な三つの熱帯

林地域（アマゾン、コンゴ盆地、東南アジア）を代表し、世界の森林由来の排出の約半

分を背負っている。これらの国々に対する巨大な資金配分は、これらの国における排

出削減ポテンシャルを反映している。ただし、排出削減ポテンシャルがより小さいけれ

どもより努力している他の国々と比べ、必ずしも態勢が整っているとは言えない。ノル

ウェーがガイアナとの間で締結した戦略的協定は、これとは反対に排出量の少ない小

さな森林国に対する政策的な努力に対して見返りを与えるものである。

7.4.2　REDD+資金の支払い
REDD+資金の支払いは、国際的あるいは各国の基金2、二国間のプログラム及び

民間セクターによる直接的なインセンティブなどにより、REDD+資金を各国に、また、

各国内での最終的な受益者に供与する。

国際的・地域的基金は、国際的な資金提供機関によって運営されているものであ

り、例えば、森林炭素パートナーシップ基金（FCPF）、UN-REDD+プログラム、コンゴ盆

地基金などが挙げられる。REDD+の資金を実施国内の活動主体に供与することは非

常に時間のかかるプロセスであるため、国際的なプログラムへの資金拠出は出資者に

とって魅力的であるが、資金が実際に用いられるまでには相当な遅れが生じる可能性

がある。FCPFの評価において、利害関係者の67％は適切なタイミングで資金が供与さ

れなかったと述べている（NORDECO	2011）。

二国間の機関（例：フランス開発庁、ドイツ復興クレジット機関、米国国際開発庁）

を通じた資金供与は、新規のREDD+に特化したプログラムに対する支援に比べ戦略

的ではないものの、とりわけ資金が既存のプログラムや、体制や評価メカニズムによ

って供与される場合には迅速な資金拠出が可能となる。ノルウェーとインドネシアと

のパートナーシップが示すように、革新的なガバナンスと供与メカニズムというもの

は、長期の準備期間を必要とするが、そのことは過小評価されがちである。アマゾン

基金のように、各国が実績のある地元の専門機関を使って資金を管理する場合でさ

え、REDD+の目新しさと新たな実施主体やパフォーマンス指標の必要性が資金供与

2 例としては、国家気候変動基金	（UNDP	2011年）	の設立のための国連開発計画の提案を参

照。
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に遅れを生じさせ、期待を裏切る原因となりがちである。（実施主体が、GEFなど既存

の環境プログラムでその支払いサイクルの遅さに慣れていれば、それほど失望するこ

とはないかもしれないが。）

資金の流れにおけるさらなる障壁としては、中継機関の非効率、資金消化能力の

欠如、学習期間における避けがたい「産みの苦しみ」（The	Prince’s	Rainforest	Project	

2011）が挙げられる。REDD+の実施を成功させるために必要となる政治的な支援や

利害関係者による支援のレベルに対して、協議や合意形成のために必要な時間はし

ばしば過小評価されてきた。延々と連なる官僚的足かせ、投資受け入れ準備の整って

いるREDD+のプログラムの欠如に加え、このような供与の遅れがあることは、国際的な

REDD+の資金供与がREDD+に対する拠出表明に対して著しく遅れていることを意味

している。

さらに、開発援助の効果を改善するための提言が、気候変動対策のための資金全

般、特にREDD+資金の利用に活かされていないという明らかな問題がある。また同時

に、REDD+の資金メカニズムの特性として、プロジェクトベースであり、使途が限定され

るということは、各国が既存の国家システムではなく、特別な資金管理体制を構築する

必要があることを意味している。

 端的に言えば、REDD+の資金戦略の構築や綿密な連絡と調整、体制整備や能

力開発を通じて、受益国と援助国の双方が利益を得ることができることは明らかであ

る。REDD+資金の透明かつ責任ある利用のためには、外部の支援者の要求を満たす

のみならず、各国の状況に対応することがとりわけ必要とされているのである。

7.4.3　国家機関の役割
REDD+が成功するかどうかは、REDD+による排出削減を大規模かつ効果的・効

率的・公正な方法で行うことのできる国家政策や機関の有無にかかっている。資金供

与のための効果的な窓口と受け入れ能力が求められ、それらはいずれも透明かつシ

ンプルであると同時に地域の要求や活動の規模に対して適切かつ柔軟に対応できる

ようなルールと手続きおよびセーフガードによって裏打ちされていなければならない

（The	Prince’s	Rainforest	Project	2011）。

国家資金拠出のメカニズムは、一般的なガバナンスの再編やセクター別の施策、さ

らには直接的な財政出動によるインセンティブプログラムとリンクさせることができる

であろう。ガバナンス再編の場合は、主として公的セクターの能力と資源を強化するた

めに資金が使われるであろう。セクター別の施策は、森林炭素を減少させる要因に対

処するとともに、森林減少を加速するようなインセンティブを取り除き、計画とセーフ
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Box7.2　コンゴ民主共和国に対するREDD+資金供与

アンドレ・アクイノ

コンゴ民主共和国でのREDD+のプロセスは、環境・自然保全・観光省によって主導さ

れ、国家REDD+調整ユニットを通じて国内外の専門家が配置されている。国家REDD+戦

略はいまだ策定中であり、全体的なREDD+達成のためのコストもまだ明らかではない。事

実上、REDD+のための資金はすべて国際的援助機関から供与され、これまでに民間セク

ターの参加はほとんど見られない。コンゴのある民間企業が主導するアグロフォレストリ

ーCDMプロジェクトは注目すべき例外である。

REDD+の準備に必要な金額は、2300万米ドルと試算され、主としてFCPFとUN-

REDD+プログラムによって資金提供が行われている。コンゴ盆地森林基金はおよそ3500

万米ドルを一連のREDD+パイロットプロジェクトに対して提供し、一方、世界銀行とアフリ

カ開発銀行によって実行される森林投資プログラムは6000万米ドルをキンシャサ、キシ

ャンガニ、カナンガのムジ・マーイというコンゴの３つの大都市に対して提供するであろ

う。排出削減のための「結果に応じた」支払いはいまだ将来目標であるが、同国は準国レ

ベルのREDD+プログラムを通じてFCPFの炭素基金を得ることに関心を示している。

資金の拠出をめぐってはいくつかの大きな課題が存在する。資金源と受託者の多様

さと、さまざまな援助機関から要求されるさまざまな報告手続きにより、全体的な調整に

大きな費用がかかる。セーフガードをどのように行うかといったことを含めて、国家レベル

でREDD+資金を運用することに対する国際的な不確実性は、支払いの遅れにつながって

いる。不十分な国家の信託管理能力はこの課題をより困難なものとする。コンゴ民主共和

国は国家REDD+ユニットに多様な資金源との調整を行う権限を保証し、環境省による既

存の信託機関に信託管理のアウトソーシングを行い、さらに、中心的な職員の能力向上を

はかることで、拠出の遅れを防ごうとしている。

将来を見通し、コンゴ民主共和国は、参加型資金配分メカニズムに根ざし、かつ新た

な国家戦略に沿った国家資金を提供するための強力な制度的能力を持つ、独立した国

家REDD+基金を確立することを計画している。資金の大部分は国際的援助機関から提供

されることが期待されているが、これらの資金は、まず政策改革、組織的な能力形成、代替

的な中間指標を条件とすべきであろう。時間とともに、組織的能力が形成されるに従って、

資金は検証可能な排出削減支払いのスキームへと進化しうるであろう。このような基金と

並行して、コンゴ民主共和国は、透明な国家登録簿の確立といった炭素取引を規制する

ための国内体制の枠組みの下で、様々な市場（自主的で新興かつ制限付きの）での炭素

取引を行うことを許可していくであろう。
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表7.3  REDD+のニーズの要約 (Meridian Institute 2009から改変)

REDD+準備コスト REDD+実施コスト

フェーズ	1:	
準備および初期コスト、現行
の能力形成及び体制の強化
に係るコスト：

フェーズ	2:	
政策・措置

フェーズ	3:	
結果に応じた支
払い

目的 REDD+への参加を可能にす
る、政策オプションの評価、
戦略策定と合意形成
REDD+活動の実践と監視を
成功させるための能力の確
立と維持

条件整備、森林
ガバナンスと森
林管理の改善、
投資を通じた森
林減少の促進
者の特定	

排出削減に応じ
た補償

排出削減 土地利用に関する排出に関
しては全くもしくはほとんど
影響しない

排出をより間接
的にするか、遅
らせる可能性が
ある

排出削減と明
確にリンクして
いる必要

資金ニーズ ほとんどの場合非市場的な
初期費用が必要である

異なる種類の資
金が組み合わ
せて使われる

支払いは事後
直接市場や間
接的市場資金

ガードを導入することを目指す。さらには、特定の活動（例：植林・モニタリング及び保

全）を実施したり、もしくは特定の活動（例：土地開発・伐採）を抑制したりしたグループ

に対する直接的な財政的インセンティブを設けることもできるであろう。

短期的には、国際的もしくは二国間の仲介者が準備資金の支出において重要な役

割を果たし続けるであろう。しかしながら、長期的なREDD+の資金については国家機

関により配分、拠出される必要があるであろう。国際的な財政支援は政策的変化を促

すことに役立つかもしれないが、一方で、REDD+戦略は各国主導でその国のニーズと

優先順位を考慮に入れたものでなければならない。国内機関は資金を動員し拠出す

るうえで欠かすことのできない機構であり、国際的に認められた信用基準に合意して

いなければならない。ブラジルのアマゾン基金は、他の場合では国際的な機関に任さ

れている多くの資金的・技術的な役割を国内基金に任せた例である。国家体制の弱い

国では、REDD+の資金管理・配分について世界銀行や国連、二カ国間支援プログラム

のような仲介機関に長期間にわたり頼らざるを得ないであろう（Box	7.2	参照）。
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7.5 結論： REDD+資金を政策とプログラムにつなげる
2009年のコペンハーゲン合意において、先進国は、2010～2012年にかけて

のREDD+の準備段階の間に35億米ドルの早期立ち上げ資金を拠出することを宣

言した（REDD+の実施フェーズと資金の関係については、表7.3を参照）。しかしなが

ら、2011年末（拠出表明された金額は41億7000万米ドルに達していた）に特定の国

や基金に対して配分・承認された額は4億4600万米ドルにすぎなかった（Nakhoda	

et	 al.	 2011）。提供された資金の大部分はいまだ国際的な信託基金、国家予算や受益

国の基金によって留保されており、2012年末までに拠出される見込みはなさそうであ

る。このように、国際的な拠出表明は必要金額にかなり不足している一方で、既に表明

された資金について、その執行には大きな問題があるといえる。

森林減少からの排出を削減するための全体的なコストは、想定される支出タイプ

や選択した政策の組み合わせのタイプと実効性によって左右される。先進国にせよ発

展途上国にせよ、大多数の国家は、REDD+をどのように実施するかということについて

明確な戦略を持ちあわせていない。そのため、国際的、国内的なREDD+資金の必要額

を特定するのは困難である。しかしながら、REDD+の長期的な資金確保の問題が未解

決であることは明らかである。REDD+の実施に係るコストは、最も控えめに見積もって

も早期立ち上げ資金として拠出表明された41億7000万米ドルを優に超えている。こ

のため、供与方法と窓口の開発、国際的・国内的な体制の構築と強化、堅固な資金メカ

ニズムおよび政策形成はREDD+成功の長期的な成功の条件となることはもとより、短

期的な進捗のための鍵となる。

短期および中期（少なくとも2020年まで）的には、REDD+の資金は、さまざまなル

ールに従い、異なる実施主体を対象とする複数の資金源から提供されるであろう。こ

の資金の大部分は先進国の国家予算から支出される必要がある。このような資金の

規模は、先進国の持続的な政治意志、各国および国際的な気候変動目標の野心度合

い、新たな資金源からの資金を得るためのメカニズムを適用する能力などによって左

右されるであろう。豊かな資金を持つ発展途上国は独自のREDD+のプログラムに対し

て資金を提供し続けるであろう。脆弱な国家への資金提供も、非常に重要な政治経済

的変革を目的とした新たな政策や改革に対して投資するインセンティブを創出するた

めに構築されうるであろう。資金はそれに対し応えることができそうな者に対して供与

されるであろう。例えば、農家やコミュニティーや民間団体などを含む現場の経済的な

主体がそれに該当する(Karsenty	 and	Ongolo	 2012)。国家レベル及び地域レベルで

REDD+活動を形成するための追加的な支援は自主的炭素市場の取引から生ずる可
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能性がある。カリフォルニア州政府によってはじめられた「州知事気候・森林タスクフォ

ース」と、アジアで新たに生まれつつある地域炭素市場は準国レベルの実践における

興味深い例を示している。

端的に言って、REDD+が手っ取り早く安価な排出削減に対して直接的資金提供を

行うものになるとは考えにくい。それでもなお、REDD+は森林減少の構造的な原因に

対処し、森林資源政策において変革のプロセスをはじめようとする各国にとって重要

な機会を与えるものである。国際的な支援がなくても活動することができる国では、政

府は国家規模での結果に応じた支払いを指向するであろう（フェーズ３）。しかしなが

ら、多くの国においてはプロジェクトの策定と政策再編の両面において支援が必要で

あろう（フェーズ２）。この先数年の間、REDD+の実施は拡大するものの、法的拘束力の

あるREDD+のための国際的な政策枠組みはいまだ存在せず、REDD+資金は森林減少

の原因に対抗するために民間部門と直接協働するさまざまな資金源に頼らざるを得

ないであろう。

（訳 塚田直子）


