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エネルギー環境会議 （注：エネルギー・環境会議の基本方針に基づく）

１．２０１３年以降の温暖化対策等の検討の進め方について

H23.12.21 革新的エネルギー・環境戦略基本方針の策定
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選 択 肢 の 検 討 グリーン成長戦略の検討

（内閣府国家戦略室）

総合資源エネルギー
調査会（経済産業省）

中央環境審議会
（環境省）

原子力委員会
（内閣府）

エネルギーの
ベストミ クス

原子力政策
2013年以降の
地球温暖化対策

エネルギーのベスト
ミックスや地球温暖化
策

※

ベストミックス 地球温暖化対策

食農審・林政審・水政審合同 地球環境小委

対策を実行することによ
り、社会・産業構造の転
換がどう進み、新たなエ
ネルギー環境産業が拡
大が見込めるか等を関

H24春 選択肢の取りまとめ

大が見込めるか等を関
係省庁と連携して提示

３／２１ ２０１３年以降の農林水産分野の
地球温暖化対策の方向性とりまとめ

国民的議論 （※具体的手法は不明）

H24夏 革新的エネルギー・環境戦略 ＝ 2013年以降の地球温暖化対策 同戦略の策定
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我が国は 第１約束期間において 1990年排出量比６％の削減義務 そのうち 森林吸収は 般

２．京都議定書第１約束期間（2008～2012年）における森林吸収源

我が国の「森林経営」が行われた我が国の排出削減目標

我が国は、第１約束期間において、1990年排出量比６％の削減義務。そのうち、森林吸収は一般
ルールを超える特例的措置として、上限値1,300万t-C/年（=3.8%）を獲得。

我が国の「森林経営」が行われた
森林における吸収量の推移

我が国の排出削減目標

国内排出量の削減12億6千百万
t-CO2

3.8％を確保するためには、H19～H24年度の6年間に330万ha
の間伐が必要。

森林吸収源

4 767万t CO2

△0.6%

△3.8%
4.5 

基準年排出量比 ［％］

の間伐が必要。

必要な間伐予算を措置してきた結果、確実に吸収量を計上中。

4,767万t-CO2
(1,300万t-C)

基準年

%
△6 %

4.0
4.2

3.7
4.0 

京都メカニズム
基準年

排出量

11億8千6百万
t-CO2

△1.6%

3.4
3.6

3.8

3.2
3.43.5 

目標達成ラインt CO2

3.0 

目標達成ライン

実績

1990年 2008～2012年 2.5 
平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年H19 H20 H21 H22 H23 H24

第１約束期間
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一連の合意の中で 概ね我が国の主張が受け入れられる結果

３．COP17等の結果と成果（森林吸収源関係）

連の合意の中で、概ね我が国の主張が受け入れられる結果
（我が国の持続可能な森林経営に向けた取組が評価）

● 森林吸収量の算定は、我が国の持続的な森林経営の努力を踏まえ、実質、現行の方式と同じく、

● 森林吸収量の算入上限値は、各国一律3.5％（1990年比）とされた

対象とする森林が吸収した炭素量をすべてカウントできるルールが特例的に認められた

● 伐採された国産の木材中の炭素については、木材製品が廃棄された時点で排出量を計上

 森林吸収量の算定ル ル  伐採木材製品（HWP）

● 2013年以降の隔年報告書の項目として吸収源が位置づけられた（日本も報告義務）

伐 炭 、 製 排
（HWP）（＝木材利用のインセンティブ）

 森林吸収量の算定ルール

参照レベル方式を採用。我が国については、参照レベル
を０とすることが盛り込まれた（＝現行のルールと同じ）。

 伐採木材製品（HWP）

国内の
伐採木材製品

国内の
森林

森林
から
搬出

伐採木材製品

吸収

参照
参照
レベル

我が国の場合参照レベル方式

焼却
埋立
処分搬出

レベル

排出

レベル
＝０

吸収

処分

第一約束期間のルール

この時点で排出を計上
約束期間 約束期間

今回決定したルール

この時点で排出を計上

3



４．2013年以降の我が国の地球温暖化対策

○ 気候変動枠組条約の締約国として、引き続き、温暖化対策に取り組む国際的責務

総理コメント（抜粋）総理 メント（抜粋）
我が国の主張が反映される形で、すべての国が参加する新たな法的枠組みの構築

に向け、大きな成果を得ることができた。

引き続き 地球温暖化問題の解決のため 大限の努力を行 ていきたい

○ 2020年までに発効することとされている「将来の枠組み」構築に向けた交渉の開始

引き続き、地球温暖化問題の解決のため、 大限の努力を行っていきたい。

我が国の主張する考え方が世界各国に幅広く支持・共感を得られるよう、
温暖化対策に誠実に取り組み続ける必要。

○ 再び義務を負うことも想定される「将来の枠組み」において、我が国が十分に貢献
できるよう、第２約束期間中も備える必要。

2013年以降、各種温暖化対策の取組を継続・発展させる必要
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５. 森林吸収量の目標値と今後の見通し

➢ 2013 2020年 森林吸収源対策として COP17等で国際的に合意されたル ルに沿 て➢ 2013-2020年：森林吸収源対策として、COP17等で国際的に合意されたルールに沿って、
森林吸収量の算入上限値3.5％分を 大限確保することを目指す

➢ 新たな「将来の枠組み」の下でも、森林吸収源が十分に貢献できるよう、2013年以降速やか
必要な対策 取り組む必要

5%

に必要な対策に取り組む必要

←第１約束期間→ （第２約束期間）
（2013～2017又は2020）

将来の枠組み
（遅くとも2020年に発効予定）

基準年排出量比

4%

5% （ 3 又は ） （遅くとも 年に発効予定）

我が国の森林が持つ吸収能力を十分に発揮
させ、地球温暖化防止に貢献していく必要

2 8%
3.0%

3.2%
3.4%

3.7%

3%

第２約束期間中から森林の
若返り等に取り組む必要

2.8%

2%
必要な森林整備や

木材利用等の推進により

毎年約20万haの
追加的な間伐等

を実施

1% 平均３．５％確保
を目指す

平均３．８％
確保可能な水準

※ このほか、森林分野では、
0%

、森林分野 、
木質バイオマスによる化石
燃料代替効果が見込める。

5



６．今後の森林吸収源対策の具体的対応策

① 健全な森林の育成や森林吸収量の算入対象となる森林の拡大（面的拡大）① 健全な森林の育成や森林吸収量の算入対象となる森林の拡大（面的拡大）

② 我が国の人工林資源の吸収能力の向上（質的向上）

➢ 再造林による森林の若返り推進

➢ 成長の優れた種苗の開発・導入など育林システムのイノベーション

③ 木材利用による炭素貯蔵機能の発揮

➢ 木材製品中の炭素蓄積量の変化を評価する新たなルール（HWP）の活用

➢ 地域材の利用量増加や長期利用の促進など木材の利用拡大

➢ 化石燃料の消費の増大を抑制する効果を有する木質バイオマスの利用拡大

➢ 中国や韓国等への木製品等の輸出促進

④ 「森林・林業の再生」に向けた取組の加速

持続的な森林経営の確立➢ 持続的な森林経営の確立

➢ 川上から川下までを通じた効率的な生産基盤の整備

現行の採算性が改善されないと 現状のような間伐実行の予算措置があっても必要な面積の間伐の
【留意すべき事項】

・ 現行の採算性が改善されないと、現状のような間伐実行の予算措置があっても必要な面積の間伐の
実行が困難になるおそれが大きく、採算性改善の取組、特に施業集約化の促進と路網整備の加速化に
よる条件整備が不可欠

・ 排出削減に貢献するバイオマスを含めた木材利用の拡大には、森林整備の着実な実行が必要不可欠

⑤ 財源の安定的な確保
➢ 2013年以降の森林吸収源対策の着実な推進とこれを支える林業の採算性の改善

に必要な財源の安定的な確保 6



・森林吸収源対策の重要性に鑑み 平成24年度税制改正大綱も踏まえつつ 2013年以降の森林吸収源対策の

７．財源の安定的な確保

平成２４年度税制改正大綱（抜粋）（平成２３年１２月１０日閣議決定）

・森林吸収源対策の重要性に鑑み、平成24年度税制改正大綱も踏まえつつ、2013年以降の森林吸収源対策の
着実な推進とこれを支える林業の採算性の改善に必要な財源を安定的に確保。

第２章 平成24年度における主な取組み

５．環境関連税制

（２）エネルギー課税

③ 森林吸収源対策

温室効果ガスの削減に係る国際約束の達成等を図る観点から、森林吸収源対策
を含めた諸施策の着実な推進に資するよう、平成25年以降の地球温暖化対策の
国内対策の策定に向けて検討する中で、国全体としての財源確保を引き続き検討
ますします。

④ 地球温暖化対策に関する地方の財源確保

地球温暖化対策を推進するためには、地域において主体的な取組が進められる
ことが不可欠です。既に地方公共団体が、地球温暖化対策について様々な分野で
多くの事業を実施していることを踏まえ、エネルギー起源ＣＯ2排出抑制策、森林吸
収源対策など 地球温暖化対策 係る諸施策を地域 お 総合的 進めるた収源対策などの地球温暖化対策に係る諸施策を地域において総合的に進めるた
め、地方公共団体の財源を確保する仕組みについて検討します。
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