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この 9 か月間、森林保全、持続可能な土地利用の促進という、気候変動問題への対応に関する
基本的な 2 つの考え方を実践するためのカーボンファイナンスの役割に疑問を呈する意図で、
事実無根かつ人々に誤解を招くような一連の記事が Nikkei Asia に掲載されています。
こうした報道はすべて同じ記者のチームから流されており、優位な証拠や科学的思考に反する
見解を持つ少数の異端な活動家によって拡散された不正確かつ筋の通らないストーリーを不当
かつ故意に繰り返し、気候変動に立ち向かうための世界的な努力と、それに取り組んでいる企
業の財政的実行可能性を毀損するものです。これはジャーナリズムの怠惰でしかなく、道徳的
に非難されるべきで、貴紙に重大なリスクをもたらす行為です。

背景
気候変動に関する政府間パネル（IPCC）は数十年前に発表した評価報告書で、「森林や農地の
管理を抜本的に見直さない限り、地球温暖化に対処することは不可能である」と結論付けてい
ます。最近では、2019 年に作成された土地利用に関する特別報告書において、「森林伐採、森
林劣化に由来する温室効果ガス排出量の削減、および森林保全を推進するための政策
（REDD+）」を支援する必要性が強調されています。
REDD+は、気候変動問題で特に厄介に課題の 1 つである森林伐採に対処するために、カーボン
ファイナンスを利用したさまざまなシステムや取り組みの総称で、森林伐採は、人間の活動か
ら排出される正味の温室効果ガスの 13%を占めています。
REDD+は 1979 年に開催された世界気候会議（WCC）に端を発し、同会議では「森林伐採と土地
利用の変化」が、人間が排出する二酸化炭素の 3 大発生源のうちの 2 つであると満場一致で宣
言されました。
1992 年に作成された国連気候変動枠組条約（UNFCCC）では、 「モントリオール議定書によっ
て規制されているものを除く 11 の温室効果ガスの吸収源と貯蔵庫（バイオマス、森林、海洋、
その他陸上、沿岸、海洋の生態系を含む）を適切に保護し、強化する」と呼びかけています。
UNFCCC は科学的根拠に基づく市場メカニズムを創出し、環境保全資金を調達するために数多
くの試みを生み出しましたが、こうした取り組みは、市場は環境保全と相容れないものと考え
る活動家から厳しいイデオロギー的抵抗を受けました。

90 年代が経過するにつれ、これらのメカニズムの基盤となる科学が進歩すると、こうした組織
は気候変動否定運動に倣い、誠実な調査プロセスを逆手に取ることで市場への信頼を失墜させ
る策にでました。中でも、生物学者の Philip Fearnside 氏が 2001 年に文書で発表したように、彼
らは調査結果を恣意的に選び出して不確実性を誇張し、科学の進歩を無視したのです。
「科学的な用語を用いて、高度な普遍的原則への訴えを含む議論がなされているが、議論に参
加する各党派の立場は、意識的かどうかにかかわらず、隠された意図を考察することでより理
解が深まるであろう」と彼は記述しています。

Verified Carbon Standard（VCS）
森林炭素ファイナンスのような複雑な事象について 100%のコンセンサスを得ることは不可能で
す。それは、物理科学の上に社会科学が重なり、不確実性は定量化できても排除できないから
で、そのため、大多数の専門家が合意する標準的アプローチを開発できないかと模索したいく
つかの国際機関が 2000 年代半ばに策定したのが、Verified Carbon Standard（VCS）です。
当初は「ボランタリーカーボンスタンダード（Voluntary Carbon Standard）」と呼ばれていた
VCS は、気候変動の解決策を特定・提示した団体の資金不足を埋めるために、気候変動資金を
通じて課題に取り組むための段階的な「手法」を開発できる手段を提供するメカニズムです。
これらの手法が圧倒的多数の科学的思想を反映していることを確認するために、VCS は提案さ
れたすべての方法論を内部でレビューし、公の協議にかけてから認証または保留を決定しま
す。
ところが貴紙の記者は、この厳密で包括的なプロセスを無視して、根拠のない異端な意見に基
づいて記事を展開しています。
異端な意見は歓迎すべきで、科学の進歩に必要なものですが、幾多の科学的検証を経てきた多
数派の見解よりも重要視されるべきではないはずです。
以下に 3 件の記事のうち、2 件を英語から日本語に翻訳して注釈を付けましたので、ぜひご確
認ください。最初の記事には注釈をつけず、代わりに不当な扱いを受けた当事者の一人が投稿
した反論へのリンクを提供しています。
背景情報を踏まえてこれらの記事を読み解くと、単なる無能として片づけられない、むしろ誤
解を与える意図をほのめかす歪曲のパターンが浮かび上がります。

最初の記事
見出し: 本来の目的を裏切られたようなインドネシアのカーボンクレジットプロジェクト
この記事では、インドネシアの地方行政官が泥炭林での農業開発コンセッションの発行を急い
でいる最中に実施されたプロジェクトを取り上げ、連邦政府のモラトリアムによりこれらの活
動が凍結された結果、プロジェクトの対象地域が保護されたと主張していますが、このモラト
リアムは後日実施され、新たに発行された許可にのみ適用されたという事実を無視していま
す。
「ジャーナリストの方々にも説明しましたが、ベースライン評価は当時の状況と 2010 年の森林
地域で最も可能性の高い結果を反映しています。PDD で述べたように、産業植林の許可は 3 社

に発行されていたはずです」と、このプロジェクトの提唱者である Permean Global Capital は説
明しています。
Permean Global Capital の反論の全文はこちらをご覧ください。
Verra の反論はこちらに掲載されています。

2 番目の記事
見出し: 気候変動との闘いを台無しにする不透明なカーボンクレジット市場
「不透明な」炭素市場に言及しながらも、記事全体が Verra のレジストリの情報をもとに構成
されています。レジストリは市場の透明性を示すために公開されているため、このアプローチ
は本質的に論理的ではありません。

サブ見出し: 効果の評価が困難な、安価なカーボンオフセットに群がる企業
キャプション：カーボンオフセットの多くは森林保全活動に基づいて発行されているが、こう
したプロジェクトの効果を長期的に評価測定することは困難である。
確かに、そのようなプロジェクトの効果を測定することは困難ですが、だからこそ、何万人も
の科学者、経済学者、利害関係者が何十年もかけてそのための技法を開発してきました。これ
した手法は、環境影響評価、林業、農村計画など、多様な分野で長年培われてきた実績に基づ
くもので、実際の変化や科学の進歩に伴い経時的に更新されているにもかかわらず、「困難で
ある」と明言することで、信頼性の欠如を示唆しています。しかしながら、評価が難しいの
は、科学否定運動の特徴である完璧な状態を想像し、それと比較した場合のみです。
Nikkei が世界データを新たに分析した結果、企業が購入したカーボンクレジットの 40％近くが
5 年以上前のものであることが明らかになった。これは温室効果ガス排出量の削減の進捗を脅

かす傾向であると専門家は述べている。
この「傾向」は、新しいものでも悪意のあるものでもなく、実際、REDD+クレジットの慢性的
な過剰供給は、10 年間にわたり市場を支配してきた課題であり、政府や NGO が森林保全の緊
急性と、遅れている気候変動政策を両方認識したために生まれた事象です。早期に行動を起こ
すようカーボンクレジットプログラムが奨励されたのもそのためです。
https://www.c2es.org/document/early-action-global-climate-change-an-analysis-of-early-actioncrediting-proposals/
この戦略は功を奏し、他に先駆けて行動を起こした企業は、多大なリスクを払い、広大な森林
を保護することに成功しました。今は、すでに達成された利益を確保し、より広い範囲に拡大
することが課題です。
しかし貴社の記事では、その他の人々が目を覚ますのが遅すぎたため、早期に行動を起こした
企業へのコミットメントは反故にすべきだと主張しています。

カーボンクレジットとは、1 トンの CO2 を排出できる取引可能な権利である。
カーボンクレジットは、「1 トンの CO2 を排出できる取引可能な権利」ではなく、キャップ・
アンド・トレード制度に基づいて政府が発行する「炭素排出権」です。しかし、これはカーボ

ンオフセットについて書かれた記事であり、カーボンオフセットとは、費用対効果の最も高い
緩和策に資金を流す、認証済みの排出削減または除去の単位です。排出量削減を加速するため
の手段であり、削減を回避するための手段ではありません。しかし貴社の記事ではそのような
短絡的で歪曲された文章を押し付けることで、旧来の神話を永続させています。

たとえば、森林保全や再生可能エネルギーの導入などによる CO2 の吸収量に応じてクレジット
が発行される。排出削減の効果は第三者によって検証され、こうした取り組みを通じて発行さ
れたクレジットは炭素市場で取引できる。
この段落は、再植林/植林再生については正確ですが、REDD+については正確さを欠いていま
す。そのようなクレジットは主に削減された排出量を表し（ただし、これに限定されませ
ん）、除去された排出量ではないからです。この微妙な、しかし本質的な違いが貴紙では一貫
してあいまいに表現されているため、論点の多くが意味をなさず、または誤解を招くものとな
っています。また、クレジットが「炭素市場で取引」されることを、あたかも悪質であるかの
ように繰り返し指摘していますが、そうではありません。カーボンクレジットは排出量削減を
促進するために存在し、取引は気候変動問題への対応に必要なスケーラビリティを促進するも
のです。
Nikkei は、世界最大級のカーボンオフセット認定機関である Verra が発表したデータを 2009 年
までさかのぼって分析し、1 億 9,200 万トンの CO2 排出量をオフセットするために使われた約
99,000 のクレジットについて調査を行った。このデータには、クレジットを購入した企業の名

前も含まれていた。
この文は意味をなしません。１クレジットは 1 トンの二酸化炭素を大気から除去するか、また
は大気中への流入を防ぐことに相当するものですから、99,000 のクレジットを使って 1 億
9,200 万トンの CO2 を相殺することはできません。
さらに、この記事でも Verra のデータが引用されており、それはすなわち、システムの不透明
性ではなく透明性を強調していることになります。
Nikkei の分析によると、企業が購入した有効なクレジットの 38%（7,300 万トンの CO2 に相当）
が 5 年以上、4%以上が 10 年以上経過していた。3 年以下のクレジットは 37%に過ぎなかった。
繰り返しになりますが、これは昔からよく知られている話で、不透明さとは何の関係もなく、
むしろ気候変動対策の需要が最近までかなり低かったという事実と関係があることです。それ
は、Nikkei Asia をはじめとする報道機関が気候変動問題の深刻さを報道されていなかったにも
一因があると思われます。

二酸化炭素排出量の削減において、古いクレジットが新しいクレジットに比べて効果が劣ると
いうわけではないが、温室効果ガス削減の取り組みの妨げになる可能性はある。それは、発行
されたクレジットの根拠となるプロジェクト（植林プロジェクトなど）が適切に維持されてい
るかどうかを第三者機関が監視することは稀であるためである。
これはまったくの誤りです。林業プロジェクトは、クレジットの付与期間中監視が続けられて
います。しかもその期間を 100 年に延長するために、Verra は新しい技術や保険のメカニズム
を活用することを提案しています。

さらに重要なことに、Verified Carbon Standard のセクション 2.4 にあるように、VCS で創出さ
れた林業プロジェクトは、リスク調整後のクレジットから一定のパーセントをグローバルバッ
ファプールに預けなければならないという事実が記事では無視されています
このバッファプールは、クレジットが無効化された場合の保険として機能します。
クレジットが発行されると、プロジェクトから切り離され、非永続的なバッファにより担保さ
れる個別の単位となります。クレジットが無効化された場合は、それに相当する数のクレジッ
トがグローバルバッファプールから取り消されます。
最後に、植林（植樹）と森林伐採の回避は、動態の異なる活動です。にもかかわらず、記事で
はこれらの用語を同義に扱い、グローバルバッファプールの存在を無視することで、現実から
大きく乖離した、短絡的な話を押し付けています。

クレジット発行者が二酸化炭素削減プロジェクトから十分な収益を上げ、森林保全と植林を拡
大できれば、排出クレジットの取引は世界的な規模で温室効果ガスの削減に貢献できる。しか
し、クレジットが売れ残り価格が下がれば、クレジット発行者はプロジェクトの継続が困難に
なる。
その困難がありありと表面化されたのが、2012 年から 2014 年にかけてクレジットを発行した
インド中部の植林プロジェクトである。この地域の衛星写真を Nikkei が分析したところ、プロ
ジェクト地域の樹木は伐採が進み、ソーラーパネルと思われる設備が建設されている。
プロジェクト開発者が困難な時期を切り抜けたのは事実ですが、プロジェクトを匿名で挙げる
ことで、貴紙の透明性の欠如を示す以外に何を例証できるのでしょうか。記者の質問に回答す
るために、Verra は分析データの提供を繰り返し求めましたが、データの共有を断られまし
た。市場の透明性を利用してその「不透明さ」を嘲笑しながら、自分たちは透明性を示さない
という皮肉にお気づきでないようです。
たとえ、衛星画像が記事で主張されているとおりであるとしても、大半の REDD+プロジェクト
の目的は森林伐採の削減であって伐採をやめさせることではないため、詳細な情報がない限り
記事にある所見は有意義ではありません。さらに紛らわしいことに、この段落では植林プロジ
ェクトに触れながら、同時に森林伐採の増加を指摘しています。もちろん、REDD+プロジェク
トの中には植林や再植林を伴うものありますが、それらは森林に負担をかけないようプロジェ
クト地域の外で行われるのが普通です。しかし、記事ではそのことを言及しているようではな
さそうです。

ウルグアイの植林プロジェクトは、100 年間継続する予定であったにもかかわらず、現在は完
全に停止し、森林伐採がさらに進んでいる。このプロジェクトのカーボンクレジットは 2007 年
に発行され、昨年まで取引されていた。このように失敗したプロジェクトのクレジットが取引
され続ければ、脱炭素化に向けての世界規模の努力も台無しである。
この段落の意味がわかりません。別のプロジェクトを匿名で挙げているという点も理由の一つ
ですが、ここでもまた植林と環境保全を混同されているようです。しかも、植林プロジェクト
は樹木が成長するまでクレジットを生成しないこと、バッファプールはクレジットの無効化を
補填するためにあること、という事実も無視されています。

森林は常に伐採のリスクにさらされているため、新しいクレジットの方が望ましいと言うのが
専門家の意見である。気候変動問題に取り組む米国の非営利団体、 Second Nature によると、
「5 年以上経過したオフセットは望ましくない」とのことだ。
しかし、取引企業にとっては、CO2 排出削減量を計算する際にはカーボンクレジットはそれら
が認証された時期に関係なくすべて同じである。オックスフォード大学のキャメロン・ヘップ
バーン教授は、「市場参加者の多くは、時間が経過した古いクレジットは多少陳腐化したと見
なしていると思います」と述べている。
しかし、二酸化炭素の価格は 5 年後にはおよそ半分に下がるため、古くて安価なクレジットを
購入することで排出量削減の取り組みをアピールする企業もある。排出クレジットの市場が分
裂する中、こうした安価なクレジットがグローバル企業を引き付けているのだ。
この段落では、古いクレジットの有効性をまったく説明せず、むしろ市場心理についての意見
が述べられています。貴紙ですでに指摘されたように、過去の森林プロジェクトが財政面で苦
労したのは、世界中でそうしたプロジェクトの重要性が認識されるまでに時間がかかりすぎた
ためです。ただし、これはグローバルコミュニティの失敗であり、プロジェクト自体の失敗で
はありません。
林業以外の分野では、古いクレジットの有効性について正当な議論が交わされています。2019
年に VCS は京都議定書のクリーン開発メカニズム（CDM）の下で生成された特定の古い再生可
能エネルギークレジットを認めない方針を決定しましたが、この記事で注目されているのはそ
のことではありません。

古いカーボンクレジットの使用状況は業界によって異なる。 2021 年 9 月時点で、5 年以上前の
クレジットを最も多く購入しているのはデルタ航空で、728 万トンの CO2 に相当する量であ
る。これは、米国の航空会社によるオフセット購入量の 45%にあたる。
デルタの広報担当者は Nikkei の取材に対し、「厳しく監視されている有効なプロジェクトの認
証済みカーボンクレジットなら、古くてもまだ通用します」と述べている。
エネルギー大手のシェルは、排出量の 79%を 5 年以上前のクレジットでオフセットしている。
高級ファッションブランドや金融機関なども、古いクレジットを積極的に購入していた。対照
的に、5 年以上前のクレジットを使用していない企業には、ウォルト・ディズニー・カンパニ
ー、シャネル、ゴールドマン・サックスなどがある。
「追加のデューデリジェンスに対する需要が高まっています。後で否定的な審査結果を受けな
いよう配慮しているクレジット購入者が増えているのです」と、英国のカーボンリスク管理コ
ンサルティング会社である Redshaw Advisors の子会社、Plannet Zero 社の Bill Goldie 氏は述べて
いる。

地球温暖化対策をより効果的なものにするには、質の落ちたクレジットを淘汰する必要があ
る。イスラエルのデータ分析会社である Albo Climate は、森林による CO2 吸収量を測定し、そ
の有効性が弱まった時点で企業や検証機関に知らせるシステムを開発した。

この段落は、腐った果実のようにクレジットの「品質が劣化」すると仮定することで疑問を投
げかけています。さらに、Albo Climate のような会社が提供する技術は VCS の手法に常に落と
し込まれていますが、記事ではそうではないと暗に示唆しています。

専門家の中には、プロジェクトの継続的な検証を通じて保証されたクレジットのみを取引する
市場があってしかるべきだと言う人もいる。早稲田大学の有村俊秀教授は、「クレジットの質
をどのように確保するか、売り手と買い手の双方がどのようにコストを負担するかを議論する
時に来ている」と語っている。
この段落も理解に苦しみます。継続的な検証はすでに存在し、有村教授がおっしゃったような
議論は半世紀も前から行われており、それらが現在のシステムの構築につながっているので
す。
まず、プロジェクトが 5 年間検証されなかった場合、そのプロジェクトに関連するバッファク
レジットの半分量が保留され、さらに検証なしで 5 年間経過した場合、残りのバッファクレジ
ットが保留されます。15 年間検証が行われなければ、そのプロジェクトは無効と宣言され、そ
れまで保留されていたクレジットと、そのプロジェクトに対してこれまでに発行された同数の
バッファクレジットが取り消されます。
次に、VCS はクレジットの質をどのように確保すべきかという議論から生まれたもので、その
手法は時の試練に耐えてきただけでなく、現実の変化や科学の進歩に合わせて更新され続けて
います。「これを議論する時に来ている」と言うのは、今こそ野球やサッカーの審判の必要性
を議論する時期に来ていると言うようなものです。それらはすでに存在するものですから、ど
うすればそれらの改善を確実に繰り返すことができるかを問題にすべきです。

継続的な審査により CO2 排出量削減の取り組みの透明性を高め、質の高いクレジットに資金が
回す仕組みを作る必要がある。
貴紙で報告されたように、すでに存在するものをこの記事で再び要求されています。この文
は、記事の不合理をさらしているだけです。

3 番目の記事
見出し：森林プロジェクトが終了しても、まだ生きている「ゴースト」カーボンクレジット
何か暗く悪質な内容を暗示する見出しですが、そのような記事でないことは明らかです。

ベリーズの森林プロジェクトに対して発行されたカーボンクレジットが、同地域の CO2 削減の
取り組みが終了した後も「有効（active）」なクレジットとして登録されていることが、Nikkei
の調査により明らかになった。
VCU は「有効（active）」または「無効（inactive）」と見なされるものではありません。この
記事でもまた、プロジェクト検証済みのカーボンユニット（VCU）は、発行時にプロジェクト
から切り離され、グローバルバッファプールによって保障されるという事実が無視されていま
す。クレジットは取り消しや償却が可能ですが、プロジェクトが破綻した場合でも無効化され
ることはありません。

この記事の数段落下で明らかにされているように、問題のプロジェクトは Boden Creek
Ecological Preserve（BCEP）Carbon Project ですが、記事ではこのバッファプールの存在が無視
されている上、同プロジェクトの過去の実績と、その実績を維持するための壮大な努力も軽視
されています。
3,980 ヘクタールの森林が伐採されて農業に転用されるのを防いだ事実は、何物にも変えられ
ない価値があります。このプロジェクトがなければ、森はなくなっていたでしょう。
ご指摘のとおり、このプロジェクトは苦戦し、次回の検証で失敗に終わる可能性も十分にあり
ます。そうなれば、このプロジェクトの対象地域がまだ無傷でも、関連するバッファクレジッ
トの半分が保留されます。これは、記事で推測されているような弱点どころか、システムの回
復力を裏付けることです。
記事で後述されているように、環境 NGO の Fauna & Flora International（FFI）が昨年、BCEP 買
収のために公的な資金調達キャンペーンを立ち上げたことは公然の事実である。この取り組み
で成功を収めた FFI は、カーボン ファイナンスによりプロジェクトの長期的な維持と保全を支
援し、ベリーズの人々の利益のために土地を信託することを望んでいます。
この複雑で困難な背景については後で詳しく説明しますが、この報道の大失敗の中でも特に目
を覆いたくなるのは、貴社の記者が、問題の解決に取り組んでいる人々に問題の責任を押し付
けていることです。

カーボンクレジットがまだ「有効」とされている理由の一つは、クレジットを購入する企業な
どが利用している二酸化炭素削減プロジェクトのデータベースが最新のものではなく、誤った
情報に基づいて取引が行われていることにある。その結果、温室効果ガスの排出者がクレジッ
ト購入のために支払った代金が、森林を利用して炭素を閉じ込める活動に使われていないので
ある。
プロジェクトのデータベースの登録内容に基づいて樹木が現れたり消えたりするわけではな
く、カーボンクレジットが「有効」と見なされるのは次の二つの理由によるものです。まず、
プロジェクトが成果を上げ、それが現在も維持されているからで、第二の理由は、記事では何
度も無視されてしまった地球規模のバッファプールによってこうした成果が担保されているか
らです。
さらに、「プロジェクトデータベース」（実際にはレジストリ）は「陳腐化」しておらず、
「誤った情報に基づいて取引が行われている」こともありません。事実、この記事ではカーボ
ンレジストリの役割が意図的に誤って伝えられています。プロジェクト関連文書の保管庫とし
て、また、クレジットの生成から廃棄まで追跡する手段として作成されたのがカーボンレポジ
トリで、その機能を十分に果たしていますが、使いこなすのが難しいのです。
VCS を管理する標準設定団体である Verra は、成長を続ける市場に合わせてより使いやすいレ
ジストリが必要であることを認識しています。そのため、2 年前に 2 つのサードパーティレジ
ストリを買収して統合し、すべての手続きをデジタル化する作業を進めています。これにより
使いやすいレジストリになりますが、何十万もの書類の調整を伴う面倒なプロセスです。

Verra はこのプロセスについてオープンかつ透明性を保っていますが、操作性と透明性は別の
ものです。
また、支払われた代金が「森林を利用して炭素を閉じ込める活動に使われていない」という主
張も誤りです。プロジェクトの提案者が莫大な財政的リスクを負って生み出した成果に対して
支払われるものだからです。クレジットが事後的に発行されるもので、最終的に買い手によっ
て支払われた時点では「森林を利用して炭素を閉じ込める活動」がすでに実施されていること
になります。

問題のプロジェクトは、ベリーズ南部の Boden Creek Ecological Preserve Forest Carbon Project であ
る。2005 年から 25 年間で 4,000 万平方メートルの森林を保護し、140 万トンの二酸化炭素をオ
フセットするように設計されていた。
森林保全プロジェクトからのカーボンクレジットを認証する米国の非営利団体、 Verra のデータ
ベースには、地元企業の Boden Creek Ecological Preserve（BCEP）がこのプロジェクトの主たる事
業者として記載されている。
企業認証に使用された書類を Nikkei が調べたところ、2017 年 10 月までに米国の森林管理会社
Forest Carbon Offsets が BCEP に代わって主たる事業者となったことが判明した。また 2017 年に
は、米国の石炭会社が一時的に同プロジェクトを管理していた。
この記述には誤りがあります。正確な部分は書類を調べた Nikkei からではなく、Nikkei が
Verra から書類の説明を受けた箇所です。記事では「事業者」という用語を使用して、2 つの異
なる機能が説明されています。Forest Carbon Offsets（FCO）はプロジェクトの開発者で、技術
的な専門知識を提供しているほか、貴紙の記者に説明したように、レジストリでは同プロジェ
クトの代表者として記載されています。BCEP はプロジェクトの提案者であり、土地と資源を提
供しています。
FCO によると、Merida Natural Resources という会社が Forest Carbon Offsets の少数株を取得
し、ERP Mineral Reserves LLC という関連会社も BCEP を買収しようとしましたが、どちらの会
社も同プロジェクトを管理する立場にはなりませんでした。
この取引が失敗に終わった後、BCEP は北米のグループに売却され、そのグループは農業関連企
業にその土地を再び売却するつもりでした。そこで、環境 NGO の FFI が BCEP 購入のための資
金調達キャンペーンを開始し、その結果 FFI がこのプロジェクトの提案者と土地の所有者とな
りました。
しかし、土地の所有権を持っていても、追加資金を調達しなければ長期的な保全は確保できま
せん。このプロジェクトを支援し拡大するために、FFI はベリーズ政府や現地コミュニティと
カーボンファイナンスの使用を検討しています。
これは、すでに発行されているクレジットの環境十全性には影響を与えません。その理由は上
記で明らかにしたとおりですが、以下でさらに詳しく説明します。
2015 年までに生成された 19 万トンの CO2 に対してのみカーボンクレジットが生成され、2016

年以降はまったく生成されていない。プロジェクト活動に関する報告書は、二酸化炭素削減量

を監視する独立した組織によって検証されていますが、2015 年までしか存在せず、それ以降の
数年間は何も報告されていない。
正確なクレジット数は 194,009 で、そのうち 59,903（30 パーセント以上）がバッファプールに
預けられていますが、貴紙の記者はその存在を認めることすらしていません。残りのクレジッ
ト（134,106）は市場に売却されました。
さらにこの記事の主張に反して、同プロジェクトが最後に検証されたのは 2017 年であると
（プロジェクトの期間は 2005 年～2015 年ですが）、レジストリに明確かつ透明性をもって示
されています。つまり、今年 10 月までに再検証を実施すれば、バッファクレジットの保留を
回避できます。
今年 10 月までにこのプロジェクトが再検証を達成できなかった場合（そして、すべての状況
を勘案すると達成できないでしょう）、プロジェクトによって創出されたクレジットの半分に
相当する量、つまり約 3 万クレジットが保留されることになります。リモートセンシングによ
って森林の存在が確認されているという事実にかかわらず、これは起こります。
2027 年 10 月までに検証されなければ、残りのバッファクレジットに相当する量が保留され、
さらに 2032 年 10 月までに検証されなければ、このプロジェクトは無効と宣言され、保留され
ていたすべてのバッファクレジットと、追加分のバッファクレジット（134,106）が取り消され
ます。
もちろん、このバッファプールはプロジェクトが無効化された場合にも使われます。VCS では
過去に一度だけこれが発生しました。

これは、BCEP を引き継いだ米国の会社が森林保全活動を停止したにもかかわらず、 2015 年以
前に生成されたクレジットの販売を続けていたことを示唆するものである。
それは事実かもしれませんが、このプロジェクトにより 3,980 ヘクタールの森林が農地に転用
されるのを防いだこと、クレジットは発行と同時にプロジェクトから切り離され、グローバル
バッファプールにより担保されていることは言及されていません。
2021 年、英国を拠点とする NGO の環境保護団体 Fauna & Flora International は、森林が農地に転

用されるのを防ぐためにカーボンオフセットプログラムの対象となる土地を購入した。
FFI の広報担当者によると、「この土地は第三者からの商業的関心、特にバナナ栽培用の農地へ

転用を目的とした商業的関心を高く集めていました」という。
さらに、「農地として買い上げられると Boden Creek の生態系の健全性が脅威にさらされるた
め、将来を確保することが急務だったのです」と加えた。
これは事実であり、これらの組織が直面している課題を明らかにしています。絶滅の危機に瀕
した森林を救うために FFI が立ち上がったのですから、賞賛に値します。
Verra はデータベースを更新せず、こうした変更が反映されていないため、古い情報に基づいた
クレジットの購入を可能にしている。Nikkei はコメントを要請したが、Verra は応じていない。

これは事実と異なります。プロジェクトに関連する変更はすべてレジストリに反映されてお
り、FFI は BCEP を買収しましたが、プロジェクト提案者としての BCEP の立場は変わらなかっ
たのです。
さらに、Verra は記者からのコメント要請に応じましたが、レジストリについて虚偽の声明を
出すことは拒否しました。
事実、Verra は完全な透明性の精神で、レジストリに対する記者の理解を助けるために、書類
の変更が要約に反映されていない可能性があると自発的に指摘したのです。さらにこの点につ
いて検証したところ、書類内の変更はすべて要約に反映されていることが判明しました。とこ
ろが、記者はこの声明にこだわり、現在のレジストリは透明性に欠け、「信頼できる」もので
はないという意見を押し付けてきたのです。
改めて繰り返しますと、Verra はレジストリの閲覧が容易ではないことを明確に認めていま
す。しかし、閲覧のしやすさは透明性ではありません。レジストリは本来の目的を果たしてお
り、Ecosystem Marketplace や Trove Research などの独立した第三者は、データ分析のためにレ
ジストリのコンテンツを日常的に収集しています。なお、Verra のレジストリは 2 つのサード
パーティレジストリを Verra が購入して統合し、立ち上げたものであることを指摘しておくこ
とは重要でしょう。
Verra では、検索機能と操作性を向上させるためにこのレジストリの再構成を進めているとこ
ろです。
さて、Verra とこの記者のやり取りを見直したところ、取材の初期段階に、プロジェクトの提
案者を買収した会社の貸借対照表についての質問には回答しなかったものの、それはさらなる
調査が必要だったためであり、さらに重要なことは、クレジットがプロジェクトから分離さ
れ、バッファプールによって担保された事実から、それらの質問はクレジットの正当性とは無
関係であるということです。
要約しますと、Verra は初期の段階からプロジェクトに関連する質問について答え、一連の質
問内容について明確に説明していただくよう記者に求めました。するとその記者は、レジスト
リに関して虚偽の声明を出すよう要求してきたのです。Verra はコメントを提供しましたが、
それは記者が望むコメントではありませんでした。

もちろん、BCEP やその他の団体に資金を提供しても、気候変動対策に取り組む可能性は低い。
また、Fauna & Flora International は同プロジェクトの対象森林を購入したが、プロジェクト自体
の管理には関与していないため、クレジットとして支払われた代金を受け取る資格はない。
言うまでもなく馬鹿げた話です。BCEP は 4,000 ヘクタール近い森林の破壊を防ぎ、20 万トン
近い二酸化炭素が大気中に放出されるのを防いだのですから、これが気候変動対策でなけれ
ば、何が気候変動対策なのですか？
悲しいことに、貴紙の記者は少数の異端な活動家が発する根拠のない意見をオウム返しにし
て、優位な証拠と多くの科学の専門家の同時見解を却下しています。たとえば、Coutiño らが
最近発表した査読付き研究では、VCS のプロジェクト対象地域内の森林伐採は、対応する反事
実を生成したピクセルと比較すると 47%削減され、森林劣化が 58％抑制されました。

FFI に関する注記：FFI は 2021 年末までに Boden Creek の購入を完了していません。現在も森林
保全のための選択肢を模索しています。土地の所有者として、事実上プロジェクトを管理して
いるのは FFI ですが、現段階ではプロジェクトの提案者として登録されておらず、過去に発行
されたクレジットに対する請求権も持っていません。

森林再生、植林、森林管理の改善に加え、農地への転用を回避することでもカーボンクレジッ
トを生成できる。このクレジットは、転用を回避した場合に森林に蓄積されると予測される炭
素量と、「通常どおり」のシナリオで推定される炭素隔離との差を表す。企業はクレジットを
購入することで排出量を相殺できる。
Boden Creek プロジェクトの目的には森林から農地への転用回避もありましたが、プロジェク
ト開始前に発生したハリケーンの被害から森林を回復させるために立ち上げたプロジェクトで
すので、ここで「転用を回避する」という概念を持ち出すのは奇妙なことです。Boden Creek
の記事では、他のプロジェクトタイプについて不可解で紛らわしい内容にも触れていますが、
全体を通して転用回避について書かれています。
また、転用回避によって「隔離」される炭素についても書かれていますが、それは炭素除去系
のプロジェクトの焦点であるため、的外れです。転用回避タイプのプロジェクトの焦点は炭素
排出の回避であり、REDD+の最初の 2 文字が「Reducing Emissions（排出量の削減）」を表して
いるのもそのためです。追加的な炭素隔離は「+」であると捉えられています。
これは単に表現上のものでないのは、森林伐採の減少が気候に与える影響を定量化する手法が
植林や植林再生の手法と異なるためです。このように区別しなければ多くの誤解が生じるわけ
ですが、貴紙の記者はそのことを理解していないようです。
2021 年、石油資源開発（JAPEX）は、2007 年から 2014 年の間に BCEP が生成した 12 万トンの
カーボンオフセットのクレジットを購入した。これは 2015 年までに BCEP が発行したクレジッ
トの 60%を占める。この取引は三菱商事の関連会社が仲介した。
ここでもまた、バッファプールの存在を認めようとしません。すでにご説明差し上げたとお
り、このプロジェクトのクレジットの 30％以上がバッファプールに置かれたので、12 万トン
分は市場に出たクレジットの 89％に相当します。
JAPEX はこのクレジットを液化天然ガスの輸入事業に活用し、日本向け LNG 製品 1 隻分のカー
ボンニュートラルを達成した。同社によると、購入したクレジットは Verra の認証を受けたも

ので、三菱商事は、信頼できるブローカーを利用したと述べている。
古いクレジットを使って現在の炭素排出量をオフセットすることは規則違反ではないものの、
そのようなカーボンオフセットプロジェクトの品質を評価するために買い手が提供する透明性
の欠如が浮き彫りにされることになる。一般に、民間のクレジットはあいまいな計算に基づい
ており、プロジェクトは認証機関によってしょっちゅう監視されているわけではない。
これはつじつまが合いません。透明性の欠如があるのは記者自身で、仮に市場の側にそのよう
な欠如があったとしても、購入に古いクレジットが使われることが透明性の欠如を示すと述べ
るのは論理的とは言えません。

また、果樹園への転用を予定されていた森林を救済することについては、プロジェクトの説明
書や独立監査人による検証・確認報告書に記載されており、「あいまい」なことはありませ
ん。
VCS の森林炭素プロジェクトは、環境影響解析の分野で一般的な土地利用変化モデルを採用し
ています。これらのモデルは、多くの科学者や利害関係者が参加する、広範なピアレビューと
公開協議を通じて正式な方法論に組み込まれました。

認証機関によって公表されたのが古い情報であることが発見され、重大な監督不行き届きが指
摘された。ベリーズのプロジェクトに対して発行されたクレジットの購入者は、プロジェクト
の主な事業者が変更されたことに気づいていなかった。
発見される古い情報がない以上、「古い情報の発見」はありえません。これは、私たちが記者
の一人に指摘したことを、勝手に「発見」という言葉を使って表現しています。実に奇妙なや
り取りでした。私たちが透明性のためにレジストリに紛らわしい項目があることを指摘した
後、この記者は「レジストリに透明性が欠けている」という声明を出すよう要求してきたので
す。

ベルギーに拠点を置いて炭素市場を監視する非営利団体 Carbon Market Watch は、すでに消滅し
たプロジェクトに対して発行されたカーボンクレジットを購入した場合、クレジットに支払わ
れた代金を CO2 排出量の相殺に使うという本来の目的には適わないと述べている。
この文章は BCEP プロジェクトが消滅したと示唆していますが、消滅していません。またここ
でも、グローバルバッファプールの存在が無視されています。さらに、異端な組織と、客観的
な現実から導き出されたものではなく、常に資金提供者や役員会のイデオロギー的見解が反映
されているような「調査結果」を不当に重視しています。
さらに、カーボンファイナンスは成果に対する支払いであり、成果達成後に支払いを行うこと
について不正や誤解を招くことはありません。事実、それがこの市場の強みでもあるのです。

同団体の政策担当者である Gilles Dufrasne 氏は、「10 年以上前のカーボンクレジットで温室効
果ガスの排出量を埋め合わせすることは不適切です。これを利用して化石燃料を「カーボンニ
ュートラル」として販売することは、極めて不誠実であり、明らかに誤解を招くものです」と
述べている。
CMW のイデオロギーの立場はよく知られており、メリットのある意見もありますが、その発
言は文脈の中でとらえ、利用可能な証拠を適用すべきです。
何をもってカーボンニュートラルとするかは、SBTi（Science-Based Targets Initiative）、VCMI
（The Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative）、ISO（国際標準化機構）などの多国間組織
の領域にあります。

ベリーズのプロジェクトは氷山の一角に過ぎないと言う専門家もいる。インドとウルグアイで
は、クレジットの発行後に森林が伐採されたというカーボンオフセットプログラムが見つか
り、これらのプロジェクトはその後解散したと考えられている。

「ゴースト（幽霊）」クレジットの話と称して、実在しないゴースト専門家や、無効化にでき
ないゴーストプロジェクトを引き合いに出すのは皮肉なものです。
プロジェクトの対象地域で森林が伐採された可能性はありますが、それは転用回避型のプロジ
ェクトが全能ではないからです。たしかに森林伐採を削減するよう設計されてはいますが、伐
採撲滅はめったにありません。記事で名指しされたプロジェクトの説明でさえ何度も間違いが
あることを考えると、匿名のプロジェクトについてその有効性を信じる理由はないでしょう。

有効なプロジェクトに資金が確実に回されるためには、プロジェクトの透明性と独立した監視
体制が重要である。
CMW の話を貴紙の記者が鵜呑みにして繰り返しているだけで、プロジェクトの透明性は存在
します。

タフツ大学のフレッチャースクールの学部長であり、カーボンオフセットに関する民間部門の
ルールを提唱する Rachel Kyte 氏は、監視にブロックチェーン技術を利用することを提唱してい
る。
「企業が販売すべきでないものを販売したり、獲得すべきでないものを獲得したりすることが
できないエコシステムを構築する必要があります」と彼女は述べている。
この引用は突然現れ、何の根拠もないものです。Verra は炭素市場におけるブロックチェーン
技術の役割に関する公開協議を最近開始しましたが、そのことはこの 2 つの記事で貴紙の記者
が理解できなかった問題とは何の関係もありません。

結論
貴紙の報道は、プロセスを推進するために必要な、多様な利害関係者からの情報に基づいた批
評の欠落が招いた悲劇です。嘘、中途半端な真実、ほのめかしは、情報に基づいた批評とは言
えません。
カーボンファイナンスは複雑で間違いも起こりますが、一連の記事は一人の記者が締め切りに
追われて書かれたものではなく、複数の記者からなるチームが関与されていますが、事実確認
の担当者はいなかったようです。
Nikkei Asia で内部調査を実施し、私たちの指摘の信憑性を検証し、今回の大失敗に至った手続
き上の欠陥を明らかにし、今回の損害を最小限に抑えるために適切な措置を講じていただくべ
きだと考えております。

