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第8章

利益享受者は誰であるべきか？
REDD+利益配分をめぐる言説
セシリア・ルッテル、
ラッセ・ロフト、マリア・フルナンダ・ゲバラ、
デメトリウス・クゥエカ

•

REDD+において有効な利益配分メカニズムを設計するには、REDD+が何を目的と
しているのかという問いに答える必要がある。
その目的によって利益と費用の配分
メカニズムの設計は大きく影響を受ける。

•

利益には金銭以外のものも含まれる。初期段階に世帯への直接支払いが行われ
ている REDD+プロジェクト事例もあり、利益配分に関するさまざまな活動に注意
を払う必要がある。

•

意思決定を行う機関とその過程の正統性が非常に重要である。
どの機関が意思決
定の権利を持つのか、手続上の権利に配慮しているのか、合意とともに法的な明
確性が求められている。
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第2部: REDD+を実施する

8.1 はじめに
利益配分はREDD+が直面する「最も挑戦的な難関の一つ」
と認識されている
(Costenbader 2011)。利益配分は炭素排出削減のためのインセンティブを生み
出すために有効であるが、公平に行われなければ、REDD+を支える正統性や支援
を損ないかねない。加えて利益配分はREDD+に関連する漏出（Leakage、
リーケー
ジ）の回避にもつながり、炭素排出削減の永続性を確かにするものである(Peskett
2011a)。
利益配分はREDD+だけに特有の概念ではない。多くの自然資源分野（例えば鉱
山、石油、保全、開発プロジェクト）や多くの政府機関が税制や補助金制度で扱って
いる。
これらの経験から学ぶことは多い（例えばLindhjem et al. 2010を参照）。他
の分野でも同様に、REDD+での利益配分に関する問題として、利益の定義、正統な
利益享受者の定義、効果的な配分費用、資金移動のために必要とされる組織構造、
意思決定・実施プロセスなどが議論されている(Lindhjem 2010; Peskett 2011a;
Vatn and Vedeld 2011を参照)。
第8章では、各国のREDD+プロジェクトにおいて、国、準国レベルで行われてい
る利益と費用を配分する政策や制度について提示する。主に利益と費用の配分を
めぐる言説に焦点をおいて議論を進める。
ここでは「世界を理解するために共有さ
れた方法」
として
「言説」
を定義する
（Dryzek, 1997:8）。8.2節では、鍵となる概念の
定義と、資金配分のための組織的準備について説明する。8.3節では利益と費用の
配分と、利益配分メカニズムの設計での異なる言説が意味するものについて明ら
かにする。8.4節では意思決定プロセスでの正統性の重要性と、
これらの言説の背
後にある有効性、効率性、公平性間のトレードオフについて見ていく。最後に、利益
配分にまつわる異なる言説によるトレードオフについてまとめ、設計過程での正統
性の重要性を強調し、結論としている。
本章はCIFORのREDD+の多国間比較研究（Global Comparative Study: GCS）
と7カ国22プロジェクトサイトの事例によるものである
（詳細は付録参照）。表8.1は
対象国における、現在の国、準国レベルでの利益配分に関する政策と実践につい
て説明している。本章で使われているデータは国、
プロジェクト、村落レベルで集め
られており、二次的資料の調査、関係者へのインタビュー、国レベルでの政策分析
によって補足している。

利益享受者は誰であるべきか？

8.2

背景説明

8.2.1 REDD+における利益と費用の定義
本章ではREDD+における利益配分を、REDD+の実施によって直接的・間接的
に受ける純利益として定義している。その上で、利益を次の二種類に分類している。
一つ目は、REDD+に関する国際的、国レベルでの資金措置からの金銭的な利益であ
り、森林炭素クレジットの販売、REDD準備活動資金、政策改革、排出削減への支払
いなども含まれている。二つ目は、REDD+が森林管理を持続的にすることで、特定の
森林産物(非木材森林産物)の入手が容易になるといった効果をもたらし、炭素以外
の生態系サービスによる便益を提供する。REDD+利益配分で鍵となる定義や概念
について、Box 8.1に整理して示す。
REDD+実施には異なる関係者や段階で費用負担が発生する。繰り返しになる
が、REDD+実施の直接的な金銭的な費用と、REDD+下の林地や森林資源利用の変
化による費用とに概念的に分けることができる。後者は特に、排出削減のための森
林利用制限による損失の機会費用を指す。直接的な費用には手続と実施のための
費用が含まれる。実施費用には、政府や事業主による機会費用の補償も含まれてい
るため、二重計上に注意すべきである
（Box 8.1、Box7.1を参照）。
他にもi)国への費用、ii)個々の構成員への費用、iii)政府機関の予算（表8.2を参
照）
といった区別ができる。異なる構成員、異なる階層間の異なる種類の費用を混
同すると純利益の推定を誤ることにもつながりかねない（7章、Box 7.1）
本章では利益配分メカニズムをREDD+プログラム資金やその他の純利益を
配分する制度化した手段、ガバナンスや装置として定義している（Vhugen et al.
2011）。それらには生態系サービスに対する支払い（PES）や参加型森林管理
（PFM）、保護地域・開発統合プロジェクト
（ICDPs）
も含まれている(IUCN 2009)。他
の利益配分メカニズムは政策プロセスとも関連しており、例えばある特定の森林減
少と劣化を食止めるための財政的インセンティブや政策誘導などのガバナンスの
改革なども含まれる
（Chagas et al. 2011）。
Lindhjem et al. (2010)では、利益配分を二つの本質的な属性から特徴づけてい
る。国と地方の利害関係者の間での垂直的な利益配分と、
コミュニティ、世帯、他の
地域の利害関係者の間での水平的な利益配分である。垂直的利益関係において、
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森林法、REDD+国家戦略策定が進行
中である。利益配分に関する立場は不
明だが、セーフガードの一環として捉
えている。炭素権を規定する国内法は
未採択だが、関連法案が採択された
州もある

2009年と2012年の林業省令は、
REDD+プロジェクトは大臣認可を必要
と規定している。2012年5月現在、認
可申請を行ったプロジェクトはない。財
務省（2009）は国および準国レベルの
参照排出レベルの設定を提案してい
る。林業省は炭素クレジットからの資
金を受けることができる生態回復コン
セッションを認可している。
ただし、炭
素が国有財産か、
また国が規制すべも
のかどうかは明瞭ではない

REDD+国家戦略案は協議の結果、利
益を地方自治体と森林コミュニティ、
自然資源管理委員会、森林保全組織
に配分することを提案し、利益配分に
ついて多様な利害関係者が参加する
作業部会が設置されている。首相決定
380、法令99により、省レベルでPESが
試験的に導入されている

インドネシア

ベトナム

関連法案と国レベルの提案

プロジェクトはボランタリー市場の期
待から外れてきている。UN-REDDや
NGO・SNVは利益配分に関して異なるア
プローチを取っており、
ゲームシナリオを
使った、異なるオプション対するコミュニ
ティの受容度を調べ、排出削減と社会環
境インパクトに基づいた支払いの計算
を助ける
「R coefficient（R 係数）
」の利
用を試みている(UN-REDD Programme
2010)

いくつもの（公的、私的資金による）
プロ
ジェクトが国の決定に先立って進んでお
り、林業省の許可のないものもある。
アチ
ェのウル・マセンプロジェクトは、地方政
府によるプロジェクトに中央政府を通さ
ず、直接国際的な資金が提供されている
事例である(Peskett 2011b)

州や準州レベルでは、直接的なPES制度
を含め、
プロジェクト独自の利益配分方
法を定義している

REDD+の実施と活動

調査対象五カ国におけるREDD+利益配分政策と実施の概要

UN-REDDプログラム
（2010）は、
（国家予算
の支出ではなく）多様な利害関係者によって
構成される組織が管理する国レベルの基金
を提案している。収入は、省別の実績に相応
して配分される

REDD+国家戦略案が策定過程にある。
ノルウ
ェーとの合意のもと、大統領令によるREDD+
特別作業部会が、資金システムを設計してい
る。
これらの資金は国家予算外であることが
多く、通常の政府資金移転機構では管理され
ていない。2009年の林業省令は、REDD+プ
ロジェクトも森林分類に応じて収入を配分す
るよう規定している。
だたし、
この林業省令は
財務省から問題が指摘されている。2012年
の林業省令では、森林炭素蓄積からの非課税
所得に関する利益配分について、新たな省令
で規制するとしている

公的資金はアマゾン基金（AF）
と小農への直
接支払制度「Bolsa Verde」
を通じて提供され
ている。AF資金は国家経済開発銀行(BNDES)
から、森林投資プログラム(FIP)資金は財務省
を通じ提供されている

資金調達制度に対する提案
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タンザニアの国家REDD+フレームワー
クでは、次の二つの選択肢が提案され
ている。i)排出削減量に応じてコミュニ
ティに資金を交付する。ii)生態条件の
違いと公平性の問題に配慮するため
に投入に応じて配分する。
フレームワ
ークでは、金銭的な利益よりも物品に
よる利益を提案している

国家REDD+プログラムの設計が進行
中である。利益配分の仕組みづくりは
遅れている。慣習権に応じた炭素権付
与の可否は不明であり、規制案では、
政府が炭素売買を規制し、炭素の権
利は土地保有者に帰属するとしてい
る(Covington and Baker&McKenzie
2009)

タンザニア

パプアニューギ
ニア

関連法案と国レベルの提案

2012年5月現在、政府公式プロジェクト
はないが、NGOやボランタリー市場プロ
ジェクトでは、独自の配分方式を決めつ
つある

REDD+プロジェクトの半数以上が、村有
林でのコミュニティ森林管理（CBFM）の
もとに行われており、利益配分はCBFM
ガイドラインに準じて実施されるため、
コミュニティは100%の収入を得ること
ができる。国有地での利益配分は政府と
コミュニティの間で共同森林管理（Joint
Forest Management）
ガイドライン（作成
中）に従って実施される

REDD+の実施と活動

信託基金または援助国による調整委員会は
まだ設立されていない。地域社会グループ
は、REDD+資金団体は独立を保ち、多様な利
害関係者が関わるものでなくてはならない
としている。専門家検討委員会によるPESモ
デル提案には次の二つの資金の流れがある
(ECG 2011) 。
ボランタリーな市場と
（初期の
ボランタリー市場の配分が組み込んだ）国の
関与によるPESとの継続である

国家REDD+フレームワークは、買い手から資
金を受け取りコミュニティや実施者に対して
資金を分配する、国家信託基金の設立を提案
している。REDD+戦略ではこの非市場アプロ
ーチを推しているが、REDDプロジェクト実施
者は信託基金と市場アプローチの両方を提
案している

資金調達制度に対する提案

利益享受者は誰であるべきか？
|
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Box 8.1 REDD+利益配分で鍵となる概念
REDD+の既存研究における利益の定義では、排出削減や炭素固定量増加に
対する金銭的利益のみが指摘されていることが多い(Streck 2009; Lindhjem et al.
2010; Peskett 2011a)。
しかし、国もしくは現場レベルでのREDD+活動の実施によ
る、直接的な金銭的利益に加えて、下記に示す幅広い利益をもたらしうる(表8.2を参
照)。

••

REDD+実施による直接的な利益。雇用、生活改善、非木材産物や薪・飼料などを
含む生態系サービスからの直接的な利益

••

ガバナンスの改善による間接的な利益。例えばREDD+準備段階での所有権や法
の執行強化と、インフラ整備による利益や意思決定への参画。土壌保全や水質、
多様性保全、気候の安定などの間接的な生態系サービス

直接的・間接的利益には、金銭的、非金銭的利益がある。金銭的利益は金銭で価
値を計れるものであり、非金銭的利益は金銭で計ることの難しいものである
（例えば
自然資産の向上や技術の進展、知識など）
REDD+実施には下記の費用が含まれる。

••

機会費用：純利益は、森林を他の土地利用に転換しないことで生じる費用が差し
引かれたものである(Börner et al. 2010)。機会費用は地域や国の森林減少の要
因によって異なる。

••

取引費用：REDD+支払いを含む取引に必要な費用や外部者への費用、つまり市
場管理やREDD+プログラムが達成した炭素排出削減に基づく支払いをおこなう
仕組みが必要となる(Pagiola and Bosquet 2009)。

••

実施費用：
「森林減少を食止め、排出削減に直結する活動」の費用(Pagiola and
Bosquet 2009:3)。森林を違法伐採から守るための費用、天然林での伐採を再配
置する費用が含まれる。実施費用には、機会費用や取引費用を補償する費用も
含まれ、異なる３つの費用が重複することもある。

費用回収（補償）
と利益発生時（REDD+レント）の配分を区別すべきと指摘する研
究者もいる。
またREDD+システムでは、費用補償がすべて完了するまでは、理論的に

利益享受者は誰であるべきか？

余剰レントを提供すべきでないという議論もある。
この議論は、資金の限られている
国際的なメカニズムで、有効性を追求するとREDD+レントが最小化されるという、利
益配分が抱えている概念的なジレンマを示している(Meridian Institute 2009)。
この
ように純益を生み出す資源としてREDD+を捉えることは問題である。
純機会費用を計算する際に、森林保護費用からコベネフィット負担分を除くと、
価値が高くみえてしまう(Pagiola and Bosquet 2009:15)。
コミュニティがREDD+下で
も十分生活できるような様々な非炭素利益も含めた、資金以外の補償も必要とされ
ている。

二酸化炭素排出削減のための直接的費用とREDD+に必要なガバナンスや政策強化
の費用を適切な配分によっていかにバランスをとるかが問われている。
（Gregersen

et al. 2010; Karsenty and Ongolo 2012）。
ガバナンス強化には所有権の明確化、法の執行強化も含まれる。実際に、調査対
象のどの国もPESや関連する補償スキームの導入に必要な政策、両方の利益配分に
ついて関心を示している。各国の特徴と森林減少の要因によって、二つの利益配分
の度合いが変わってくる。例えば、
インドネシアとカメルーンでは、森林減少と劣化の
多くは、州や国有地の土地権の執行の弱いところで、違法的または半ば違法的に起
きている。
そのため、成果に応じた利益配分メカニズムが実現可能になる前に、法律
の執行強化、土地権の明確化、農業の集約化が求められている。
ブラジルの国家政
策においても、政策と法の執行の強化に注力している一方で、ベトナムなどの国は、
現在のところPESアプローチを重視している。
表8.3では、REDD+プロジェクトについて、その計画段階もしくは現在実施してい
る利益配分メカニズムを載せている。調査時には、一プロジェクトのみが世帯への直
接支払いを実施していた。現在インドネシアで実施されている五つのプロジェクトで
は現金支払いを伴うものはなかった。 REDDを推進する各国では、PESシステム導入
に必要とされる、能力向上、代替生計支援、所有権強化などを利益として定義してい
た。
これは、REDD+が準備活動から実際の炭素排出削減に基づく支払いへと変化す
るにつれて、利益配分メカニズムも変化しうることを意味している。

|
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利益の例

利益配分の管理・モニタリングなど、現場での
REDD+活動の実施に関与
土地権の定義、活動の許可・評価、適切な参画
者の認定など、REDD+に必要な介入の実施へ
の参画
REDD+プロジェクトの設計と実施を担当。
REDD+活動資金の管理
法の執行に責任を担う組織や個人、森林減少の
監視や処罰、罰金の適用
政策措置の設計と実施（補助金撤廃、伐採モラ
トリアムの導入など）
既定の活動と収入

地方自治体や地方政府と行政組織

プロジェクト計画者/実践者（地域、準国レベル）

法の執行を担う地方行政機関や個人

中央政府

一般大衆

自然資産に関する世代間の利益、森林からのコ
ベネフィット

REDD+準備活動への支払い、森林からのコベネ
フィット、税金と使用料、経済と組織への相乗効
果、非炭素生態系サービスの創出

仕事、純利益、能力開発、技術移転

仕事、能力開発、資産の拡充、技術改善

仕事、地域の設備改善、能力開発、資金移転、非
炭素生態系サービスの生成

直接的なインセンティブとしての支払い。物品で
の利益、仕事、その他の相乗効果

直接的な炭素排出削減および蓄積の提供者は、 直接的利益、物品による利益、REDD+活動から
土地利用変化や現場でのREDD+活動を担当
の生産物販売による利益、技術移転、権利強化、
仕事、非炭素生態系サービスの生成

可能な役割と費用負担

村落組織とコミュニティ

（伝統的コミュニティ、先住民、土地所有者など）

REDD+サービスの提供者とコベネフィット

潜在的なREDD+受益者

|

表8.2 潜在的なREDD+受益者およびとその人々に関係する利益と費用の事例
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8.2.2

資金の流れに関する仕組み

REDD+実施による純利益と実施費用の異なる利害関係者への配分には二つの側
面がある。国際的な資金メカニズムからの利益と森林管理を持続的に改善することに
よる利益である。
そのため「利益配分メカニズム」
という用語はREDD+実施資金と純利
益を配分するために様々な制度化した手段、
ガバナンス、装置という意味を含んでい
る。前者では、国際、国内資金配分の組織的な調整に依存している。後者では、配分方
針を含め、REDD+実施に選ばれた特定の利益配分メカニズムによっている。本章では
主に後者を注視しているが、
この節では国レベルから準国レベルへの資金配分のため
のガバナンスや組織的な配置が必要という提案について議論している。
提案は主に次の四つに分けることができる
（詳しくは図8.1と表8.1）
。
1.

クリーン開発メカニズム
（CDM）
といったプロジェクトに基づくメカニズムや、ペル
ー、
タンザニアなどで実施されている自主的な市場メカニズム。

2.

国家行政から独立した資金として運用されているもの、例えば既存の自然保護基
金やタンザニアで提案されている信託基金（表8.1を参照）。

3.

国家行政に依存した資金で、国家に直接供与でき、独立委員会によって、供与
先を決めているもの。例えばブラジルのアマゾン基金やペルーの国家環境基金
（FONAM）
、ベトナムの森林保護及び開発基金など。

4.

国の資金配分システムを使った条件付き分与。例えばインドネシア財務省から
提案されているものがある
（Ministry of Finance 2009）。
これらは国の通常予
算、特定の基金、
またベトナムのように中央政府へ納税される税金を地方自治
体に配分のための基金とする分権的なアプローチも含まれている(UN-REDD
Programme 2010)。

これらの資金供与のアプローチ試案は、利益配分のあり方に示唆をもたらしてくれ
る。REDD+プロジェクトでの利益配分メカニズムは提供者と受容者間の契約に基づく
ものであり、通常は国の制度から乖離しているが、一方で複雑な国の制度に関わる幅
広い関係者や地方自治体制度に適応させなくてはいけない(UN-REDD Programme
2010)。表8.1はブラジルを除いて、REDD+の資金供与に関する明確な制度を持ってお
らず、各国で異なった提案がなされている。例えば、
タンザニアのREDD+戦略案では国
の信託基金を作って、直接プロジェクト
（およびレディネス準備提案書［R−PP］）に対
する国際資金の供与を可能とするネスティッドアプローチが提案されている。
インドネ
シアでは、利益配分メカニズムの検討活動が複数進行中であるが、それらの提案の合
法性は明らかではない。多くのREDD+プロジェクトは法的根拠が脆弱な状態で実施さ
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世帯（HH）
: 代替生業*、能力開発*、農業
改善*、PES

世帯：PES

タンザニア—タンザニア森
林保全グループ（TFCG）−
キロサとリンディ

タンザニア−マピンゴ

世帯：代替生産戦略*、土地権の正規化*

ブラジル−トランスアマ
ゾン

世帯：土地権の正規化*、代替生業*、能
力開発

世帯：持続的な森林管理*、牧畜と乳牛生
産*、代替生産戦略、土地権の正規化*、
能力開発

世帯：PES*,代替となる生産戦略*、持続
的な森林管理、土地権の正規化*

ブラジル- SFX

ブラジル−コトリグアチュ

ブラジル−アクレSISA

コミュニティ：組織の強化

コミュニティ：調理用代替エネルギー*、
代替の生業*、能力開発*、PES

タンザニア−CARE

コミュニティ：権利保障*、認証*

利益配分タイプc

個人や地方の定住地での森林減少地域における生産性の向上による利益。
i)資金認証、ii)森林安定策、高い森林被覆、先住民地域・採集地域の保全、境
界管理や、森林の多目的利用の支援、社会文化的プロジェクト、iii)森林減少
地域における炭素蓄積の増大による利益、などを含む

関係者すべてへの利益配分：
（大規模、中規模）土地所有者と先住民族

（大規模、小規模）
土地所有者、先住民族や保全地域管理者への条件付きの
先払い。対象は、i)土地保有者：指令と制御の強化、環境認可と監視の統合的
な制度、牧畜生産性の増加、高付加価値種の大規模植林、ii)先住民の土地：
持続的な代替収入、天然資源の管理規定、iii)保全ユニット：管理協会の設立、
管理計画、保全とモニタリングの改善

350世帯に対する
（森林減少の低減に関連した炭素排出削減に基づく）条件
付きの利益

炭素収入の配分は、既存の村の貯金や融資制度を利用する予定。
炭素に関す
る権利についてはCAREとコミュニティを通じた交渉がなされる予定

土地証書の取得、境界画定*、FSCを通じた木材販売、土地利用管理計画。当
初は、利益から経費を差し引きコミュニティに分配する予定だったが、問題が
多く、配分割合についての議論が続いている

REDD+からの分配金は、村の法律で定められた資格をもつ村の構成員に対
して支払われる。年間の排出削減想定量に応じて、先払い資金や個人への支
払いを行う。村落委員会がコミュニティ事業への分配金の利用について決定
する

詳細

|

プロジェクト名b

表8.3 プロジェクトによる利益配分方法選集a
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世帯:PES,収入の多様化、能力開発*

ブラジル−ボルサ・フロレ
スタ

世帯：PES、物的な利益

世帯：農業への投入*、能力開発*、持続的
市場とのつながり

ペルー−BAM

ペルー−アルトマヨ

世帯：雇用*、代替の生業*、訓練*

コミュニティ：ガバナンス訓練

将来的にはPESが有効な選択肢となりうる

エコツーリズム、
インフラ、健康、
クレジット

村落林設置による土地権の強化

持続的なオーガニックコーヒー生産の支援

試験的な再植林事業への貢献への条件付き利益

制度設計の初期段階。SNVは地域や省の資金を利用し、利益配分モデルの試
行中。
ボランタリー市場からクレジットを得るという目的からはなれ、機会費
用の定量化を実施中

参加世帯、
コミュニティへの条件付き利益供与。
森林破壊根絶宣言をおこなっ
た家族は、子どもを学校へ通わせることができる。世帯あたりの支払いは月50
レアル（US30ドル）

詳細

c * すでに実施中のもの

b プロジェクトと正式名称と詳細については付録を参照。

ジェクトに関する情報はDuchelle et al. (2011a)にもよっている。

a タンザニア、
ブラジル、ベトナム、ペルー、
インドネシアのデータは、CIFORの国際比較研究（GCS）構成課題２による。国別調査チームとの情報交換に加え、追加の情報提供も受けた。
ブラジルのプロ

インドネシア−KFCP

世帯：雇用*、能力開発、代替の生業、
ク
レジット

インドネシア−RRC

コミュニティ：村落開発

世帯：能力開発*、権利強化、代替の生業

インドネシア−KCCP

コミュニティ：公共サービス

世帯：土地管理の改善*、代替生業*

ベトナム−SNV

コミュニティ：公共サービス

利益配分タイプc

プロジェクト名b

利益享受者は誰であるべきか？
|
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UNFCCC

実際の支払い

• 市場/PES制度
• 国家行政外の外部資金
• 国家行政内の資金
• 国家予算

国

炭素市場もしくは基金

図8.1 REDD+資金の準国レベルへの流れ

利益配分メカニズム

国レベル
資金受領者

利益配分メカニズム

資金源

実現可能性のある支払い

準国レベルの行政

国際的準備基金
準国レベルのREDD活動
（例、UNFCCC、UNREDD、 （例、州知事気候と森林タ
FCPF、
ノルウェー
スクフォース（GCF))
国際森林イニシアティブ）

地域プロジェクト

ボランタリー（自主的）
炭素市場

民間組織

|

国際レベル
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れており、利益配分についても国家政策が整った直後に、覆される可能性を含んでい
る。

8.3

利益享受者に関する言説

国とプロジェクトレベルにおける利益配分をめぐる議論のなかで主要な問題
は、REDD+に関わる利益を誰が得るべきかというものである。
この節では主にこの問
いについて扱い、異なる言説による利益配分メカニズム設計の選択によるトレードオ
フを見ていく。異なる言説は、問題を異なった形で定義し異なる選択肢を与えるため、
異なった政策決定をもたらす効果をもつ (Hajer and Versteeg 2005)。
効果性と効率性に対して、公平性（とコベネフィット）は大別できる。
1.

効果性と効率性の言説は、炭素排出削減という目標を重視している。
これは、
REDD+の利益はインセンティブとして使われるべきであり、態度や行動を変え排
出削減を行った人々やコミュニティに対して、配分されるべきとしている。
この提
案は、PESと同様の論理で行われており、森林利用者や所有者の炭素排出削減
に、REDD+による支払いを行う仕組みである。
そのため、炭素削減を確かなもの
とするためには、それらのサービスを提供した人に利益が届けられるべきである。
これらの関係者は森林利用の削減に伴う費用を負担していることから、公正な取
り扱いであるとも考えられる。

2.

一方、公平性を重視する言説では、誰が炭素削減に貢献したかという議論よりも、
誰がREDD+の利益を得る権利があるのかという議論に注目する。
このアプローチ
は効果性と効率性にこだわるあまり、不公正なインセンティブを与えることとなり、
（経済的に豊かな事業者が違法行為を減らすことに対して報償を与えるような）
不平等性を増長し、REDD+の倫理的、政治的正統性を損なう懸念が生じる。公平
性の言説は下記で説明する四つに分類できる。

国レベルでは、メカニズム設計での利害関係者の関与の度合や、予想される
REDD+基金の状態、REDD+活動によっても言説は異なってくる。例えば、ベトナムでは
実施状況に基づく支払いがコベネフィットをもたらすのかという問題がある。
インドネ
シアでは、
プロジェクト参加者が関与を続けるために十分なインセンティブを与える仕
組みづくりを重視しており、
タンザニアでは取組みを維持するために初期段階から前
払いを可能としていた。

|
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表8.4はブラジルのREDD+国家戦略に影響を与えるために提案された準国レベル
での資金配分案について示している。
これらの案はアマゾン環境調査研究所(IPAM)
(Moutinho et al. 2011)と環境省に組織された作業部会によって作成されたものであ
る (MMA 2012)。
この表では、有効性、効率性、平等性の目的が異なれば、利益配分の
見解も変わることを示している。
実際には、利益配分メカニズムの多くは様々な目的を考慮して設計されるが、明ら
かなトレードオフがある。
これらのトレードオフが、REDD+の設計をする上で、REDD+
実施への支援を阻害する危険性をもたらす決定につながることもある。
次節では、
これらの鍵となる平等性の言説に関わるトレードオフについて議論し、
その有効性と効率性の言説に相互に関係し、利益配分メカニズムの設計に影響を与
えているかを説明していく。

8.3.1公平性に関する言説 I：利益は法的な権利保持者に配分す
べきである
利益配分の議論において最も一般的な言説は、法的な請求権（法的、慣習的であ
るに関わらず）
を持っている人に利益を配分するというものである。法的な権利はある
特定の法制度のもと、広範囲に適用される道徳や倫理とは対照的に、特定の人や実体
に与えられる。
しかし、
プロジェクト実施対象国の多くで、
それらの法的な権利を確立す
ることは簡単ではない。今回研究対象とした国々では削減した炭素に付随する権利を
規定した法令はなく
（Box 8.2参照）、実施中の多くのREDD+プロジェクトでも、炭素権
に関する法的位置づけが不確定なまま実施されていることが多い。特にインドネシア、
ペルー、
タンザニアでは、国の政策確定前に、利益配分メカニズムがつくられている。
法的根拠が明確でないことから、森林関係者の多くは現存する土地および森林に対す
る権利や現在森林から受けている利益配分の仕組みに基づいて炭素排出削減に伴う
利益が配分されるものと推測している(Cotula and Mayers 2009)。土地権は、森林か
らの利益配分に影響を持つため重要である。土地権は、特定の土地での活動と自然資
源から得られる利益に対する請求権の決定に有益である(Peskett 2011a)。
しかし、炭
素権の議論で鍵となる問題は、小規模森林利用者の多くが土地や森林産物に関する
法的な権利を所有していないことで（第9章参照）、結果的に違法利用となっているこ
とである。法的な権利者や団体のみに利益配分すると、貧困層に不利に働き、違法利
用削減に対する補償という問題が生じてくる。

利益享受者は誰であるべきか？

表8.4 ブラジルの準国REDD+資金配分モデル試案（Moutinho et al. (2011) [i]と
MMA (2012) [ii]による）
資金配分に対する提案

含意

モデル1
[i; ii]

準国の参照排出レベルに基づい
て、連邦政府は次の三つの基準
に従い、補償をおこなう。i)排出
削減への貢献、ii)森林蓄積、iii)
国家森林減少低減目標に対す
る実績

国家レベルの温室効果ガス削減
に対する十分な説明責任により、
実績に基づく利益配分はもっとも
効率的となる。森林蓄積に対する
配慮は、先住民への利益提供を
助け、公平性にも対応する。
しか
し、州レベルで配分資金を地域住
民に届けることには課題がある

モデル２
[i; ii]

特定の土地利用区分（先住民の
土地、保護区、資源採集区、集落
や公用地）
での森林減少と森林
蓄積の保全への資金を区別する

異なる地域の必要性に応じた資
金配分モデルのため、有効性と効
率性が拡大されうる。懸念地域に
直接資金が配分されるため平等
性が強化される。
また先住民は特
定の土地保有者への資金配分に
よる利益を得ることができる

モデル３

現地での排出削減（炭素配分ユ
ニット）に応じた資金配分をおこ
なう。参照レベルは森林減少の
低減や森林保全の推進の担い手
に対し直接配分される

取引費用が安く、新たな組織を必
要としないため、効率性が増進す
る。
しかし参照レベルを地域住民
に直接配分するのは難しい

土地や森林を所有しているからといって、必ずしも炭素固定や炭素排出削減
による利益を得る法的な権利を持っているという訳ではない。土地・森林所有権と
炭素に対する権利を区別しない研究者もいるが、Peskett and Brodnig (2011)は
(Strecn and O’Sullivan 2007; Takacs 2009に続き）
、炭素権には根本的に異なる
次の二つの側面があると主張している。
1.

固定した炭素は土地や樹木や土壌に含まれるものであるが、その所有権は必
ずしも物理的な資源に関する権利と合致する必要はない。

2.

固定した炭素の権利と炭素クレジット販売から利益を得る権利は異なる。炭
素固定に関する権利について明確な法律がないため、法的権利は、基本的資
産、活動もしくは資源に関連づけられる。法的整理が明確でない以上、権利や
責任を明記した契約が重要となる(Norton Rose 2010)。

|

143

144

|

第2部: REDD+を実施する

Box 8.2 REDD+実施国の炭素権に関する論争
炭素権は、国の法律で、個人もしくはコミュニティや国などの集団に属している。
数カ国の炭素権論争をみてみると、炭素排出削減による利益の法的権利の定義の難
しさがよくわかる。

カメルーン
カメルーンの法制度では木材と材に含有される要素（例えば炭素）
を区別してい
ない。Sama and Tawah (2009)によれば、炭素の利益と取引は、他の天然資源と同様
に所有権が認められるため、森林区分が問題となる。
カメルーンでは、国有地上にあ
る国有林や共有林の自然資源は国の行政管轄で、国に属しているが(Karsenty and
Assembe 2011)、住民協議会林は住民協議会に、私有林は個人に属している。炭素ク
レジットを無形資産として分類する研究者もおり(Correa 2009, as cited in Dkamela
2011)、行動結果に応じた金融資産の形を取りうる。炭素クレジットの権利はそれら
の活動をとった森林利用者に付与される。
この権利請求は、必ずしも土地権に基づく
ものでなく、先祖から受け継がれた権利、運営権、利用権、資本投資なども含まれる。

ブラジル
連邦の法律意見書AGU-AFC-1/2011によれば、環境サービスの供給に関して、
先住民との商業的な合意が可能とされている。つまり憲法231条では、先住民の土地
での炭素クレジットは先住民に帰属することとなる。準国レベルでは、アクレ、アマゾ
ナス、
トカンティスの各州では、炭素権が州に属するという気候保護法を採択してい
る。
これらの法令のもと、生態系サービスは地域で許可され法律に基づいたものとし
て、サービス提供者は資金源へアクセスできる(Gebara 2011)。
アマゾナス州では、同
州の保全地域の管理に責任をもつ(Art.8, Law 3135/2007)、Amazonas Sustainable
Foundation (FAS)に請求権が与えられている。

利益享受者は誰であるべきか？

ベトナム
ベトナム憲法では、すべての土地や森林資源は国に帰属すると規定し、団体や個
人には「安定的長期利用」を割当てている。2004年の森林保護開発法によれば、森
林から得られる財やサービスの購入者は、森林保護や再生の貢献者に支払わなくて
はいけないとしている。首相決定178号では、世帯や個人が割当地・借地の森林管理
に従事している場合に、それらのサービスに関わる支払いを享受できるとしている。
そのため、個人や団体が生態系サービス提供の利益を得る権利を保持すると考えら
れる。
しかし2005年の環境保護法84条では、国際的なバイヤーと炭素排出取引の際
には、首相許可が必要であるとしている。

加えて利益配分システムには、中央政府が炭素クレジット取引への権利請求とい
う大きな問題がある。
この判断には森林や森林資源は国家の所有財かという問いがあ
り、仮にそうならば、政治的な合意が必要である。例えば、
タンザニアではREDD+プロ
ジェクトの多くが村落保全林で実施されているが、法的にはプロジェクト収入を中央政
府に支払う必要がない。
これはコミュニティ林業(CBFM)ガイドラインと1998年タンザ
ニア森林法で、
コミュニティが村落保全林からの収入と利益の権利を持つと規定され
ているためである(United Republic of Tanzania 1998)。政府や世論から、REDD+プ
ロジェクトが国家開発に貢献しないとみなされているということを意味している。国か
らコミュニティへの土地や森林資源の権利委譲の改革への潜在的な抵抗は根強く、国
レベルでは、依然として自然資源は国家資源として捉えられている(2012年、国の利害
関係者からの聞き取り)。
これらの認識が、REDD+の補助金は国家信託基金を通じて政
府が管理し、
コミュニティへ配分すべきという提案につながっている (United Republic
of Tanzania 2010)。
もし政府が炭素の所有権を持つのであれば、国内の利益配分メカニズムは、炭素
取引による利益の国内での配分方法を明らかにする必要がある。
もし炭素の利益が
私有化されるのであれば、それらの資源の権利者が利益配分を担うべきである。
しか
しその場合は、法的権利者に必ずしも大量の排出活動の責任がない可能性があるた
め、炭素排出要因に実際に対処するための注意が必要となる。
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8.3.2 公平性の言説II：低炭素排出の森林管理に利益配分
されるべきである
公平性を重視する立場では、REDD+の利益配分は炭素を多量に排出してき
た人々だけではなく、責任ある森林管理を行ってきた先住民グループや他の森
林利用者にも向けられるべきである。例えば、
この手法では、慣習的利用は法的
な認知がなくても、長期に森林保全に従事してきた地域には、REDD+からの利益
への請求権が十分認められると考えられている。有効性と公平性のジレンマは、
もともと排出削減の必要がない地域では、追加性が証明できないことにある。
し
かし、将来的に排出が増える可能性もあり、実質的なベースラインは過去より高く
なるため、支払いにも追加性があるとすることも可能である。
今回評価したプロジェクトには、森林保護のためのインセンティブを生み出
すために、直接森林減少に寄与していない関係者へも利益配分することで、適切
な森林管理が実施された事例があった。例えば、ペルーのマドレ・デ・ディオスの
BAMプロジェクトでは、
ブラジルナッツのコンセッション所有者に森林保全のイ
ンセンティブを与えることで、森林管理が改善した事例がみられる。
ただし、森林
減少は、異なる関係者が農業開発、違法伐採などを行うことによって起きている。
最善のシナリオは、
コミュニティへの支払いが、外部者の違法伐採から森林を守
る行為を促すことである。

8.3.3 公平性の言説 III: 利益は費用負担者へ支払うべきで
ある
利益配分に関する議論で最も重要な言説に、実施、業務、機会費用を負担し
ている森林利用者がREDD+の利益を受けるべきであるというものがある。
この言
説は実際の炭素排出削減の責任に関わらず、費用負担者は補償を享受できると
いう公平性の概念を反映している。
排出に基づくアプローチとREDD+実施の貢献への報償の対比は、利益配分
メカニズムの多くの設計に反映されている(Box 8.3参照)。
これらの投入量は排
出削減より定義しやすく計りやすい（第13章を参照）。
しかし、REDD+プロジェク
トの多くは実施の初期段階で、関係者に参加を促すためのインセンティブを与え
る必要がある。

利益享受者は誰であるべきか？

Box 8.3 タンザニアのREDD+プロジェクト：成果に基づく利益配分と
投入に基づく利益配分の対立を乗り越える選択肢を探る
タンザニアでのREDD+プロジェクトの利益配分メカニズムの設計で鍵とな
るのは、支払い根拠に関する問題である。主に、i）努力や投入に基づくもの、ii)成
果と結果によるもの、
という二つの選択肢が提示されている。前者は、
（土地利用
計画や参加型森林管理、法の執行、森林管理の実施などを通じた）森林の状態、
炭素蓄積の改善活動の実施に対し、
コミュニティに与えられるものである。
この
方法であれば、活動の検証と経験的な証拠が、それほど必要とされないため、取
引費用が安い。
しかし弊害もある。例えば、支払いと森林減少率とは必ずしも直
結しないことである。森林管理の結果に関わらず支払いが行われるため、森林
管理者による実践の変化やよい森林管理へのインセンティブ強化につながらな
い（TFWG 2010）。
またこのアプローチでは、他のコミュニティと同様に、賢明な
取組みを行ったコミュニティでも、環境の違いから大きな成果を得ることができ
ないこともある
しかし、努力に基づく支払いシステムは、
コミュニティ間の機会費用の違い
を反映していない。炭焼きや焼畑の停止に成功したコミュニティは、完全に失敗
したコミュニティよりも、
さらなる農業と他の経済活動に進むことが多い(TFWG
2010)。炭素蓄積の多い森林地域のコミュニティ
（高地のもの）
の方が、炭素蓄積
の低い森林地域のコミュニティ
（南タンザニアのミオンボやザンジバルのサンゴ
礁石灰岩など）
よりも、多くの機会費用を負担することになる (United Republic
of Tanzania 2009)。
これは炭素蓄積の多い森林の方が他の機会費用や市場へ
のアクセスなどの費用が高いからである(TFWG 2010)。
これらの要因が組み込
まれず定常的なものとされると、努力に基づくシステムは不公正になりうる。
結果や実績に基づいた支払いシステムの場合、
コミュニティや森林管理者
は、森林状態の改善や森林減少の削減を、参照レベルと比較し実証的な検証に
よって、炭素蓄積増大の実績に基づく支払いを受ける。
このシステムはREDD+支
払いと有効的な森林保全活動とを直結させる。
しかし、実績に基づくシステムは
炭素測定と第三者検証などの高い取引費用かかる。
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8.3.4 公平性の言説IV:

利益は有効的な実施者に与えられる

べきである
最後にREDD+の利益は、本質的な実施者である企業、NGO、地方自治体に払われ
るべきとする言説がある
（表8.2）。
しかし、実際の配分の決定方法については、多くの
国で議論の中心となっている。
プロジェクト実施者は有効な実施を確かなものとする
ため、十分なインセンティブを与えられてしかるべきであるが、同時に棚ぼた的な利
益とならないよう注意すべきである。上記の点は、
インドネシア財務省による提案書で
議論されている
（Ministry of Finance, 2009）。
たとえばパプアニューギニアでは、明
確な所有権にも関わらず、伐採仲介業者との契約で木材価格が市場価格の上昇とは
連動せず固定化されていることから、慣習的土地保有者は森林伐採からほとんど利益
を得ていない。
インドネシアでは、私企業は利益配分の規則についての国家政策に対
し、REDD+準備活動の結果、政策実施や実務作業の費用を十分補償するようロビー
活動を行っている。
タンザニアではREDD+プロジェクトすべてがNGOによって実施さ
れているため、国レベルでNGOへのレント
（利権）発生に関する議論はあまりなされて
いない。
しかし、
プロジェクト実施者が直面する主な課題は、
コミュニティとの交渉であ
る。
この疑問はREDD+の実施および取引費用の補填のために、政府が収入の一部
を使うことに対しても当てはまる。他の森林産物でも税収が入るように、中央、地方政
府は行政費用、MRVや法の執行強化の費用を徴収する可能性がある(Irawan and
Tacconi 2009)。UN-REDDプログラム
（2010）
では、政府への配分に関しては、成果に
応じ、費用負担と直結したものであるべきと提言している。
REDD+のレントもしくは税収について、中央と地方政府間で、現場で生じた収入の
地方政府の取得分を含め、垂直的な利益配分の問題がある。実権配分の原理は、現
場に最も近い行政単位に権限を移管することが効率性を生み出すと示唆しているが
(Foellesdal 1998)、REDD+の事例では、漏出を含む活動もあるため、中央で扱う方が
適している場合もある (Irawan and Tacconi 2009)。

8.4 選択肢の交渉と過程の正統性
調査対象各国が共有している難しさは、利益配分の意思決定省庁が明確でない
点にある。
この不明確さが、利益配分メカニズムの開発を阻害し、REDD+実施を遅らせ
た事例もある。例えば、インドネシアでは林業省がREDD+利益配分規則を立案したこ

利益享受者は誰であるべきか？

とに対して、財務省は林業省に資金権限はないと指摘している。同時にノルウェー政
府からのREDD+基金に対してREDD+タスクフォースは異なる利益配分に関する提案
をおこなっている。
タンザニアでも、REDD+の実施に対する省庁の意思決定権限の保
有をめぐって同様の議論が行われている。REDD+実施に関する権限は環境副大臣が
保持しているものの、REDD+プロジェクト実施は自然資源・観光省が (United Republic
of Tanzania 2010)、監査と税徴収は財務省が担っていた。同時に
（REDD+プロジェク
トのほとんどが実施されている）村落保全林に関わる土地権、権限、境界管理は、土地
省の管轄であり、村落保全林の設置には、郡レベルの地方自治体の土地利用計画で
の許可が求められていた。
一方で、
プロジェクトレベルでの取り組みが試験的事例として、利益配分メカニズ
ムに関する革新的な教訓を生み出し、結果的に国家政策に統合されることもある
（例
えば、SNVによるベトナムCat Tienでのプロジェクト事例）。
その一方で、
プロジェクトレ
ベルの自治性を担保したことは、国の制度と平行して正統な民主的空間の外で行われ
ため、政府組織や政策過程での能力の構築に失敗する危険性もある。
これらの問題の克服には、意思決定過程に正統性をもたせなくてはいけない。利
益配分メカニズムでの正統性の保障は、有効性、効率性、公平性をもたらすだけではな
く、制度設計、実施過程でも重要である。法的権限に基づき利益配分メカニズムに関す
る意思決定をおこなうことで、
より広範囲に正統性を持つことができる。
また説明可能
な意思決定という適正手続きで、正統性は受け容れられやすくなる。本研究は、正統性
を担保する過程が難しく、多くの国で、政府機関の権限、責任が明確でないことを示し
ている。
これらの問題を解決するには、政府やNGOが利益配分での不明確さをなくす
ために政策やメカニズムの設計に関わることが重要である。援助機関は明確化を奨励
し、意思決定過程や組織化を働きかけるべきである。NGOや企業はこの過程を進め、
役割や責任を明確にする働きかけを行うべきである。

8.5 結論と提言
本章ではこれまで、REDD+に対する異なる見方が異なる利益配分メカニズムの形
につながり、効率的、有効性、公平性のトレードオフを伴うことを示してきた。
この利益
配分は、言説、
イデオロギーそして定義、必要な費用に関する補償、生物多様性などの
コベネフィットや慣習権、平等な結果の補償の必要性など、様々な目的に答えることが
求められている。利益配分メカニズムの設計をする上で、効率性、有効性、公平性の拡
大を決断することが大きな影響をもたらす。
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このように多様な目的があること自体、REDD+が炭素排出削減を越えた様々な期
待を含んでいるという事実を示している。
これらの期待に応えることが、国やプロジェク
トレベルでも求められており、i) REDD+の当初の目的, ii) コベネフィット(co-benefit、
共通便益)への対応、
またREDD+による支払いという点である。
しかし本研究での国レ
ベル、
プロジェクトレベルでの利益配分設計の現状に関する分析では、
これらの根源
的な疑問については解決できていない。REDD+プロジェクトの多くで、利益配分メカニ
ズムが不確定なままに実施されているため、
どのような種類の利益が共有されるのか
は分かっていない。
利益配分メカニズムの設計にあたって、当面は、改革を待つより、国内政策で実現
可能な範囲で最適策を探すことの方が重要である。例えば、近い将来に炭素権が法的
にはっきりと定義されることはないため、特定の法的権利と責任に基づく契約が必要
である。
しかし、
（利益配分の適正な意思決定過程や権限など）利益配分メカニズムの
設計の細部にこだわり過ぎると暗礁に乗り上げてしまう。
本章では、利益配分メカニズムの設計に関する基本的な疑問に答え、意思決定
過程での正統性の確保が重要だと結論している。権限を持つ組織が、透明性、参
加、FPICなどの手続上の権利に注意を払い、法的な明確さと合意を求めている。利益
配分の設計に関する絶対的な権限や不正というものはないため、倫理的、政治的、実
施的な判断が求められる。
これらの判断のなかには、REDD+から誰が利益を得るべき
かということと、企業や国の財からの収入に関わる法律上・憲法上の概念も含まれてい
る。
したがって、有効な利益配分メカニズムだけでは、すべての利害関係者を満足させ
ることは難しいため、設計のための明確な規則を持つのではなく、設計と実施のため
の意思決定過程が重要である。

（訳

内藤大輔）

