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手法について 
 
農業やプランテーションの開発は、炭素貯留量および生物多
様性が低い区域で行われれば、環境への影響が小さくなりま
す。大まかに言うと、HCSAは衛星データや現地での測定調査
の分析を用いて、土地の植生を各区分に分類します。各植生
区分は、地上部の樹木バイオマス（生物量）の炭素貯留量推
定値と現地調査を用いた検査によって検証されます。次ペー
ジの図は、「高炭素貯留林」の4区分と「劣化地」の2区分を示
しています。「高炭素貯留林」候補地の境界線は「若年再生
林（YRF）」と「低木地（S）」の間にあります。分類後、「高炭
素貯留林」に区分された区画はさらに「ディシジョンツリー（
決定木）」を用いて分析を行い、保守的な優先性の基準、すな
わち予防原則を適用して、保護対象候補となる生育可能かつ
最適な森林区域と、開発可能区域を特定します。 
 

この手法は、より厳格に強化された「自由意思による、事
前の、十分な情報に基づく同意（Free, Prior and Informed 
Consent: FPIC）」の手順を組み入れることで、地域社会の権
利も尊重し、地域社会の土地利用と生活も尊重しています。
そのためには地域社会による参加型の土地利用計画と管理
が必要で、特定された高炭素貯留林区域には保全計画ツール
が適用されます。そして、地域コミュニティの利用地、保護価
値の高い（HCV）地域、泥炭地、水辺区域を地図化した情報
と合わせて、森林の保全地域、劣化した森林の復元地域、地
域コミュニティの利用地、プランテーション開発が潜在的に
可能な区域を線引きします。

写真提供: Asia Pulp & Paper

熱帯林には多くの炭素と生物多様性が蓄えられ、生活を森林に依存している数百万人の先住民族や地
域住民にとって重要です。しかし、このような森林が皆伐され、森林減少が起こると、蓄えられていた炭
素が放出され、生物多様性も失われます。 
 
高炭素貯留アプローチ（HCSA）は、保護すべき森林区域と、炭素貯留量や生物多様性の価値が低いために開発されても支障が
ない「劣化した土地」とを区別する手法です。この手法は、地域住民の権利と生活を尊重しながら、熱帯林の減少を止めるという
約束を実践するために、広く受け入れられるような、実用的かつ透明性があり、科学的に信頼できる手法の確保を目的に開発され
ました。2016年11月時点で、HCSAには、「持続可能なパーム油マニフェスト（SPOM） 」グループによる「HCS+」との統合も含まれ、
現時点では世界的な高炭素貯留の手法はHCSAしかありません。 
 
高炭素貯留林を特定することは、政府が森林減少に起因する温室効果ガス排出量を削減する誓約を守る上でも役に立ちます。
なぜなら、保護すべき森林区域の地図が作成できる（それにより温室効果ガスの排出を防げる）からです。 
 

高炭素貯留アプローチについて 
(HigH CArbon StoCk  
ApproACH/HCSA)
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高炭素貯留林の特定――植生分類  

高密度林  
(HDF) 
 
 
 
 
残っている森林、
または原生林の
状態に近い高度
な二次林

中密度林  
(MDF) 
 
 
 
 
残っている森林
だが、HDFより攪
乱されている

低密度林  
(LDF) 
 
 
 
 
残っている森林
に見えるが、高度
に攪乱されてお
り回復中

若年再生林 
(YRF) 
 
 
 
 
概ね若齢の再生
林だが、階層内
にところどころ
老齢林の区域が
ある

 

潜在的な高炭素貯留林 開発・開墾可能

低木地  
(S) 
 
 
 
 
最近伐採された
区域で、一部で
木が再生し草の
ような地被植物
がある

皆伐地／開墾地 
(OL) 
 
 
 
 
つい最近伐採さ
れた土地で、概
ね草か農作物
で、木はほとん
どない
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HCSAツールキット 
 
「HCSAツールキット」は、HCSAを実践するための技術指導一
式を提供するために作成されています。これを使って、衛星写
真や現地調査のデータを用いた第一段階植生分類から、最
終段階の統合的な保全土地利用地図の作成まで、高炭素貯
留林を特定する手順を実施することができます。ツールキッ
トのバージョン2は、HCS+手法から取り込まれた要素も含ん
でいます。 
 
ツールキットは、HCSAのウェブサイトから入手できます（英
語）。www.highcarbonstock.org 
 
 
 

HCSAで「森林減少ゼロ」 
の誓約を実施 
 
原材料の生産段階から森林減少をなくす方針を採用する企
業は増えています。プランテーションや商業的農業地に転換
できる区域を定義するために役立つアプローチも開発され、
「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意（FPIC）」

や、温室効果ガス排出量評価、「保護価値の高い（HCV）」 
地域の評価も含まれています。これらのアプローチは有益で
はありますが、森林減少にしっかりと対処するために作られ
たものではありません。さらに、パーム油の場合は「持続可能
なパーム油のための円卓会議（RSPO）」基準のような認証制
度のもとで森林を保護する措置は十分ではなく、紙パルプや
天然ゴムなど他の産品のプランテーションに対する実用的な
アプローチもありません。従って、生育可能な森林と、炭素貯
留量および生物多様性の価値が低い劣化地とを区別できる
ような、実用的で科学的に確固たる手法が明らかに必要とさ
れています。 
 
HCSAは、自社業務およびサプライチェーンにおける土地開
発と森林減少とのつながりを断ち切ると誓約しているプラン
テーション企業や製造業者にとって、画期的なアプローチで
す。このアプローチは初めての実用的な手法で、多様なステ
ークホルダーの意見を受けながら、アジアとアフリカの現行
の事業許可地で試験と開発が行われています。プランテーシ
ョン企業が、森林を土地利用転換から確実に保護しながら
新規の開発を行う際に使用できる、比較的シンプルなツール
です。

写真提供: TFT
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主要ステークホルダーとガバナンス 
 
HCSAはもともと、2011から2012年にゴールデン・アグリリソー
シズ社（GAR）が環境NGOのグリーンピースおよびザ・フォレ
スト・トラスト（TFT） と連携して開発したものです。ネスレ
社とGARが高炭素貯留林を保護する誓約を表明したのを受
けて、他の多くのプランテーション企業や商社、消費財企業
が、HCSAの実施を表明しました。その多くがパーム油に注目
しています。 
 
HCSA実施の急拡大に伴い、主要ステークホルダーが「HCSA
運営グループ 」を創設しました。運営グループは、HCSAの監

HCSアプローチ運営グルー 
プのメンバー 
 
HCSアプローチ運営グループのメンバーは次のような組織です。 

視とガバナンスを行い、科学的根拠のある開発、幅広い支援、
現地での適用が行われるようにしています。パーム油企業に
よる「持続可能なパーム油マニフェスト（SPOM） 」グループ
のHCS+／「HCSスタディ」との統合のほか[1]、「保護価値の
高いリソースネットワーク（HCVRN）」との統合も進められて
きました。これにより、HCSAが幅広い利用者の関心を考慮
し、組み入れるほか、実用的で効率的な成果を達成できる
ように調節し連携することも確保しています。運営グループ
は、例えば国の政府や地方自治体、RSPO、森林管理協議会
（FSC）、小規模農家の組織、金融機関、また紙パルプやパー
ム油のプランテーション企業など、幅広いステークホルダー
に協議を行うように働きかけも行っています。

熱帯林減少を止める――保護すべき天然林地域を特定する科学的に着実な実践ツール

写真提供: TFT

森林産品企業

小規模農家

非政府組織（NGO）

技術支援組織

プランテーション企業
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よくある質問 
 
HCSAの適用範囲は？ 
 
HCSAは、湿潤熱帯の鉱質土壌において、断片的に存在する地勢レベルでの植生の評価を行うために作られました。インドネシアの
多くの州、リベリア、パプアニューギニア、ナイジェリアで実験が行われ、現在1000万ヘクタール以上の事業許可地で実施されていま
す。この手法は主としてパーム油と紙パルプのプランテーションに関連して開発されたとはいえ、いずれかの産品に限定されているわ
けではなく、むしろ熱帯湿潤林の土地利用転換が行われているあらゆる状況で使えるものです。

熱帯林減少を止める――保護すべき天然林地域を特定する科学的に着実な実践ツール

HCSAは、拡大したサプライチェーンで、つまりプ
ランテーション以外でどのように適用されますか？ 
 
企業による「森林減少ゼロ」誓約のほとんどは、サプライチェー
ン全体に適用されるため、取り引きする商品すべてに適用され
ます。従って、企業が直接所有するプランテーションを超えて
実施されます。手法の実施に対して技術支援を行う専門家がま
すます多くなり、HCSAツールキットとともに、プランテーショ
ンの管理者に助言を与えます。手法を利用する場合は必ず透
明性と品質保証（QA）要件があります。サプライチェーン内の
サプライヤー企業がHCSAの要件を満たし、森林減少に歯止め
をかけるという目標が達成できるかどうかは、消費者と商社に
かかっています。 
 
 

HCSAを実施するすべての企業が適切に行ってい
るかどうかを、どのように確認できるでしょうか？ 
 
HCSAツールキットが、この手法がどのように実施されるべきか
の技術的な手引きを与えており、企業はこれに従うことが求め
られます。HCSA運営グループの品質保証要件により、常に手法
に従っていることが確保されます。この要件の中には、報告書
と地図の透明性や、評価報告書の査読などがあります。品質保
証要件は、「保護価値の高いリソースネットワーク」(HCVRN)の
品質管理要件との統合が進行中です。
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取り入れられた主な要素は次の通りです： 森林保全と開発で
生態学的かつ社会的に発展可能で最適な成果が得られるよう
に「若年再生林」の意思決定を改善して天然林および二次林
を保護すること、強力で社会的な要件が適用されること、地上
および地下のバイオマス（生物量）を計算するために光センサ
ー技術「LiDAR」を利用すること、植生分類を裏付けるために
炭素の価値を識別及び計算すること、国レベルの温室効果ガ
ス排出削減戦略、「自国が決定する貢献案（INDC）」報告、そし
て温室効果ガス排出量報告義務の認証システムのために排出
量を計算すること。 
 
 
 
高炭素貯留林区域はどのように保護されていま
すか？ 
 
高炭素貯留林が効果的に保護されるためには、地域の慣習的
な土地所有者のFPICが必要です。保護を推進する法令の変更
など、新しいメカニズムも必要となるかもしれません。また、既
存の土地利用について補償するため、高炭素貯留林の保護に
同意する地勢域内の他のステークホルダーとともに地域コミュ
ニティに対して革新的な新しい形のインセンティブや恩恵も考
えなければなりません。例えば、明確な法的権利、生計支援、
金銭的補償の直接支払い、気候変動ファイナンス制度などで
す。これは、HCSA運営グループの作業部会が主導している、こ
の手法の研究と革新の対象となる重要な分野です。

HCS手法にはどのような科学的な意見提供が行
われてきましたか？ 
 
この手法の開発では、科学面で強固な基盤と論理的根拠を有
するように、専門家や科学によるレビューが行われました。レ
ビューをした人から受け取ったフィードバックと提言に対応す
るために、あらゆる努力が払われました。さらに、HCSAが継続
的な改善を探る「調節型アプローチ」であることから、さらなる
試験が進行中であり、さまざまな森林地域でHCSAをしっかり
と実施できるようにするために専門家に研究と助言を求めてい
ます。SPOMの「HCSスタディ」の科学的な提言を、HCSAと統
合して一つの世界的な手法にするプロセスも進んでいます。最
後に、HCSA運営グループは、HCSスタディに携わった科学者を
はじめとする第一線の科学者のグループとともに「科学諮問委
員会」を設置し、景観レベルでの適用性など、手法について継
続的にアドバイスをもらえるようにしています。 
 
 
 
統合中のHCSAとSPOMの「HCSスタディ」の主
な要素は何ですか？ 
 
「持続可能なパーム油マニフェスト（SPOM） 」の「HCSスタ
ディ」では、パーム油開発からの排出削減シナリオや、地中の
炭素の考え方、LiDARの利用、広範にわたる社会経済要因の検
討などに関して、たくさんの提言が行われました。 
 
HCSAには、しっかりした植生分類アプローチがあり、森林区
画分析のための「決定木（ディシジョンツリー）」を用いて高炭
素貯留林区域候補を特定します。炭素貯留量を正確に算出す
るわけではなく、炭素や排出量の計算ツールとして使えるわけ
でもありません。これは、保護すべき天然林と開発できるかも
しれない劣化地を特定するために使える、統合的な土地利用
計画ツールです。生物多様性保全および炭素の貯留、そして地
域社会の慣習的権利および生活の尊重とを組み合わせたもの
です。 
 

熱帯林減少を止める――保護すべき天然林地域を特定する科学的に着実な実践ツール
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WWW.HIGHCARBONSTOCK.ORG

会員 
 
HCSA運営グループは、このマルチステークホルダーによる取り組みへの参加を関係者に勧めています。参加／申請を行う
資格のある組織としては、以下が挙げられます。 
• 栽培農家および関連するステークホルダーとともに、HCSAを支援し推進するNGO 
• 会員がHCSAを実施している小規模農家／農家支援組織 
• 自社業務またはサプライチェーンでHCSAを実施しているプランテーション企業 
• サプライチェーンで森林減少を促進するリスクのある産品にHCSAを実施している産品利用組織（最大で5会員） 
• HCSAの実施に精通した技術支援組織 
• 将来は、さらに他のセクターも運営グループへの参加を勧められるかもしれません 
 
会員になる方法についてお知りになりたい方は、以下にご連絡ください。 
 
 
連絡先 
高炭素貯留アプローチ運営グループ 事務局  
High Carbon Stock Approach Steering Group 
 
EMAIL 
info@highcarbonstock.org 
 
TEL 
+60 3 2072 2130 
+60 3 2070 0130 
 
FAX 
+60 3 2072 2131 
 
 
 
 
 

発行元・著作権：高炭素貯留アプローチ運営グループ 
デザイン ： Peter Duifhuizen (Sneldruk & Ontwerp)

www.highcarbonstock.org



