
 

 

特定非営利活動法人 

全国木材資源リサイクル協会連合会 

全 国 大 会 

 

～未利用木材資源の活用を目指して～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期日： 平 成 ２ ０ 年 １ １ 月 １ ３ 日 

場所： 明 治 記 念 館 



 

 

ご あ い さ つ 

 

本日は、全国各地から大変お忙しいところ多数のご来賓と会員の皆様にご臨席

を賜り誠にありがとうございます。主催者を代表いたしまして心から御礼申し上

げます。 

    当連合会は、平成４年に関東・東海・近畿の各木材資源リサイクル協会によ

る任意団体として発足して以来、順次、北日本・中四国・九州地域に同協会が設

立されたことによって、名実ともに全国展開のできる組織が平成 16 年 3 月にＮ

ＰＯ法人として誕生し、業界の代表として活動してまいりました。 

 これもひとえに、本日、ご臨席賜りました関係者各位のご指導、ご支援の賜物

と深く感謝しているところであります。 

しかし、この直近の５年間を振り返りますと、木材資源のリサイクル環境は大

きく変貌し、木質チップの需要は、多数のバイオマス発電施設の新増設によって

燃料利用が著しく拡大し、廃木材等の確保難もあって木質ボード及び紙パルプ用

原料への供給に大きな影響を及ぼすようになり、現状及び将来に向けて関係業界

の要請に応えることが極めて困難な状況で、林地残材などの未利用木材資源の確

保対策が急務となっております。 

当連合会の活動は、会員による木材資源のリサイクル推進によって地域の環境

保全はもとより、資源循環型社会の構築及び地球温暖化問題への対応など、業界

を挙げて社会に貢献することによって、組織の健全な発展と会員の経営安定に資

することを目的としています。 

 当連合会では、この目的を達成するための一環として、5 年ごとの節目に広く

関係者に活動実態を披露し、更なるご理解とご協力を仰ぐための「全国大会」を

開催することとしており、今回が２回目となります。 

 本日の全国大会は、優良企業及び優良社員の表彰をはじめ、副題の「未利用木

材資源の活用をめざして」にふさわしい、基調講演とシンポジウムをそれぞれ第

一人者の方々にお願いしております。 
 また、各界からのご来賓と会員企業による意見交換会を本大会の締めくくりと

してお願いしているところであります。 
 皆様におかれましては、お時間の許す限りご歓談をいただき、今後とも一層の

ご指導とご鞭撻をお願い申し上げる次第であります。 
  平成２０年１１月１３日  
                 特定非営利活動（NPO）法人  

全国木材資源リサイクル協会連合会 
                       理事長  彦坂 武功 



全 国 大 会 プ ロ グ ラ ム 

期日：平成２０年１１月１３日 
場所：明 治 記 念 館 

Ⅰ．記念式典の部               15：00～15：30（１階：曙・松の間） 
 １．全国大会開会宣言        NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会副理事長   片岡重治 
 ２．あいさつ            NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会理事長 彦坂武功 
３．木材資源リサイクルの実態報告  NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会副理事長 鈴木 隆     
４．優良企業及び優良社員表彰    

 
Ⅱ．基調講演およびシンポジウムの部       15：40～17：50（１階：曙・松の間） 
１．基調講演                          15：45～16：15 

  演題：「森林の新しい可能性」 
  講師：農林水産省林野庁林政部長             針原 寿朗 様 

２．シンポジウム （パネルディスカッション）          16：20～17：50 
課題：「循環型社会における木質バイオマスの需給展望について」 
コーディネーター：静岡大学農学部教授          鈴木 滋彦 様 
パネリスト： 

       環境省廃棄物・リサイクル対策部リサイクル推進室長   上田 康治 様 
       農林水産省林野庁林政部木材利用課長          岩本 隼人 様  

日本繊維板工業会常務理事               涌田 良一 様 
日本製紙株式会社原材料本部燃料部長          井澤 佳昭 様 

       NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会副理事長   山口 昭彦  
 
Ⅲ．意見交換会の部                   18：00～（２階：蓬莱の間） 

  １．ご来賓紹介 
  ２．環境大臣表彰紹介 
  ３．理事長挨拶および謝辞 
  ４．ご来賓挨拶 
       環境省大臣官房長                   南川 秀樹 様 
       農林水産省林野庁森林整備部長             沼田 正俊 様 
       経済産業省エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 羽藤 秀雄 様 
       国土交通省大臣官房技術参事官             下保 修  様 
       社団法人全国産業廃棄物連合会副会長          石井 邦夫 様 
  ５．乾杯 
       建設副産物リサイクル広報推進会議会長         三谷 浩  様 
  ６．中締め 

       ３
スリー

R 活動推進フォーラム専任理事            八木 美雄 様 

７．全国大会閉会宣言 
       NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会監事     田中 一正 



Ⅰ．記念式典の部               15：00～15：30（１階：曙・松の間） 
 

 
１．全国大会開会宣言        NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会副理事長   片岡重治 
 
 
２．あいさつ            NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会理事長 彦坂武功 
 
 
３．木材資源リサイクルの実態報告  NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会副理事長 鈴木 隆    
  
 
４．優良企業及び優良社員表彰   
 

      受賞者名簿 
優良企業表彰 
北日本協会 株式会社リンコーコーポレーション 
関東協会 有限会社日環 
関東協会 市川燃料チップ株式会社 
東海協会 フルハシＥＰＯ株式会社 
東海協会 有限会社松井工業 
東海協会 岐阜代用燃料株式会社 
東海協会 株式会社中野町チップ 
近畿協会 木材開発株式会社 
中四国協会 広島炭化工業有限会社 

 
 優良社員表彰 

関東協会 株式会社エコネット   横堀 忠 
関東協会 木材開発株式会社    一瀬 省三 
東海協会 フルハシＥＰＯ株式会社 丸山 芳春 

丸山 タキ 
中四国協会 広島炭化工業有限会社   坂本 貞行 

 



「木材資源リサイクルの実態報告」「木材資源リサイクルの実態報告」

ＮＰＯ法人 全国木材資源リサイクル協会連合会
副理事長 鈴木 隆

あ ゆ み



廃木材処理フロー図

建設発生木材の再資源化率の推移



木質チップの用途別利用内訳

日本繊維板工業会資料（2008.3）から作成(単位：万トン／年）



木材チップ燃料需要実態

㈱日報アイ・ビー提供（2007.12）
H14 H15 H16 H17 H18(予定)H20(予定)‘04 ’05 '06         ' 07       ' 08(予定) '10(予定)

私たちの目標と活動私たちの目標と活動
＜目標＞

◆資源循環型社会の構築に貢献します

◆「バイオマス・ニッポン」の推進に積極的に参画します

◆地球環境と生態系の保全を徹底的に追及します

◆木質チップの需給安定に努めます

＜活動＞

◆全国ネットワークを確立します

◆リサイクルの技術の普及・啓発に努めます

◆常に最新の情報を把握し、提供します

◆地域の方々との提携を深め、ともに考え、活動します



優良企業及び優良社員表彰 

1．優良企業の部 ９社 
協会名 候補企業名 所在地 推薦理由 

北日本 株式会社リンコ

ーコーポレーシ

ョン 

新潟県 北日本地域では も早く古材のリサイクルを

手がけ、現在においても業界のリーダーシップを

図っており、数々の中間処理施設の見本となって

現在においても活躍されている企業。 

企業理念、事業規模など、どれを取っても業界内

では一流といえる存在。 

現在は、近隣県のマテリアル系のリサイクルを

はじめ、北越製紙新潟工場の木質バイオマス発電

向けのストックヤードも同社に提供するなど、新

潟県内の木材資源リサイクルの中心的存在を担

っている。 

有限会社日環 栃木県 同社は昭和５２年会社創設以来、廃棄物のリサ

イクルに貢献してきたが、平成１３年に壬生リサ

イクルワールドを設置し、会員として 大の１６

品目の産業廃棄物を受け入れ処理を行っており、

２４時間操業であるにもかかわらず、場内は常に

整然と整理され、管理が行き届いている。 

 また、このたび、処理状況の映像をリアルタイ

ムで排出事業者に配信するシステムを開発し、コ

ンブライアンスの要請に応えているほか、環境測

定データを速やかにホームページ上に掲載する

など、情報公開の徹底に努めている 

関 東 

市川燃料チップ

株式会社 

東京都 同社は、協会発足以来、常に中心的な役割を担

って当協会の発展に大きく貢献され、現在の全国

組織づくりにおいても指導的役割を果たした。 

 さらに、燃料チップの生産においても、安定的

な供給体制を維持し、バイオマス発電等の発足に

おいても、中心的な役割を果たしてきた。 

フルハシ EPO 株

式会社 

愛知県 

 

東海木材資源リサイクル協会及び連合会立上

げのメンバーとして活躍、東海協会会長、連合会

副理事長としてのリーダーシップを発揮、地域の

木材リサイクルの中心企業として業界発展に寄

与している。 

東 海 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有限会社松井工

業 

愛知県 愛知県三河地方で永年木材チップを製造販売、

東三チップ工業組合副会長として、地域の木材チ

ップ生産業の発展に寄与、東海地方としては早く

からリサイクルチップから土壌改良用木炭など

を製造し業界の発展に寄与している。 



株式会社中野町

チップ 

静岡県 静岡県浜松地方において、木材チップの生産に

早くから手がけ地域の木材リサイクルの中心企

業として活躍、近年は地域の子供たちに生産工場

を体験学習の場として提供し、環境教育の発展に

寄与している 

 

 

 

 

 

 

 

岐阜代用燃料株

式会社 

岐阜県 連合会理事として活躍、早くからチップダスト

の有効利用を図り、堆肥母材、土壌改良材として

いる。また、岐阜県ウッドリサイクル協議会副会

長として地域の木材リサイクルの発展に寄与し

ている。 

(近畿) 木材開発株式会

社 

大阪府 連合会立上げ、近畿協会中心会社また、東海協

会でも、近畿地方や全国の状況、いろいろな情報

を提供。近年ではサーマルチップ代替の、やしガ

ラ輸入など、業界の危機にいち早く手を打ち、動

いて業界の発展に寄与している 

中四国 広島炭化工業有

限会社 

広島県 着実に事業の拡大と進展を続けている。関連の

新有限会社 広島炭化工業は昭和 46 年 7月に創

立され、以来、一般及び産業廃棄物の収集運搬、

中間処理、 終処分を主たる業務としながら、規

分野事業への開拓にも積極的であり、昭和 58 年

からは木材資源リサクル分野へ中国地区では

も早く進出し、当業界における今日の地位を確立

した。また、代表取締役の増長健氏は、特定非営

利活動法人中四国木材資源リサイクル協会の創

設にも、積極的に係わり、設立後は副理事長の要

職に推された。その後は本協会の発展に大きく貢

献され会員の信任も厚く、引き続いて今日に至る

まで副理事長の要職にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2．優良社員の部 ５名 
協会名 候補社員・会社名 所在地 推薦理由 

横堀 忠 

㈱エコネット 

工場長 

東京都 同氏は、昭和６２年３月、㈱エコネットの前身である

イースター産業㈱に入社以来、２０年余にわたり同社

工場長として、木材リサイクル一筋に貢献してきた。 

 特に、廃木材のチップ化工程の管理において、選

別、異物の除去等、地味であるが重要な仕事のスペ

シャリストとして安全管理面で、無事故の貫徹に貢

献してきた。 

関東 

一瀬 省三 

木材開発㈱ 

東京営業所長 

東京都  永年にわたり、協会を支え、常に先を読んで行動さ

れている。今回もヤシガラのバイオマス利用に積極的

に取り組み、チップの枯渇対策に対応されている。 

 そうした情報も含め、大いに協会の発展に貢献され

ている。 

 なお、同氏は現在の会社に入社してからは 6年余

りであるが、前任の㈱三井ホーム時代から永年にわ

たり木材資源のリサイクルに取り組んでおり、充分

永年の功績を評価することができる。 

丸山 芳春 

フルハシ EPO㈱ 

愛知県 勤続年数 43 年 5 ヶ月 ご夫婦（丸山タキ様） 

43 年 5 ヶ月という長い期間誠実に木材チップ製造に

関わった。特に荷受として、黎明期から入荷材分別

や異物除去の呼びかけなど、目に見えない地道な活

動をしてきた。その功績が認められ、愛知県木材チ

ップ協会会長賞、愛知県知事賞、など受賞 

東海 

丸山 タキ 

フルハシ EPO㈱ 

愛知県 勤続年数 21 年 6 ヶ月 

ご夫婦で２０年以上も共に木材チップの製造に関わ

ってきた。チップ製造に関する、生産前の分別異物除

去など、永年木材リサイクルチップ品質向上に貢献し

てきた。その功績が認められ、愛知県木材チップ協会

会長賞、愛知県知事賞、など受賞 

中四国 坂本貞行 

広島炭化工業 

有限会社 

広島県  昭和 63年 2月採用と同時に新事業部門である木材

リサイクル部門を担当し、以来 21 年間当該部門の現

場を担当し今日に至っている。 

当人はこの間、無欠勤無遅刻など勤務状態は極め

て優秀であり、他の従業員からの信任も厚く、社員

の模範となっている。また、日常の業務においても

絶えず生産性向上つながる創意工夫を行い、作業機

器や作業工程の改善改良等当該部門の業績向上に大

きく貢献している。又、作業の労働安全衛生分野に

おいても、率先して職場環境の改善に関しての提言

提案を行い、作業効率と安全衛生との両立に中心的

な役割を担っている。 

 



Ⅱ．基調講演およびシンポジウムの部      15：40～17：50（１階：曙・松の間） 
 

 
 
 

 
 
 

１．基調講演  
 

   演題：「森林の新しい可能性」 
 
   講師：農林水産省林野庁林政部長        針原 寿朗 様 

 
 
 
 
 

＜プロフィール＞ 
 
針 原 寿 朗（はりはら ひさお） 
 
東京大学法学部卒業 

 

昭和５５年  ４月 農林水産省入省（法律） 

平成 ８年  １月 大臣官房秘書課監査官兼農林水産省大臣秘書官事務取扱 

   ８年 １１月 大臣官房付 

   ９年  １月 食糧庁総務部総務課調査官 

   １０年１０月 経済局国際部国際経済課長 

   １３年 １月 食糧庁計画流通部計画課長 

   １４年 ７月 食糧庁総務部企画課長 

   １５年 ７月 内閣官房内閣参事官 

   １８年 １月 大臣官房予算課長 

   １９年 １月 林野庁森林整備部長 

   ２０年 ７月 林野庁林政部長 

 
 
 
 



「森林の新しい可能性」

平成平成2020年年 1111月月 1313日日
林林 野野 庁庁

林政部長林政部長 針針 原原 寿寿 郎郎

森林の新しい可能性

１ 森林をめぐる 近の政策動向

（１）森林・林業をめぐる内外の諸情勢の動向と政策上の課題 ・・・・ １

（２）低炭素社会構築に向けた政府の取組み ・・・・ ２

（３）ポスト京都議定書に向けた国際的な動向 ・・・・ ５

（４）新たな森林・林業施策の確立に向けた施策の再編成 ・・・・ ９

（５）総合経済対策 ～平成２０年度林野庁補正予算額８００億円～ ・・・・１３

２ 森林の新しい可能性を模索する動き

（１）排出量取引をめぐる動向 ・・・・１４

（２）ＣＯ２の「見える化」の取組み ・・・・１７

（３）森林関連の新しいビジネス創造の動き ・・・・２３

（４）山村の再生に向けた取組み ・・・・２８

（５）美しい森林づくり運動の推進 ・・・・３０

（６）花粉発生源対策の取組み ・・・・３６

（７）森林・林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発

～平成２１年度 林野庁予算概算要求を中心に～

の今後の展開方向 ・・・・４０



 

・森林吸収源対策の着実な実施
我が国のＣＯ２排出削減目標６％中３．８％
（Ｈ１９～２４までの間伐目標３３０万ha ）

・林地残材等の未利用木質バイオマス資源約1000万㎥/年

（燃料として活用すれば、０.４％のＣＯ２削減効果）

≪地球規模の環境問題への対処の必要性≫

・森林の蓄積は、森林面積の約４割を占める
人工林を中心に毎年８千万㎥ずつ増加
（我が国の国産材消費量は、毎年約１.８千万ｍ３）

・人工林は、戦後造林された９齢級（４５年生）以下のも
のが約７割を占め、間伐等が必要な状況であるが、
今後本格的に利用可能となる資源が増加

・森林に対する国民ニーズの多様化

≪国内における森林資源の充実≫

・中国の木材輸入
３４．７億ドル(２００１年)→７９．８億ドル(２００７年)

・ロシアの丸太輸出税 ２１年１月から２５％→８０％
・非食用バイオマス燃料の開発・商業化を加速

（２００８年Ｇ８食料安全保障宣言）
・木材自給率は７年ぶりに２０％台を回復。１９年は２２．６％

≪世界的規模での資源問題の深刻化≫

・国有林：独法への一部移管と特会の廃止について２２年
度末までに検討

・森林国営保険：独法への移管と特会の廃止について２０年
度末までに検討

≪簡素で効率的な政府の実現の必要性
≫（特別会計改革、総人件費改革等）

・高齢化、世代交代による森林経営の細分化、
境界の不明確化
・材価の低迷

→森林整備に要する個人負担問題の先鋭化、
伐採後の造林負担力の低下

・就労機会の不足による山村の疲弊

≪林業・木材産業の長期的停滞≫

・先進的な技術により、木
質資源を原料とするエネ
ルギーやマテリアルの製
造システムを構築

・木質資源の燃料への
活用と間伐とを一体的に
進めるモデルの構築

・木質バイオマスの利活
用を加速化するための
政策推進体制の強化

≪化石資源に代替する
森林バイオマスの総合的

利活用の推進≫

・地域住民等と協働で行う先駆的かつ総合的な減災対策や山村地域の
水源林整備等を推進する事業を創設

≪地域の安全・安心の確保に向けた治山対策の推進≫

・山村が有するＣＯ２削減、教育、健康面の機能に着眼
・山村の価値を認める企業等からの支援と政策的支援との
相乗効果により山村を再生
・支援企業等へは、支援の効果を客観的指標で認定

≪社会全体での森林資源の保全・活用に
よる山村再生システムの構築≫

・外材から国産材への原料転換を進め国産材を大量に加工する体制を構築
・地域の製材工場群を蘇生させ、国産材製品の加工流通体制を構築
・「顔の見える家づくり」グループのネットワーク化による地域型住宅の推進
・２００年住宅等に対応した新たな地域材製品の開発と普及
・各地におけるＣ材の大量安定取引の確立
・国産材住宅は「第２の森」との観点に立った、ＣＯ２固定効果分の
税制の優遇措置を要望

≪需給変化に対応した木材産業構造の確立と
国産材利用拡大≫

・条件不利森林の先行整備のための新規事業の
創設
・境界明確化作業への本格支援

≪条件不利未整備森林解消対策≫

～森林吸収源対策の一層の推進～

・林業経営安定のための新たな対策を検討
（庁内にタスクフォースを設置）

・森林所有者に利益還元できる林業事業体を育成
（面的拡大・法人化等の推進）

・併せて相続税対策を要望

≪新たな森林経営政策の確立≫
～本格的な林業経営政策の導入に向けた
ステップの開始～

・国民共通の財産としての国有林野の管理・保全、治山事業等については今後とも国が実施
との基本的な考え方
・森林施業の実行や木材の販売等については、独立行政法人への移行による効率化を検討

≪政府の役割・機能を見据えた国有林改革等の推進≫

～低炭素社会づくりに向けた森林資源
＿の整備・活用と林業・山村の再生～

１ 森林をめぐる 近の政策動向

（１）森林・林業をめぐる内外の諸情勢の動向と政策上の課題

１

○産業革命後につくりあげられた化石エネルギーへの依存を断ち切り、「低炭素社会」へと大きく舵を切らなければ
いけない。
低炭素社会への移行は「負担」だと捉えるのではなく、「新たな経済成長の機会」と捉えるべき。また、そのヒントは

「我が国の良さ、伝統」の中に既に存在している（「自然との共生」「もったいない」）。自信を持って第一歩を踏み出
すべき。

○2050年までに世界全体で排出量を半減する目標について、G8及び主要排出国との間で共有することを目指す。
日本としては、先進国の一員として途上国以上の貢献をなすために、2050年までに、現状から60～80％を削減す

る長期目標を掲げる。
○10～20年での世界全体の排出量のピークアウトという目標の実現には、「全員参加」型の「公平かつ公正なルー

ル」が不可欠であり、その現実的な方法論として、セクター別アプローチが有効。目標の設定に関する国際的に共
通な方法論を確立するとともに、我が国の中期的な国別総量目標を来年の然るべき時期に発表したい。

福田総理演説（平成20年6月9日「低炭素社会・日本をめざして」）

① 革新技術の開発と既存先進技術の普及
• 途上国支援の新たな多国間基金に 大12億ドルの拠出
• 太陽光発電世界一の座の奪還（2020年までに10倍、2030年には40倍）
• 省エネ住宅・ビルの義務化に向けた制度整備、200年住宅の普及促進

② 国全体を低炭素化へ動かしていくための仕組み
• 今秋、排出量取引の国内統合市場の試行的実施、実験を開始
• 今秋、環境税を含め、低炭素化促進の観点から税制全般を横断的に見直し
• 来年度からカーボン・フットプリント制度の試行的な導入実験を開始

③ 地方の活躍
• エネルギー、食糧の地産地消
• 10程度の環境モデル都市を選び、政府のバックアップのもと革新的な取組

④ 国民主役の低炭素化
• ライフスタイルを変える意識を共有するためのサマータイム制度への期待
• ７月７日を「クールアース・デー」に

○具体的な政策の４つの柱

（２）低炭素社会構築に向けた政府の取組み

２



低炭素社会づくり行動計画 ポイント

１ 我が国の目標
＜長期目標＞ 2050年までに現状から60～80％の削減を行う。
＜中期目標＞ 来年のしかるべき時期に国別総量目標を発表する。

２ 革新的技術開発
革新技術の開発をロードマップに沿って推進。今後５年間で300億ドル程度を投入。

３ 既存先進技術の普及
＜太陽光発電＞ 太陽光発電世界一の座を再び獲得することを目指し、太陽光発電の導入量を

2020年に10倍、2030年に40倍。
＜省エネ住宅・ビル、200年住宅＞ 新築の住宅・ビルがすべて省エネ型のものになることを目指す。
＜国自らの率先実施＞ 政府自らが先進的な対策を実施し、他の公的部門、さらには民間部門にも

広げていく。
４ 国全体を低炭素化へ動かす仕組み

＜排出量取引＞ 本年秋、排出量取引の国内統合市場の試行的実施を開始する。
＜税制のグリーン化＞ 低炭素化促進の観点から、税制のグリーン化を進める。
＜排出量等の見える化＞ 多くの商品や食品、サービスからの温室効果ガス排出量等が「見える

化」されることを目指す。
５ 農山漁村の活躍、都市や地域づくり、環境教育

＜農林水産業の役割を活かした低炭素化＞ 農山漁村地域が、バイオマス資源供給源や炭素吸収

源としての役割を担う。
＜低炭素型の都市や地域づくり＞ 特色を活かしたモデル都市の取組が全国に広がっていく。

６ 国民運動
国民一人ひとりが低炭素社会の意義と重要性、やり方、メリットと負担を理解し行動する。

○目指すべき姿

３

低炭素社会づくり行動計画

Ⅲ 国全体を低炭素化へ動かす仕組み

あらゆる部門の排出削減を進めるため、二酸化炭素に価格をつけ、市場メカニズムを
活用するとともに、二酸化炭素排出に関する情報提供を促進する。

１ 排出量取引

本年秋に、できるだけ多くの業種・企業に参加してもらい、排出量取引の国内統合市場
の試行的実施を開始する。

その具体的な仕組みについては、京都議定書目標達成計画や、同計画に位置付けら
れている自主行動計画との整合性も考慮しつつ、参加企業等が排出量や原単位につい
ての目標を設定し、その目標を達成するに当たり各種の排出枠・クレジットの売買を活用
できる仕組みを軸に、既存の制度や企画中の制度を活用しつつ、できるだけ多くの業種・
企業に参加してもらうことを念頭に、制度設計を進めることとする。目標設定の方法、取
引対象とする排出枠・クレジットの種類、排出量のモニタリング・検証方法等の検討課題
について、関係省庁から成る検討チームにおいて、2008年９月中を目途に試行的実施
の設計の検討を進め、10月を目途に試行的実施を開始する。

この試行的実施の経験をいかしながら、排出量取引を本格導入する場合に必要となる
条件、制度設計上の課題などを明らかにしていく。

＜国内排出量取引に関する記述の抜粋＞

４



共有ビジョン
世界全体の排出を次の
1０～20年でピークアウト
長期的に2050年までに世
界全体の排出を半減
革新的な技術開発が不
可欠
低炭素社会の実現が不
可欠

セクター別アプローチ

実効性のある枠組みの
構築に貢献
先進国の努力を比較でき、
公平性の確保が可能
セクター毎に優れた技術
を特定し、技術移転を進
めることで、世界全体の
排出削減にも貢献

2013年以降の次期枠組

み検討のプロセスに合意

次の２つの特別作業部会
（AWG）で検討

我が国の主張バリ会議（COP13）
2007年12月

気候変動枠組条約の下でのすべ
ての締約国の取組について、共
有ビジョン、緩和、適応、技術、資
金の観点から検討

AWG-LCA （条約AWG）

京都議定書の下での先進国の義
務について、検討

AWG-KP （議定書AWG）

各国の約束・行動
途上国を経済発展段階
等により区分し、それぞ
れの区分に応じた行動を
検討

気候変動対策以外の便益
新興国においては、温室
効果ガスの削減と環境汚
染対策の双方に役立つ
対策を進めるアプローチ
が有効

適応
気候変動の影響に脆弱
な小島嶼国、 貧国等に
対する適応措置の強化が
必要
我が国も各種資金支援
の強化に取組んでいると
ころ

etc.

2009年末のCOP15での

合意を目指す

各国のセクター毎に削減ポテ
ンシャルを算出し、それらを積
み上げて国別総量目標を設
定する方法

（３）ポスト京都議定書に向けた国際的な動向

５

検討スケジュール検討スケジュール
2008 2009 2013-2007

COP15
コペンハーゲン

補
完
的
枠
組

G8
（ハイリゲンダム）

COP13
バリ

COP14
ポズナン

条
約
の
下
の
枠
組

AWG
LCA1

AWG
LCA2

AWG
LCA3

AWG
LCA4

AWG
LCA5

AWG
LCA6

AWG
LCA7

AWG
LCA8

AWG
KP5-1

AWG
KP5-2

AWG
KP6-1

AWG
KP6-2

AWGKP7 AWGKP8AWG
KP5-1

AWG
KP5-2

第
二
約
束
期
間
？

G8
（ｲﾀﾘｱ）

MEM3
（パリ）

MEM4
（ソウル）

MEM1
（ﾜｼﾝﾄﾝ）

MEM2
（ﾎﾉﾙﾙ）

４月 ６月 ８月

新MEM

次期枠組合意次期枠組合意

COP ： 締約国会議
AWGLCA ： 気候変動枠組条約の下での特別作業部会
AWGKP ： 京都議定書の下での特別作業部会
MEM ： 主要経済国会合

G8
（洞爺湖）

MEM
首脳会合 Ｇ８洞爺湖サミット、MEM首脳会合

• 森林問題は、気候変動問題との関連で、
主要議題の一つとして議論

• それぞれの成果文書の中で、森林の重
要性を位置付け

バンコク ボン アクラ

１２月 １２月

６月 ７月

６



森林に関する課題①森林に関する課題① －途上国の森林減少問題－－途上国の森林減少問題－

世界の森林面積は40億ヘク
タール（全陸地面積の３割）
毎年1290万ヘクタール減少

（2000-2005 ）（植林等によ
る増加分を差し引くと730万
ヘクタールの純減）
南米（特にブラジル）、アフリ

カ、アジアではインドネシア
等において依然として急激
な減少が進行中
主な原因は、焼畑、森林火

災、農地開発、違法伐採等

多くの国々が次期約束期間に
おける削減目標達成手段として
想定

先進国は途上国の次期枠組へ
の参加と自国の削減クレジット
獲得の両面で大きな関心

途上国（森林国）は森林減少抑
制への先進国からの資金獲得
に関心

途上国の森林減少に由来する
排出量は世界の温室効果ガス
排出量の２割 (IPCC)
京都議定書では、この問題は対

象外

次期枠組み交渉上、極めて重
要な課題として国際的に注目

10,000

5,000

0

森林減少

天然ガス

石炭

石油

（出典） IPCC等

世界全体の年平均排出量の比較

-10 -8 -6 -4 -2 0 2

アフリカ

アジア

ヨーロッパ

北中米

オセアニア

南米

世界計

00-'05

90-'00

（出典） FAO 世界森林資源評価２００５

森林面積の年間あたりの増減
（1990年－2005年）

（単位：百万ha）

途上国における森林減少の現状気候変動と森林減少の関係

次期枠組において考えられる対応と各国の関心

時間

排出
削減量

排出量

森林減少からの排出抑制イメージ

実際の排出
量

過去の経緯等から
予想される排出量

（単位：百万トン-CO2）

経済的
インセンティブ

AWG-LCAにて検討中
７

○ 新規植林 ： 過去50年来森林がなかった土地に植林

○ 再植林 ： 1990年時点で森林でなかった土地に植林

○ 森林経営 ： 持続可能な方法で森林の多様な機能を十分に

発揮するための一連の作業

１９６２年 １９９０年 ２０１２年

１９９０年 ２０１２年１９６２年

１９６２年 １９９０年 ２０１２年

森林に関する課題②森林に関する課題② －先進国の森林吸収源の取扱い－－先進国の森林吸収源の取扱い－

• 吸収源対策を引き続き適用
可能にすべきとの意見で国
際的に一致

• 具体的な取扱いについては、
各国から様々な意見が出さ
れるなど、議論が本格化

• 我が国は、持続可能な森林
経営による長期的な吸収源
対策を促進するようなルー
ルの必要性を主張

• 伐採木材製品（HWP）の取

扱いについても、現行ルー
ル（伐採・搬出＝排出）の見
直しが検討されているところ

森林吸収源の取扱いについては、温室効果ガスの排出削減目
標を巡る厳しい国際交渉の中で決着

第一約束期間のルール第一約束期間のルール

※ 木材は伐採・搬出された時点で排出と見なされる

• 我が国は、第一約束期間における京都議定書削減目標６％のうち、
３．８％を森林吸収源対策により確保するとしているところ

• 森林吸収目標の達成に向けて、平成１９年度から６年間、毎年５５万

ｈａの間伐を推進することが必要

次期枠組みにおけるルール次期枠組みにおけるルール

AWG-KPにて検討中

８



低炭素社会に向けた森林資源の整備・活用と林業・山村の再生

製材工場

集成材工場

チップ工場・製紙工場

合板工場

原木原木

終ユーザー

製品製品

 
 森林所有

者

森林所有
者

森林所有
者

森林所有者
は、間伐等
の施業を森
林組合等の
林業事業体
に委託

林業事業体は、間
伐等の施業を集約
化・低コスト化する
ことにより、森林所
有者の負担を軽減
し、間伐材の売上
を所有者に還元

森林組合やその他の素材生産業者

安定的な事業量の確保、
安定的な就労・所得確保

間伐期

森林 山村

今後、森林
の成熟に
より主伐期
に移行

～社会全体での森林資源の保全・
活用による山村再生システムの
構築～

○企業・山村（原料供給者）と
の協定により化石資源から間伐
材等への原燃料転換等を支援す
るセンターの創設

５億円（新規）

○木質バイオマス資源の安定供
給のためのインフラ整備（公共）

２０億円

○チップ・ペレットの安定供給
資金の創設（金融措置）

融資枠 ２０億円

○森林吸収源対策による事業増や
緑の雇用対策による新規林業就業
者の増加は見られるが、森林資源
を総合的に活用した新たな就業・
所得機会の確保が必要。

○山村が有するＣＯ２削減、教育、健
康の機能に着眼。

○山村の価値を認める企業からの
支援と政策的支援との相乗効果に
より山村を再生。

○具体的には、企業等による化石資
源から木質資源への原燃料転換
等を支援し、間伐材の利用等を促
進。

○違法伐採・森林減少抑制の動きや
ロシアおける丸太輸出税引き上げ
の動き、中国等における需要の拡大
により原木の国際需要はタイト化。

○合板・集成材向けの国産材利用技
術の大幅な向上等により、Ｈ１９年に
は国産材自給率は２２．６％にまで
回復。

○近年各地に整備が進んだ中核工場
を核としつつ、設備投資・ネットワー
ク化等を強力に進めることにより、国
産材への大量な原料転換を推進。

○住宅分野において地域材シェア拡
大に向けた取組を推進。

○非食用資源を用いたバイオマスの
利活用を加速化する観点から、林
地残材等のチップ・ペレット等への活
用、木質バイオエタノール等の実用
化に向けた技術開発を推進。

～需給変化に対応した木材産業構造の確
立と国産材利用拡大～

○木材産業総合対策

１６億円（新規）

（このうち利子補給基金の創設１０億円

（新規））

この他、

・森林・林業・木材産業づくり交付金

１２７億円の内数（拡充）

・木材産業等高度化推進資金（金融措置）

融資枠 １,２６８億円

・外材から国産材への原料転換や、地域
の中小製材工場と中核工場の連携によ
る加工流通体制の構築

・各地におけるチップ等向けのＣ材の大
量安定取引の確立

・「顔の見える家づくり」グループのネ
ットワーク化や地域材を生かした「地
域型住宅づくり」への支援

・２００年住宅等に対応した新たな地域
材製品の開発・普及

・公共施設等における国産材利用の推進

○違法伐採対策 １億円（新規）

○先進技術を活用したバイオマス燃料
等の製造システムの構築

９億円（拡充）

・炭素固定に資する木材利用減税対策
（新規）

山 村 を 巡 る 状 況

木 材 産 業 を 巡 る 状 況

山村再生支援センター
の創設

木材産業総合対策

○森林所有の分散・世代交代・高齢化、
材価の長期低迷等の中で、間伐の低
コスト化（森林施業プランナー、低コス
ト作業路網、高性能林業機械）により
間伐材を販売して森林所有者に収益
還元するビジネスモデルが出現。

○森林の成熟化により今後本格的な人
工林資源の活用が見込まれる一方、
皆伐後の植林未済地の問題が顕在
化。

○森林所有者への収益還元を確保する
林業事業体を全国的に普及・拡大し、
原木の安定供給体制を定着化。

○主伐期の到来を見据えた林業経営の
あり方を検討。

～条件不利未整備森林の早期解消等に
よる森林吸収源対策の一層の推進～

○林野公共事業 ３,１７２億円（対前

年度比１１８．４％）

（この他、

農業・水産との連携１５０億円）

○定額助成による条件不利森林の早期
解消の推進 ４０億円（新規）

○境界明確化作業への本格支援

１０億円（新規）
この他、
・森林整備地域活動支援交付金（境界
明確化のための定額助成分の創設）

７０億円のうち５億円

○効果的・効率的な路網整備の促進

（公共） ６６０億円の内数

○過密化した高齢級森林整備の拡充
（公共） ３６４億円の内数

○不在村所有者対策を含む美しい森林
づくり推進国民運動の展開

１５億円の内数

○京都議定書森林吸収源目標（3.8％）
の達成のため、平成19～24年度にお
いて毎年55万ha、計330万haの追加

的整備。対策が後年度になるほど条
件が不利な場所が残されるおそれ。

○未利用木質バイオマス資源約1,000
万㎥／年（燃料として活用すれば0.4％
のＣＯ２削減効果）。うち、林地残材は
860万m3（枝条等を除くと460万m3）程
度。

○地球温暖化に伴う山地災害発生リス
クの増大。

○奥地に位置、急傾斜、所有者が不明
等の条件不利未整備森林の解消を重
点的に推進。

○間伐の促進のための作業路網の整
備の推進。

○「自然災害時の犠牲者ゼロ」に向けた
取組の推進。

森 林 を 巡 る 状 況

林 業 を 巡 る 状 況

～地域の安全・安心の確保に

向けた治山対策の推進～

○地域住民等との協働による先駆的か
つ総合的な減災対策の推進（公共）

７０億円

○山村地域の特性に応じたきめ細やか
な治山対策の推進(公共） ８億円

～新たな森林経営政策の

確立に向けた対策～

○森林資源を循環利用するビジネス
モデルの構築 ３億円（新規）

○森林所有者の負担軽減を実現でき
る林業経営体・事業体を広範に育
成 １１億円

このうち、
・先導的な林業経営体・事業体に対す

る低コスト化促進のための定額助成
金・損失補てん ５億円（新規）

○「緑の雇用」による担い手の確保

・育成 ６７億円

○大規模山林所有者の相続税負担を
軽減（新規）

森林吸収源対策

治山対策

森林経営対策

（４）新たな森林・林業施策の確立に向けた施策の再編成
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平成２１年度予算
概算要求

新たな森林経営政策の確立に向けた対策

林業経営を巡る状況

◎ 人工林資源は成熟期を迎えつつあり、
今後は育成段階から、循環利用の段
階に転換していく必要

◎ 利用間伐に加え、今後迎える主伐期
に向けた対応が必要

◎ また、Ｃ材を含めた原木を総合的に
安定供給する体制の整備が必要
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利用可能な
高齢級の森林
現状：約３割

10年後には

約６割

（齢級）

◎ 一方、林業経営を巡る状況は、

・材価の低迷による所得の低下

・育林、伐採・搬出コスト削減の立ち遅れ

・林業への再投資意欲の低下

・高齢化、世代交代による林業経営の細

分化、不在村化、境界の不明確化

等の課題。

主
伐
期
の
到
来
を
見
据
え
た
林
業
経
営
政
策
の
確
立
が
必
要

林業経営政策の検討のスケジュール

H20 ○主伐期における林業経営上の課題について、林野庁内にタスク

フォースを設置し、制度・技術の両面から検討。

○主伐収入と低コスト造林・保育等により、森林資源を循環利用する
ビジネスモデルを構築。併せて、林業経営の構造改革を促進。

○引き続き、提案型集約化施業により、利用間伐を的確に実施できる
林業事業体を育成。

○ビジネスモデルの普及・展開。
○主伐期を念頭に置いた林業経営政策のあり方について幅広く議論。

必要な対策の構築、実施。

H21

H22

H23以降

【予算】
○モデル地域において、主伐収入と低コスト造林・保育等により、森林資源を循環利

用するﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙを構築するための調査・実証を実施
主伐期を迎えるに当たっての林業経営のあり方を検討

○林業経営体等が行う施業の集約化、森林の取得等の経営基盤の強化のための取
組を支援

○森林所有者への収益還元を確保するよう、体制評価を受けた林業事業体等の提案
型集約化施業のノウハウの蓄積及び不測の事態によるリスク軽減に対し支援

【税制】
○大規模山林所有者の相続税負担の軽減を要望

本格的な林業経営政策の導入に向けたステップの開始

H21年度における対応（予算、税制）
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現 状

【消費者サイド】

資材価格が次々と値上がりす
る一方、充実しつつある国産材
を経済的に活用したくても体制が
できていない。

【住宅メーカー等ユーザーサ
イド】

安定した品質・量での国産材
製品の安定供給に対して将来的に
不安。

【山村住民サイド】

かつては地域の雇用の場で
あった製材工場等の衰退により、
地域の活力がますます低下。

【林業サイド】

森林資源が充実してきたにも
かかわらず、主な出荷先である
地元の中小製材工場の衰退か
ら、材価は引き続き低迷。

【木材産業サイド】

世界的な木材需要の増加等
により外材供給に不安がある一
方、国産材については大ロット・
安定供給体制に不安。

【消費者サイド】

・住宅分野での減税措置による、
住宅着工への意欲向上。国産材
の購買意欲の増加。
・「顔の見える家づくり」や「200年
住宅」など消費者が納得した家
づくりが可能。

【住宅メーカー等ユーザー
サイド】

・地域材住宅の安定供給体制の
構築による国産材製品等への転
換。

【山村住民サイド】

・地域の製材工場等における雇
用の増加や経営の安定化により、
地域の活力が向上。

【林業サイド】

・国産材の需要拡大による販路
確保が可能となり、間伐等が促
進。林家等の経営の安定化に寄与。

【木材産業サイド】

・国産材への原料転換に必要な
設備やネットワークの構築等によ
り、国産材処理能力が450万ｍ3

以上向上（現状1,860万ｍ3）。木
材産業界の活性化に寄与。

低炭素社会の実現
カーボンニュートラルである木

材の新たな価値の創出外材シェアの奪還需要者ニーズの転換
への対応木の文化の復権

対策の効果

木材産業総合対策木材産業総合対策
～外材から国産材へ加工流通体制を大規模に転換～～外材から国産材へ加工流通体制を大規模に転換～

製材工場構造改革

○地域材住宅づくりへの支援
（部材の共通化、部材の実証展示、地域材住
宅関係者のネットワーク化）

大規模工場
国産材

新生産システムを中心とする
大ロット安定供給体制の整備

外 材 原料転換の推進

中規模工場

小規模工場

国産材
地域の中核工場との
水平連携の推進

国産材
顔の見える木材での
家づくりの推進

○外材→国産材への転換、
生産品目の転換に対する支援

・施設整備 ・原木供給体制づくり
・技術指導
・利子助成 ・融資 ・債務保証 等

・地財措置
・農商工連携の推進 等

対策の内容

A材（一般製材）

B材（合板・集成材）

C材

材種別対策

製紙用
マテリアル用

バイオマス用

○ 200年住宅への対応（高強度、高耐久部材の開発）
・大断面無垢材の乾燥方法の開発
・ＪＡＳの普及による国産スギ材・ヒノキ材の強度等の品質・性能の明確化

○ 国産材への転換のための製品開発等
・スギ赤身土台、国産フローリングやツキ板等の開発

・公募型のマンション用内装材等の製品開発（木質内装・外構材製品等）

○木造公共施設整備等の推進

○ 加工・流通の拠点施設の整備

○ 国産材利用の一層の増大に向けた技術開発
（異樹種集成材、国産材を用いたコンクリート型枠用合板等）

○ チップの安定取引ルールの確立
（ｔ→㎥の換算率、商流と物流の分離）

○ 製紙用間伐材チップの大ロット安定供給ネット

ワークの構築

○ 木くず焚きボイラーへの転換のための施設整備

○ 地域でのロットの集約化を通じた安定的なペレッ

ト流通システムの構築

消費者・住宅メーカー等
ユーザー対策

○ 住宅税制の対応

○ 木材利用によるCO2削減効果の「見える化」の推進

○ 国産材利用の意義を普及する「木づかい運動」の推進
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福田ビジョン「低炭素社会・日本」をめざして
（平成20年6月9日） （抜粋）

（税制改革）
市場メカニズムを活用しながら削減を加速する手法は排出量取引に限られ

るわけではなく、特に民生部門における自主的な削減努力を促す方法として、
税制の活用やCO２の「見える化」を積極的に考えていく必要があります。

秋に予定している税制の抜本改革の検討の際には、道路財源の一般財源
化後の使途の問題にとどまらず、環境税の取扱いを含め、低炭素化促進の
観点から税制全般を横断的に見直し、税制のグリーン化を進めます。

例えば、自動車や家電製品、そして住宅建築にもCO2排出を抑制するイン
センティブとしての税制を活用することが考えらないものかどうか、といったよ
うな多様な観点から検討を行ってまいります。

住宅一戸あたりの炭素貯蔵量

木造住宅 鉄骨プレハブ住宅 鉄筋コンクリート住宅

炭素貯蔵量

5.1ｔ 14.7ｔ 21.8ｔ

木づかいカーボンストック減税の概要

【１戸当たり減税額】

一般的な木造住宅（延床面積120㎡）の場合：
○1戸当たり炭素固定量（＝使用量×密度×炭素組成割合）

使用木材量２４㎥／戸 → 炭素固定量 6,000kg-C

○1戸当たり減税額
＝ 炭素固定量×炭素排出権取引価格（参考）×80％
＝ 6t × 11,000円／C-t ※ × 80％
＝ 52,800円

※EU域内における排出権取引制度で設定された価格を参考
ＣＥＲ価格（2008年平均価格）18ユーロ ≒3,000円を参考に算出

※なお、炭素固定量は床面積に応じて算出

【減税見込額】
年間住宅着工戸数（木造戸建）約46万戸のうち、
約22％（約10万戸）が対象となると想定した場合

減税見込み額 ＝ 約10万戸×42,000～138,000円
＝ 約59億円

木の家は第２の森林

炭素固定に資する木材利用を推進するための税制上の措置（木づかいカーボンストック減税）

住宅資材などについて、一定の要件※を満たす木材
を利用した場合に、所得税額から一定額を控除。

※一定の要件は、下記を想定。
・森林計画等に基づく伐採であることが証明されたものであること。
・一定量以上の木材を使用すること。

＜減税規模試算＞

【参考】
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○森林吸収源対策（追加的な間伐実施） ２４３億円

○木材・木質バイオマスの利活用の総合的推進等 ６８億円

○地震、豪雨等による災害の復旧・防災対策 ７３３億円 （森林吸収源対策分
２４３億円を含む）

雇用創出

間伐等の森林整備により
農山村に雇用機会を創出

国土保全

過密林の解消等により、
土砂流出等を防止

【森林吸収源対策】 【木材・木質バイオマスの利活用推進】

（５）総合経済対策 ～平成２０年度林野庁補正予算額８００億円～

１３

森林吸収量の確保

間伐等の森林整備の
実施により、３．８％の

森林吸収量を確保

木材・木質バイオマスの安定供給

間伐により、再生産可能で環境負荷の
低い木材・木質バイオマスを安定供給

公共施設など木質ペレット

外材から国産材への原料転換

（ロシア丸太輸出税の大幅引上げ ２５％ ８０％）

【復旧・防災対策】

治山施設を整備

←

木質ペレットなどを安定供給するための製造設備や、
利用を促進するためのボイラー等の導入を支援

豪雨により荒廃した渓流

国産材樹種に適した加工施設の整備

外材加工施設 国産材加工施設

排出量取引の国内統合市場の試行的実施について排出量取引の国内統合市場の試行的実施について

制度のポイント

• 大企業、中小企業問わず、あらゆる業種の企業等様々な主体が、実効性のある排出削減を行うための様々なメニューを用意。

• 国内統合市場として、様々な排出枠・クレジットが目標達成のために活用可能な検証システムなどを構築（P）。

• 来年初頭（１～３月）及び2009年秋頃にフォローアップを行う。

国内統合市場

自主行動計画への反映を通じて京都議定書目標達成計画に貢献

①検討中の排出量取引の試行的実施

削減目標

B社

実
排
出
量

A社

実
排
出
量

 企業が自主削減目標を設定、その達成を目指して排出削減を進
める。目標達成のためには、排出枠・クレジットが取引可能。

 排出総量目標、原単位目標など様々なオプションが選択可能で
あり、多くの企業の参加を得て日本型モデルを検討。

③京都クレジット

海外における温室効果ガス削減分

大企業等が技術・資金等を提供して中小企業等
が行った排出抑制の取組を認証（国内クレジッ
ト）する制度。

②国内クレジット

C社（中小企業等）

資金・技術

国内クレジット

排
出
削
減

協働（共同）
事業

削
減
量

自主行動計画と
整合的な目標。
妥当性を政府で
審査の上、関係
審議会等で評
価・検証。

２ 森林の新しい可能性を模索する動き
（１）排出量取引をめぐる動向

１４



排出削減に必要
な資金を提供

○ 森林バイオマス利用にかかる国内クレジットの創出について

森林組合素材生産業者等 木質バイオマス工場

木質バイオマス利用者

支 援

国内クレジット認証委員会（事務局：経産省・環境省・農水省）

排 出 量 取 引 の 国 内 統 合 市 場

森林バイオマス利用にかかるクレジット等の算定方法

・自主行動計画等の目標達成や

カーボンオフセットに活用

審査機関・審査員

低炭素化への貢献山村の再生

国内クレジット

化石燃料から木質
バイオマスへのボ
イラー等燃料転換

クレジット

発生量

化石燃料燃焼に
よる排出量

木質バイオマス
利用による、化
石燃料代替効
果（バイオマス
利用料等から算
定）

燃料転換がなかった場合に想定される排出量

転換前 転換後

排
出
削
減
量

間
伐
材
使
用
等
に
対
す
る

森
林
整
備
貢
献
認
証

林野庁

山村再生支援センター CO2排出型企業等

国内クレジット

の創出

・国内クレジットの需給者のマッチング
・案件形成

・排出削減量の算定等、実績報告にかか
る支援 など

・申請書の作成等、申請にかかる支援
・小規模案件のとりまとめ

１５

排出量取引の国内統合市場の試行的実施について 平 成 2  0  年 1  0  月 2  1  日
地球温暖化対策推進本部決定案

１．目的

排出量取引の国内統合市場の試行的実施（以下「試行実施」という。）は、ＣＯ
２の排出削減には、ＣＯ２に取引価格を付け、市場メカニズムを活用し、技術開発
や削減努力を誘導する方法を活用する必要があるとの観点に立って、低炭素社会
づくり行動計画（平成20年７月29日閣議決定）において、平成20年10月から開始

することとされたものである。

試行実施に当たっては、実際に削減努力や技術開発に繋がる実効性あるルー
ル、マネーゲームが排除される健全な実需に基づいたマーケットの構築を目指す
こととする。

また、試行実施により得られた経験を活かして、排出量取引を本格導入する場
合に必要となる条件、制度設計上の課題などを明らかにするとともに、技術とモノ
作りが中心の日本の産業に見合った制度のあり方を考え、国際的なルールづくり
の場でのリーダーシップの発揮につなげることとする。

２．概要

試行実施は、以下の２つの仕組みにより構成される。

① 企業等が削減目標を設定し、その目標の超過達成分（排出枠）や②のクレジッ
トの取引を活用しつつ、目標達成を行う仕組み（「試行排出量取引スキーム」）

② ①で活用可能なクレジットの創出、取引

・ 京都クレジット

その上で、「国内統合市場」となるよう、各種の排出枠・クレジット（①の排出枠、②

のクレジット）は、以下のように取り扱われるようにする。

（１）「試行排出量取引スキーム」

○ 企業等が自主的に削減目標を設定し、その達成を目指して排出削減を進め

る。

○ 企業等は排出枠・クレジットを調達し、目標達成に充当することができる。その
対象となる排出枠・クレジットは、以下のものとする。

・国内クレジット（京都議定書目標達成計画に基づき、中小企業や森林バイオマ
ス等に係る削減活動による追加的な削減分として創出されるクレジット）

・等しく①の目標達成に充当できる。

・取引に関する価格指標等が提供される。

・他の企業等の削減目標の超過達成分の排出枠

・国内クレジット

・京都クレジット

（２）クレジットの創出、取引

① 国内クレジット

② 京都クレジット

以下の項目、スケジュールにより、試行実施のフォローアップを行うこととする。

（１）項目

（２）スケジュール

② フォローアップ（第１回）

４．運営事務局

○ 京都議定書目標達成計画に基づき、中小企業等（自主行動計画に参加し
ていない者）が行う排出削減事業に対し、所要の手続きを通じて、認証される
クレジット。
○ 大企業等と中小企業等との協働（共同）事業として実施される。

○ 京都クレジットについては、京都議定書に基づき、既にその創出、取引等
に関するルールが定められている。

① 技術とモノ作りが中心の日本の産業に見合った制度として、削減努力や技
術開発に繋がる効果はあったか。

② 円滑な取引や価格発見など市場メカニズムは適正に機能したか。他方、
「マネーゲーム」による弊害はなかったか。

③ 排出枠・クレジットの発行・管理や自主目標の達成確認等のシステムは安
全かつ円滑に機能したか。

④ 参加者の実施コスト（取引、モニタリング、検証等）はどの程度であったか。

⑤ 国際的なルールづくりに貢献できる知見として何が得られたか。

試行実施の開始に伴い生じる課題等については、2008年度の参加者に関
する一連の手続（排出目標の設定等）の終了後にフォローアップを行い（2009
年１～３月）、翌年度の仕組みに反映させる。

① 中間レビュー

政府は、試行実施を円滑に運営するため、内閣官房、経済産業省、環境省
で構成する運営事務局を置く。

試行実施に関する全般的評価については、2008年度の参加者の目標達成
確認が終わった段階で、2009年度に行うこととされている京都議定書目標達
成計画の評価・見直しと併せ、フォローアップを行う（2009年秋頃）。

３．フォローアップ
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ＣＯ２排出量等の「見える化」

（低炭素社会づくり行動計画（４－２．国全体を低炭素化へ動かす仕組み）より抜粋）
＜排出量等の見える化＞
○目指すべき姿
・ 多くの商品や食品、サービスからの温室効果ガス排出量等が「見える化」され
ることを目指す。

○具体的な取組
・ カーボンフットプリント制度につき、2008年度中にガイドラインを取りまとめ、
2009年度から試行的な導入実験の実施を目指す。

また、ＩＳＯにおける国際標準化に向けた議論に貢献。
・ 食品に関しては、フードマイレージの考え方を踏まえつつ「見える化」の在り
方を検討。

・ カーボン・オフセットにつき、2008年度からモデル事業を実施。また、その
ルールの在り方について検討を進め、2008年度中を目途に公表。

・ 炭素会計につき、2008年度中に実施方法やルールを検討し、一定の検討
結果を公表。

（２）ＣＯ２の「見える化」の取組み

１７

■住宅一戸あたりの材料製造時の炭素放出量と炭素貯蔵量

「木材のすすめ」より （（財）日本住宅・木材技術センター）

・木は大気中からＣＯ２を取り込みながら成長し、伐採された後も住宅や家具として炭素を固定し続けます。ま
た、材料製造時の炭素放出量も少なく環境への負荷の少ない資材と言えます。

木材製品の利用によるＣＯ２排出削減効果

木造住宅 鉄骨プレハブ住宅 鉄筋コンクリート住宅

材料製造時の
炭素放出量

炭素貯蔵量

5.1ｔ 14.7ｔ 21.8ｔ

「炭素ストック、ＣＯ２放出の観点から見た木造住宅建設の評価」
岡崎泰男・大熊幹章、木材工業Vol53、No.4,1998

注：「建設資材製造時の二酸化炭素排出量経時変化と土木分野への影響」
酒井寛二、漆崎昇、中原智哉 環境システム研究Vol.25 1997年10月

■主な資材の製造時の炭素放出量等

木の家は第２の森林

製造時の

炭素放出量
＊

（Kg-C/kg）

製材 0.0078 Ｃ、Ｈ、Ｏ 50%

合板 0.0487 Ｃ，Ｈ，Ｏ

合成
樹脂製品

0.176

毛織物 (0.174)

砂利・石材 0.0003

鉄鋼（棒鋼） 0.173 Ｆｅ，Ｃ
0.3～
2.0％

セメント 0.235

アルミニウム 1.765 Ａｌ

炭素
含有率

構成
元素

主な素材
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・木材・木質バイオマスはカーボンニュートラルな資源であり、これらを原料とする木材チップや木質ペレットな
どの木質燃料を化石燃料の代わりに利用することで、CO2排出を削減することが可能です。

マテリアル利用

エネルギー利用

未利用

(単位：万㎥)

(資料) 林野庁「木材需給表」
農林水産省「農林水産統計（木質バイオマス利用実態調査(平成17
年))」
国土交通省「平成１７年度建設副産物実態調査」、（財）日本住
宅・木材技術センター報告書等により林野庁で推計。

発生場所別
木質資源量

利用状況別

林地残材
860

製材工場等残材
1,080

建設発生木材
1,180

エネルギー利用
860

(28%)

マテリアル利用
980
(31%)

未利用
1,280
(41%)

850
(99%)

60
(6%)

370
(31%)

10
790230 630 180

石油に換算すると
２４０万ｋｌに相当

（林地残材850万m3は160万ｋｌに相当）

石油に換算すると
２４０万ｋｌに相当

（林地残材850万m3は160万ｋｌに相当）

注：未利用材をすべてペレット化したと仮定し、ガソリンと熱量で比較。
未利用材の容積密度0.35t/m3、ペレットの含水率１０％、熱量
4000kcal/kg、ガソリンの熱量8400kcal/lとして計算。

森林資源の増加量（年間約8千万m3）も含めると

森林は莫大なポテンシャルを潜在的に保有
→ 社会全体の排出削減に貢献可能

約５００万トンの
CO2削減効果

（1990年総排出量比0.4％に相当）

木質バイオマス資源を活用したＣＯ２排出削減の可能性

■未利用の木質資源の燃料利用によるCO2削減ポテンシャル 現在1年間に発生する

未利用木質資源は
1,000万m3以上

１９

主な木材製品

住宅、家具、梱包材、紙など

・京都議定書の第１約束期間では森林における炭素の吸収量だけが計上されていますが、現在行わ
れている次期枠組に関する交渉では、木材製品の炭素貯蔵効果についても評価するべきではないかと
の方向で議論が行われています。
・木質燃料の利用による化石燃料の代替効果については、排出セクターにおけるCO2排出削減量として間
接的に評価されています。

・森林から木材が搬出された段階で、
森林では炭素の排出としてカウント。

木材１㎥あたり、概ね0.23ｔ、
一般的な木造住宅で約6ｔの炭
素を固定

炭素を吸収・貯蔵

「森林吸収源」
としてカウント

木材製品の生産量、廃棄量の他、
リサイクル状況等の把握も必要

○ 次期枠組での木材製品の取扱いの議
論・木材が製品として使われている間は、炭素を貯蔵している
として評価

・輸入材を我が国の炭素固定量（＝吸収量）としてカウント
せずに生産国の固定量としてカウントする場合、木材輸入
国である我が国は不利になりうる。

排出

気候変動枠組条約における木材の取扱い

○ 第１約束期間での取扱い

炭素を貯蔵していても
評価されていない
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末木・枝条

木材のカスケード利用

廃棄

焼却・埋立 再利用

製材・合板等資材 チップ等

住宅、家具、梱包、土木資材等 ボード類、燃料、紙等

焼却・埋立

古紙回収

エネルギー
として利用

製材端材

製材用丸太

ペレットパーティクルボード

古紙回収率７割

建設発生木材の
再資源化率等 ９割

・木材は、住宅、家具、パーティクルボード、ペレットなど様々な用途があり、それをいわばカスケード的に利
用していけば、炭素の貯蔵効果をより持続的に発揮することができます。

・そのため、ポスト京都議定書において、木材製品の炭素貯蔵効果を評価することになった場合には、カス
ケード利用を促進することが極めて重要になっていくことになります。

２１

林業・木材産業分野における「見える化」については当面、以下に取り組んでいく必要があると考えられます。

林業・木材産業分野における見える化の意義

・木材は、鉄やコンクリートなど他の素材と異なり、炭素を貯蔵する特性があり、そのことを次期枠組みにおいて
適正に位置づけるという議論が国際的にも行われています。

・特に木材の大部分を外国に頼っている我が国においては、単に木材製品を活用するだけでなく国産の木材を
様々な用途においてカスケード的に息長く活用していくことが今後の低炭素社会の実現にとって、決定的に重
要なポイントになると考えられます。

林業分野における見える化の意義は、

『国産木材』を『様々な用途』へ『息長く活用』 という３つのポイントを国民生活に定着させること

林業・木材産業分野における見える化の意義

林業・木材産業分野における見える化の進め方

将来的には、データの集積と算定技術の開発を行い、例えばＣＡＤシステムにおいてＣＯ２貯蔵効果が即座に表
示できるシステムの構築も考えられます。

将来のイメージ

①炭素固定効果について情報提供 ②エネルギー代替効果についての
情報提供

［内容］
木材製品の炭素貯蔵効果を客

観的な指標をもって提供

・住宅産業
・ＣＯ２排出型企業
・公共施設や集客施設の建設素材
の選択者等

化石燃料の使用によりＣＯ２ を

大量に排出する企業等

［内容］
木質燃料を利用することによる

ＣＯ２排出削減効果を客観的な指標
をもって提供

③国際議論への貢献

国際的な枠組を形成す
るために、適切なデータ
を提供し、ポスト京都議
定書の枠組づくりに貢献

④普及・啓発

生活者全般

［内容］
木材・木質バイオマスの

利用によるＣＯ２削減効
果を客観的で身近なデー
タをもって理解してもらう
ための取組

［提供先］
［提供先］

［対象］
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項 目 内 容

１
大規模低コスト型

製造システム

・広い市場が期待されるものについての、低コス
トで高効率な製造

・低コスト化のための副産物の高度活用

・原料である木質バイオマスの安定供給のもとに
大量の木質バイオマスを継続的に活用

２
高付加価値型

製造システム

・木材の高付加価値化の実現

・木材を活用しての高付加価値製品による新規
用途、市場の開拓

３
小規模分散型

製造システム

・収集・運搬コスト等の課題解決

・地域活用型、地産地消型の産業創出

・単独では必要とする原料は少量であるが、各地
に普及させることにより、大量の木質バイオマス
を活用

■ 事業の目的

林地残材等の未利用森林資源の活用を目指し、研究成果や技術開発成果を要素技術とした実証を行い、

新産業の創出につながる製造システムを構築する。

■ 事業の内容

製材工場残材、林地残材、間伐材等の未利用森林資源の利用を想定した、下記の要件を満たす製造実証

■ 要 件

（１） 木質バイオマスを分子レベルでとらえ、ケミカル又はメカニカル、バイオロジカルに変換して利用すること。

（２） 木質成分を総合的に利用すること。

（３） 化石由来製品に代替する利用であること。

（４） 研究成果や技術開発成果を要素技術として活用し、５年以内に製造システムの構築が見込めること。

・森林資源の活用を進めるための新しい産業の性質と、原料であ

る森林資源の調達の観点から３つのテーマに分類。

・（１）大規模低コスト型、（２）高付加価値型、（３）小規模分散型の

３種類の製造システムを構築することにより、森林資源の新しい

活用法の実現への取り組みを進めていくこととする。

少量生産

高付加価値

（２）高付加価値型

（３）小規模分散型 （１）大規模低コスト型

実証・実用段階
に至っていない

大量生産

安価・汎用性

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業について

（３）森林関連の新しいビジネス創造の動き

２３

森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業（平成20年度委託先）
① 亜臨界水処理による木質バイオマス連続分解システムの確立

【技術としての新しさ】 －亜臨界水による連続処理－

水を一定の温度・圧力まで上げると、液体（水）でも気体（水蒸気）でもない超臨界状態になり、加水分解など
を促進します。これに近い亜臨界水を用いた連続運転の可能なシステムを構築し、木質バイオマスの全ての
成分を短時間で分子レベルにまで分解し、ろ過膜に通すことにより、グルコース、キシロオリゴ糖、リグニンペ
レットを製造します。

山陽空調工業株式会社 〔１５９，６１３千円〕 （小規模分散型製造システム）

【製造可能な製品】

グルコース

エタノール

キシロオリゴ糖

健康食品

リグニンペレット

樹脂素材に利用

【社会的効果】

林地残材は林内に薄く広く散在しており、また、かさばる
ため、その収集・運搬にはコストがかかりますが、亜臨界
水処理によるこのシステムは、製造装置の小型化が可能
なため車両に積載し装置ごと山の中の原料のある所に移
動して、木質バイオマスを一次加工することができます。
これにより、運搬コストの低減を図り、林地残材等の未利
用木質資源を有効活用できます。

【その他特記事項】

この連続亜臨界水処理システムは、廃棄物を炭酸ガスと水に分解して処理するために開発された宇宙技術を
基礎とするものです。亜臨界水処理は、水しか使用しないため環境への負荷が小さい技術です。
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② 木質バイオマスからの新たなエタノール製造システムの確立

【技術としての新しさ】 －アルカリ蒸解と酵素法－

木質からエタノールを製造する方法は、酸を用いる方法など様々な手法が研究されていますが、本事業では、ア
ルカリ蒸解によって木質からセルロース等を取り出し、反応の制御が容易で糖の回収率が高い酵素法により、木質
バイオエタノールの新たな製造システムを確立します。特に、この方法は酸を使わないため環境への負荷や設備
への負荷が小さい等の優れた特徴があります。

（独）森林総合研究所 〔７２５，５６０千円〕 （大規模低コスト型製造システム）

木質バイオエタノール

【製造可能な製品】 【社会的効果】

化石由来燃料のバイオエタノール代替が推進される
ことにより、地球温暖化防止、低炭素社会の実現等に
貢献します。

また、バイオ燃料製造に起因したトウモロコシ等の
食料・飼料価格の高騰が、世界的に問題となっていま
すが、木質バイオマスから製造するエタノールは食料
と競合しない持続可能な第２世代のバイオ燃料として
期待されています。

【その他特記事項】

エタノール製造段階で使用されずに残されるリグニンは、エタノール製造のための熱源として活用するほか、機
能性バイオプラスチックや炭素繊維などのマテリアル製品原料等として有効利用することができます。

２５

③ 木質バイオマスからのナノカーボン製造システムの確立

【技術としての新しさ】 －ガス化と気相成長法－

カーボンナノチューブ等のナノカーボンは、これまで石油等の化石資源を原料として作られてきましたが、木
質バイオマスから化石資源由来のものに匹敵した高品質なナノカーボンを製造します。

このシステムでは、チップ化した木質を熱分解によりガス化した後、生成した炭化水素ガスから、触媒を用
いてナノカーボンを析出させる気相成長法という技術を利用します。

株式会社 東芝 〔１６０，０００千円〕 （高付加価値型製造システム）

【製造可能な製品】

ナノカーボン ×10,000
（写真： (株)東芝） ナノカーボンを添加した樹脂等の利用例

【その他特記事項】

現在、ナノカーボンの持つ特性を利用するための研究が、
様々な分野で行われています。将来、我々の生活の中で、木
質バイオマス由来のナノカーボンの利用が、さらに広がってい
くものと期待されます。

【社会的効果】

ナノカーボンは、樹脂などに少量添加すること
で、強度や導電性を高めたり、電磁波の遮断性
能を向上させる等、様々な特性を持っています。

この特性を活かし、木質由来のナノカーボンを
添加した樹脂を利用することによって、ノートパ
ソコンの筐体を軽量で強度の高いものとし携帯
化を容易にしたり、燃費低減のため軽量化が必
要な自動車の部品や、導電性を持つＩＣトレーの
製造など、多種多様な高機能製品への応用が
考えられます。

また、バイオプラスチックに木質由来のナノ
カーボンを添加し強度を高めて、バイオマス由
来の素材だけで高性能な製品を生産し、化石資
源由来のプラスチックに代えて広く利用していく
ことも期待できます。
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④ バイオオイル化による森林資源トータル利用システムの確立

【技術としての新しさ】 －マイクロ波によるバイオオイル化－

電子レンジでも使用されているマイクロ波を木質バイオマスに照射すると、木材成分が分解して低分子
化し、液体状のバイオオイルになります。このシステムは、マイクロ波を使ったバイオオイル製造装置で、
小型化が可能なため、森林に近い林業現場に設置することができます。また、葉から枝、幹、根まで樹
木の全てが原料となるうえ、液化することにより二次加工工場への運搬が容易となります。

栃木県森林組合連合会 〔１５４，７８５千円〕 （小規模分散型製造システム）

【その他特記事項】

反応炉で製造するガスの構成比を変えることで、需要等に応じて製造物の種類や量を調整することができます。こ
れにより、未利用の森林資源に高付加価値を付けて活用するトータル利用システムの構築ができます。

【製造可能な製品】 【社会的効果】

マイクロ波の照射時間を調整することにより、オイル
化する割合を変えることができ、多様な用途での使用
が可能となります。木質バイオマスを全てオイル化し精
製した場合は、石油系燃料に直接混合して既存ボイ
ラーの燃料として利用することができ、地産地消型のシ
ステムが構築できます。

また、一部をオイル化し、残った成分をガス化した場
合は、生成したガスからＤＭＥ（ジメチルエーテル）等が
製造できます。木質バイオマスから製造したＤＭＥは、
化石資源由来の各種化学品や燃料の代替として利用
でき、安全性が高いクリーンな燃料として期待されます。ボイラー用燃

料

バイオオイル

地産地消型燃
料

Ｈ２ ＣＯ

燃 料
（ｼﾞﾒﾁﾙｴｰﾃﾙ）

合成ガス

化学製品
（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ等）

ＬＰＧ代替

２７

間伐材等の森林資源の供給
（化石燃料から間伐材・未利用資源

に展開）

関連する企業

ＣＯ2削減効果

という価値

山村再生の取組を一元的・総合的に支
援

企業、山村との三者協定により取組の実
効性を確保

取組の効果を客観的に評価、認定

ＣＯ2排出量取引の認証機関として機
能（Ｐ）

ＣＯ2排出型企業

森林資源開発型企業

教育、健康関連企業

木質バイオマスによるエネルギー転換
で、低炭素化

未利用の森林資源の新たな活用

体験活動､癒しの場として山村を活用

資金拠出
効果評価

間伐材等を燃料として使用する
ことによるＣＯ2排出削減量をＣ
Ｏ2排出型企業に提供

間伐材等を燃料用に安定的に
供給することにより、ＣＯ2排出

量を削減

森林資源を新素材やバイオエタ
ノール等に転換する新しい環境
ビジネスの展開

森林が医療・健康や教育・人格
形成に良好な効能を有すること
に着目

山村地域

木質バイオマスによる
CO2排出量削減

木質バイオマスの安定供
給

新素材・エネルギーの
事業化

教育、健康ビジネスの
展開

低炭素化への貢献／山村の再生山村固有の資源が有する環境、教育、健康面の機能を有効活用

三者協定による社会的協働

社会的協働システムを構築し稼働させるための支援
社会的協働による山村再生対策構築事業 500百万円

木質バイオマスを供給・活用するためのインフラ整備
森林整備事業 2,000百万円

木質バイオマスを安定供給するための運転資金の融通
木材産業等高度化推進資金 融資枠 2,000百万円

森林資源を活用したニュービジネス創造
森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業

900百万円

社会的協働システムを構築し稼働させるための支援
社会的協働による山村再生対策構築事業 500百万円

木質バイオマスを供給・活用するためのインフラ整備
森林整備事業 2,000百万円

木質バイオマスを安定供給するための運転資金の融通
木材産業等高度化推進資金 融資枠 2,000百万円

森林資源を活用したニュービジネス創造
森林資源活用型ニュービジネス創造対策事業

900百万円

指導、助言

国

助成、融資地方公共団体

山 村 再 生 支 援 セ ン タ ー の 創 設（案）
～社会的協働による山村再生対策の構築～

間伐材等の森林資源
の活用による新たな
価値の創出

助成等

・国内CDM
・CO2排出量削減

・山村再生貢献

（バイオマスベンチャー等）

（電力、鉄鋼、化学工業、ホテル等）

排出量取引による収益 新ビジネスの創造による就業機会の増大低質材の需要拡大

資金拠出等

効果認定

山村再生の取組を一元的・総合的に
支援

企業、山村との三者協定により取組の
実効性を確保

取組の効果を客観的に評価、認定

ＣＯ2排出量取引における国内クレジット
創出の支援

山村再生支援センター

（４）山村の再生に向けた取組み
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森林・山村資源の活用に関する企業へのアンケート結果の概要

今年８月、森林・山村や低炭素化の取組等に関心があると思われる企業に対してアンケートを実施し
たところ、結果の概要は次のとおり。（現在、２３０社を超える企業から回答）

バイオエタノールやバイオプラスチックの
製造・開発等、森林資源を活用した新た
なビジネスに関心がある ５６％

（関心の高かった具体的な取組事項） （関心の高かった具体的な取組事項）

社員研修や社員の保養の場などに山村を利
用することに関心がある ５３％

・森林資源を活用したバイオ燃料、バイオ新素材
等の製造の事業化

・上記の事業化に向けた研究・技術開発 等

・社員や家族の保養の場として山村を利用

・社員の研修の場として山村を利用

（関心の高かった具体的な取組事項）

森林の整備やこれを支える山村の活動
を支援することに関心がある ８１％

・間伐材を使用している製品（名刺・コピー用紙）の
使用

・社員の森林整備活動への参加

・間伐材製品を日常生活で使用するよう社員への
呼びかけ

・森林整備への資金拠出 等

森林資源（木質バイオマス）を活用した二酸化
炭素排出量の削減に関心がある ６９％

（関心の高かった具体的な取組事項）

・燃料を化石燃料から木質バイオマスに転換

・原料を石油由来のものから木質バイオマスに転換

・化石燃料の代替として木質バイオマスを安定的
に購入

・木質バイオマスを活用したＣＯ２排出削減量の
購入 等

・教育関連、健康関連の事業を山村で展開 等

２９

閣僚懇談会での総理指示
「政府一体となって『美しい森林づくり』に取り組んでいく必要がある」

内閣官房長官主宰の「美しい森林づくりのための関係閣僚による会
合」

第１回関係省庁連絡会議（議長：内閣官房副長官補）

第１回「美しい森林づくり全国推進会議」（代表：出井伸之クオンタム
リープ（株）代表取締役）の設立

全国推進会議と内閣総理大臣との意見交換会

第２回関係省庁連絡会議

地球温暖化対策推進本部
「京都議定書目標達成計画の見直しに向けた

基本方針」において、森林吸収源対策として「美
しい森林づくり推進国民運動」の展開を決定

国民対話「若林大臣と語る希望と安心の国づくり」
「美しい森林づくり～国民一人ひとりが支える森林吸収源対策～」を

テーマに公募による参加者と意見交換

福田総理に「美しい森林づくり推進国民運動」の取組状況を報告

「京都議定書目標達成計画」全部改定
「第３章 目標達成のための対策と施策 第２節 地球温暖化対策及び

施策 森林吸収源対策」において、「２００７年度から６年間で３３０万ｈａ
の間伐の実施等を目標とする「美しい森林づくり推進国民運動」を幅広
い国民の理解と協力の下に展開する」を閣議決定

経済財政改革の基本方針２００８「低炭素社会の構築」
「「美しい森林づくり推進国民運動」の展開等を通じた森林の整備・保

全、木材利用等の森林吸収源対策を加速化」を閣議決定

第２回「美しい森林づくり全国推進会議」（来賓：福田総理、若林大臣）

経 緯

運動内容

１９年 ２月 ９日

２月２３日

３月２９日

６月 １日

７月 ６日

１０月 ２日

１２月 ９日

２０年 ３月 ６日

３月２８日

６月２７日

推進体制

美しい森林づくり推進国民運動とは

運動目標

② 更に、１００年先を見据え長伐期化、針広混交林化、広葉樹林化等多様な森林
づくりを推進

① 毎年５５万ha、計３３０万haの間伐を推進（京都議定書森林吸収目標の達成）

「美しい森林（もり）づくり推進国民運動」は、幅広い国民の理解と協力を得つつ、間伐の遅れの解消や多様な森林づくりを官民一
体となって推進し、我が国が誇るべき美しい森林を次の世代に伝えていくための国民運動です。

政府における森林整備の推進等の取組のほか、民間においても、「美しい森林づくり全国推進会議」をはじめとした推進組織が設立
され官民連携の枠組みが整うとともに、全国各地で様々な取組が行われています。

政府全体で取組むメッセージを国民に発信

（関係省庁）
○内閣官房 ○総務省 ○文部科学省
○厚生労働省 ○経済産業省
○国土交通省 ○環境省 ○農林水産省

美しい森林づくりのための関係閣
僚による会合

「美しい森林づくり推進国民運
動」に関する関係省庁連絡会議

○代表：出井伸之（クオンタムリープ㈱代表取

締役）

○事務局長：宮林茂幸（東京農業大学教授）

○設立発起人：１３４人

○構成団体：（社）経団連、（社）日本医師会、

（財）ボーイスカウト日本連盟、地方６団体、

(財)日本プロスポーツ協会、主婦連合会

など７３団体・企業 （平成20年７月現在）

○地方レベルの産業界、環境団体、教育団体、
医療団体、労働団体、ＮＰＯ等各界の団体に

より構成

美しい森林づくり全国推進会議

美しい森林づくり地方推進組織

○官房長官主宰により必要に応じ開催
○運動の基本方針の決定

農林水産省「美しい森林づくり推
進国民運動」推進本部

○本部長 ： 農林水産大臣

連
携

森林ボランティア活動、企業による

森林づくり、森林環境教育、木づか

い運動等を展開

林野庁「美しい森林づくり推進国
民運動」実行本部

○本部長 ： 林野庁長官

全国推進会議で挨拶する出井代表

（５）美しい森林づくり運動の推進

３０

◎森林所有者に対する取組み
・農山村地域での働きかけ（森林組合を中心に、自己所有林の現状把握と具体的施業計画の策定の推進）
・不在村者（327万haを所有）に対する「自分の山再発見運動」の呼びかけ

◎幅広い国民の参画
・民間企業に対する協力の呼びかけ

（社内外ボランティアの森林づくり、自社保有林の整備による森林づくり、基金等を活用した森林づくりの推進）
・ＮＰＯと連携した取組

（森林ボランティア活動への国民参加の呼びかけ、森林環境教育の推進）
・農山村住民への働きかけ

（里山整備の推進）

◎「木づかい運動」の展開
・国産材利用の拡大



◇江戸末期の京都近郊の絵図（１８０８年刊行）

『華洛一覧図』 作画：横山崋山

日 本 民 族 と 森 林

３１

昭和初期の比叡山 現在の比叡山

『叡山電気鉄道鋼索線』（昭和２年発行）
３２



○ 青森県旧四和村（現 十和田市）後藤川上流域 昭和２０年代

○ 愛知県長久手村熊張 大正６年（１９１７年）

○ 滋賀県栗東市（田上山）大正２年（１９１３）年頃

○ 愛媛県今治市大三島 大正初期

３３
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造林10カ年計画 S49 間伐補助開始（保安林限定）

緊急間伐５カ年対策間伐促進総合対策

41 61 1725

第１回植樹祭（昭和２５
年）

山梨県甲府市山宮

人工造林面積の推移
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３５

花粉発生源対策プロジェクトの推進
（平成20年度花粉発生源対策関連予算の概要）

花粉の少ない森林への転換の促進花粉の少ない森林への転換の促進

少花粉スギ等の花粉症対策苗木の生産供給体制の整備少花粉スギ等の花粉症対策苗木の生産供給体制の整備

【花粉の少ない森林づくり対策事業 ２,２８６（０）百万円】

・重点区域における少花粉スギ林や広葉樹林等への転換を行う森林所有者等に対し、
協力金を支給

・花粉症対策苗木の安定供給のための委託生産

【スギ花粉発生源調査事業 ４５（３０）百万円】
４大都市圏に加え、新たに人口の集中する都市部への
スギ花粉の飛散に影響している花粉発生源地域を推定

【木材供給高度化設備リース促進事業（うち花粉発生源対策関連） ８８（０）百万円】
伐採された木材の有効利用を図るため、単板製造施設等のリース料の一部を助成

【花粉症対策品種開発促進事業 ２０（０）百万円】
無花粉スギ品種との人工交配による新品種の開発等

【遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発 ７５（０）百万円】
遺伝子組換え技術を用いた花粉発生制御技術等の確立

【ミニチュア採種園等緊急整備事業
（森林・林業・木材産業づくり交付金） ４３（０）百万円】

ミニチュア採種園等の整備の推進

【広域連携優良苗木確保対策のうち、
マイクロカッティング生産促進事業 ３０（０）百万円】

マイクロカッティングによる苗木生産の支援

首都圏等へ多くの花
粉を飛散している地
域を絞り込み、効果
的に対策を講じるこ
とが必要。

・地域のニーズに応
じた花粉症対策品
種の開発が不十分。

・少花粉スギ苗木の
供給量は、スギ苗木
全体の１％未満。

少花粉スギ等の苗木
供給量を増大。

現状(H18) ：11万本
５年後 ：100万本

10年後 ：１,000万本

首都圏等へのスギ花
粉の飛散に強く影響
を与えると推定され
るスギ林（9.5万ha)
について、少花粉ス
ギ林等への転換を進
め、10年間で概ね５
割減少。

１０年後(H29)に期待される
効果

１０年後(H29)に期待される
効果

ス
ギ
花
粉
飛
散
量
の
抑
制

調査結果を活用し、対策を重点化

全国のスギ人工林面積
：452万ha

近のスギ造林面積
：６千ha／年

ミニチュア採種園

無花粉スギ「爽春」

３６

（６）花粉発生源対策の取組み



花粉の少ない森林への転換の促進

少花粉スギ林

針広混交林

広葉樹林

花粉の少ない森林

既存のスギ林

首都圏等へのスギ花粉の
飛散の影響が強い地域

転換を促進 花粉の少ない森林づくり対策事業

首都圏等へのスギ花粉の飛散の影響が

強い地域において、花粉の少ない森林へ
の転換を図っていただいた森林所有者等
に対して、協力金を交付。

・皆伐し、その跡地に少花粉スギや広葉樹を造林
する場合 → ２０万円／ha
・針広混交林等への誘導のため、５０％程度の抜
き伐りを行う場合 → １０万円／ha(実面積）

影
響
が
非
常
に
強
い

影
響
が
弱
い

首都圏、京阪神圏へのスギ花粉の飛散に強く影響を与えると推定されるスギ林
（9.5万ha)について、少花粉スギ林等への転換を進め、10年間で概ね５割減少。

首都圏等に飛散するスギ花粉の
発生源地域の推定

３７

花粉症対策品種の開発・普及

少花粉スギ品種（神崎１５号）

雄花がほとんど着きません

雄花が着いています

（独）森林総合研究所が都府県と連携して、平成１９年度末までに、少花粉スギ：１３１品種、
無花粉スギ：２品種、少花粉ヒノキ：５５品種を開発。

普通のスギ

無花粉スギも普通のスギと

同じように雄花を着けます。

普
通
の
ス

ギ

無
花
粉
ス
ギ
（
「爽
春
」
）

（雄花の断面の電子顕微鏡写真）

葯（やく）の中に花粉が

全くありません。

丸く見える葯（やく）の中に

花粉が詰まっています。

無花粉スギ少花粉スギ

３８



スギ林の現況

○ 森林面積に占めるスギ人工林の割合

人工林

1,036万ｈａ

( 41 % )

その他

 327万ｈａ

( 13 % )

スギ

452万ｈａ

( 18 % )

その他

 141万ｈａ

( 6 % )

ヒノキ

 257万ｈａ

( 10 % )
天然林

1,335万ｈａ

( 53 % )

森林面積
2,512万ha

資料：林野庁業務資料（Ｈ14.3.31現在）
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面
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年度 S30 S40 S50 H２ H12 H17

面積 １８４ １５１ ８０ ２２ １０ ６

○ スギ人工林の林齢別面積

○ スギ人工造林面積の推移

花粉を多くつけ始める林齢

資料：林野庁業務資料（Ｈ14.3.31現在）

（参考）

３９

ゲノムサイズが他の生物と比較すると著しく膨大、我が国の遺
伝子組換え技術の開発に携われる研究者数が少ない、隔離ほ
場等試験を行う施設が国内には少ないことから、以下の優先順
位を設定して研究開発を推進する。

①地球温暖化軽減：乾燥・塩害耐性の付与、CO2固定

②木質バイオマス生産性の向上：高セルロース、低リグニン

③病虫害に対する抵抗性の付与：マツノザイセンチュウ抵抗性

④育種年限の短縮
【共通する重要な課題】

花粉発生制御：花成制御技術の開発、花粉形成抑制技術の開発

花粉発生抑制対策に貢献

・ポプラ、ユーカリ、スギの完全長cDNA塩基配列情報の大規模収集
・ポプラ、ユーカリ、スギのゲノム情報の整備と有用遺伝子の単離
・組換えポプラの早期開花技術の開発
・耐病性、高セルロース含有組換えポプラの開発、環境ストレス耐性組換えユーカリ等の開発
・雄性不稔組換えスギの開発

・モデル植物や農作物を材料とする研究分野との連携・協力
・隔離ほ場等研究開発の基盤整備

・国民の理解増進のための情報発信

生物多様性維持に貢献

新品種の早期開発に貢献

遺伝子組換え技術の開発の現状

実用化に向けた課題

研究・開発基盤の課題

地球温暖化防止対策に貢献

熱帯地域等の資源充実に貢献木質バイオマス生産に貢献

遺伝子組換え樹木の開発が期待される分野

今後の展開方向

（７）森林・林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展開方向

４０



遺伝子の単離と発現
機構の解明

樹木の花粉発生
制御技術の開発

遺伝子汚染防止

遺伝子組換えによる花粉発生制御技術等の開発

これまでの成果
・ポプラ完全長ｃＤＮＡの大規模収集
・ポプラ花成制御遺伝子の単離
・組換えポプラの早期開花技術の開発
・スギ雄花の形態形成を支配する遺伝子の単離
・スギへの遺伝子導入技術の開発
・不定胚を経由したスギ個体再生技術の開発

・スギ完全長ｃＤＮＡの大規模収集
・スギ雄性不稔原因遺伝子の解明

・花成制御技術の開発
・花粉形成制御技術の開発

・ＤＮＡマイクロアレイによる
遺伝子機能の解明

花粉発生源対策
花粉発生制御

（不稔化）

期待される成果
・スギ完全長ｃＤＮＡの大規模収集による組換

えスギの開発に必須のゲノム情報の整備
・組換え樹木の評価に必須のＤＮＡマイクロ

アレイの作製
・雄性不稔遺伝子等有用遺伝子の単離
・遺伝子組換えによる無花粉スギの開発

通常１０年以上かかる
開花期間を５ヶ月に短縮

早期開花技術の開発

〈林野庁委託事業（平成２０～２４年度）〉

４１

河津 哲 王子製紙株式会社森林資源研究所上級研究員

小島克己 東京大学アジア生物資源環境研究センター教授

篠崎一雄 独立行政法人理化学研究所植物科学研究センター長

篠原健司 独立行政法人森林総合研究所生物工学研究領域長

田崎 清 財団法人林業科学技術振興所主任研究員

松永悦子 日本製紙株式会社森林科学研究所主任研究員

３ 今後の展開方向（１）研究対象の優先順位の必要性

前述のとおり、樹木の場合、ゲノムサイズが他の生物と比較すると著しく膨大であること、我が国の

遺伝子組換え技術の開発に携わる研究者数が少ないこと、隔離ほ場等カルタヘナ法に基づく承認に

必要な試験を行う施設が国内には少ないことから、優先順位を設定して、必要な技術について重点

化した研究開発を効率的に推進する必要がある。

（２）考えられる具体的な研究内容

今後の遺伝子組換え技術の開発においては、その成果が地球環境の保全や森林資源の充実等に

早期に活用されるよう、これまでの研究開発の成果及び我が国の研究態勢を踏まえ、技術開発を支

える基礎・基盤研究としてのゲノム情報の収集、有用な遺伝子の単離・機能解析等を充実させつつ、

花粉発生抑制技術の開発、地球温暖化軽減に貢献する組換え樹木やバイオマス生産性を向上した

組換え樹木等の開発を総合的に進める必要がある。

遺伝子組換え技術は、新たな形質を付与したり、不要な形質を抑制することが効率的に行える技術

としての価値が高く、その優先順位は①地球温暖化軽減、②木質バイオマス生産性の向上、③病虫

害に対する抵抗性の付与、④育種年限の短縮である。

一方、遺伝子組換え樹木が単なる研究の成果として留まることなく、自然条件下において、その有

効性が発揮されるためには、花粉発生制御を行う技術が極めて重要である。

このことから、各研究分野で想定される研究テーマとしては、以下のような内容が例として掲げられ

る。

①地球温暖化軽減 ③病虫害に対する抵抗性付与技術の開発

・乾燥・塩害・高温耐性付与技術の開発 ・マツノザイセンチュウ抵抗性等病虫害抵抗性付与

・酸性土壌等の不良土壌に対する耐性付与技術の開発 技術の開発

・大気汚染耐性付与技術の開発 ④育種年限の短縮

・二酸化炭素固定能に優れた高生産性樹木の開発 ・早期開花技術の開発

②木質バイオマス生産性向上技術の開発 ・DNAマーカーを用いた有用形質の早期検定技術

・バイオマス生産性向上技術の開発 の開発

・バイオエタノール生産のための組換え樹木の開発

【共通する重要な課題】

○花粉発生制御技術の開発

・組換え樹木の開発に必要なゲノム情報の基盤整備

・花成制御技術の開発

・花粉形成抑制技術の開発

（３）国民の理解増進のための情報発信

現在我が国では、カルタヘナ法に基づく隔離ほ場試験が２例行われているに過ぎないが、その際に

行った周辺住民への理解の醸成は、十分な成果を上げている。

しかしながら、これまでの遺伝子組換え生物の作出において見られたように、実用化の段階におい

ては新しい技術を受け容れるために安全性に関する十分な情報が、国民にはなかなか伝わらないと

ころがあり、情報不足等から大きな不安を生むことが危惧される。

このため、遺伝子組換え技術の開発を開始する時から、その成果が利用される現場が森林生態系

であることを想定し、生物多様性への配慮に加え、環境や生活に対する安全・安心を確保した上で実

行することが必要不可欠である。また、パプリック・アクセプタンスの重要性については開発を推進す

る側が十分認識し、国民にわかりやすい形で研究成果情報を公開する等時宜を失することなく対応し

ていかなければならない。

（４）その他

樹木の遺伝子組換えに携わる研究者数は、他分野の研究者数と比べて極めて少ないことから、モ

デル植物や農作物を材料とする研究分野との連携・協力を深め、研究を推進することが、研究者の

裾野を広げるためにも重要である。

さらに、遺伝子組換え樹木のカルタヘナ法に基づく第一種使用等による試験が実施されている隔離

ほ場は、現在国内には２箇所であり、研究開発の基盤整備が急がれるところである。

また、我が国の遺伝子組換え樹木に関する技術開発について、地球環境保全等の観点から、諸外

国に対して情報発信や技術協力することも検討する必要がある。

（参考）

森林・林業分野における遺伝子組換え技術に関する研究開発の今後の展開方向について

4２

はじめに

森林・林業分野における樹木の遺伝子組換え技術の開発(以下「遺伝子組換え技術の開発」

という。)は、地球温暖化軽減対策、木質バイオマスの効率的利用、花粉発生源対策等を通じ

て、国内外の環境・資源問題の解決に大きく貢献すると考えられ、飛躍的な発展が期待される

分野である。

また、２０２５年までを視野に入れた成長に貢献するイノベーションの創造のための長期戦略

指針「イノベーション２５」(平成１９年６月１日閣議決定)でも、「環境保全に貢献するスーパー樹

木の開発」の重要性が指摘されている。

しかしながら、世界的な情勢を見ると、ポプラやユーカリを中心としたゲノム構造解析や発現

遺伝子の単離、機能解析等が進められている段階で、未だ遺伝子組換え樹木が商業栽培され

た事例はない状況にある。

一方、我が国では、独立行政法人等がポプラ等で発現遺伝子の大規模収集、塩基配列の解

読と機能解析等を行うとともに、独立行政法人や大学、民間企業において耐塩性ユーカリや高

セルロースポプラ(ギンドロ)について、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多

様性の確保に関する法律」(以下「カルタヘナ法」という。）に基づく、第一種使用等による試験

(隔離ほ場試験)が行われている段階にあるが、機関毎にそれぞれ異なる目標・対象等の対応

がなされているところである。

このため、今後の我が国の遺伝子組換え技術の開発については、その研究開発成果が国内

外の環境保全や森林資源の充実等に活用されるよう、将来の展開方向を的確に見据えた上で、

独立行政法人、公立試験研究機関、大学、民間等の関係機関が連携協力し、体系的に取り組

むことが重要であることから、今後の展開の方向性を明らかにするものである。

１ 遺伝子組換え技術の開発の現状

遺伝子組換え技術の開発は、①生物種（樹種）のゲノム塩基配列を解読するゲノム構造解析、

②遺伝子の発現等ゲノムに書かれた情報の意味を理解するための機能解析、③遺伝子組換

え樹木の開発というステップから構成されており、日本、アメリカをはじめ各国は、開発経費や

研究態勢を考慮しつつ、研究開発を推進している。

（１）ゲノム構造解析

植物のゲノム構造解析は、シロイヌナズナやイネに次いでポプラについて行われており、ポプ

ラゲノムの約９０％はアメリカで解読されている一方、ユーカリについても日本とアメリカでゲノ

ム解析が進められているところである。

しかしながら、このようにポプラやユーカリのゲノム解析が飛躍的に進捗しているにもかかわ

らず、その他の樹種について大規模なゲノム構造解析を行う動きは、今のところ見られない。

これは、林業上主要な樹木のゲノムサイズが草本植物と比較して著しく大きく、スギゲノムの

大きさは、遺伝子組換えのモデル植物であるシロイヌナズナの約９０倍、イネの約２７倍、ポプ

ラの約２０倍、ユーカリの約１５倍に相当する大きな情報量を有しており、その量はポプラで約４．

８億個、ユーカリで約６．５億個、スギでは約１００億個と言われていることに起因しているものと

考えられる。

このため、近年、各国では遺伝子の全体構造を対象とするゲノム構造解析を行わずに、EST
解析等を用いて、樹種別に発現する遺伝子のみを解析し、有用な遺伝子を単離・活用する傾

向にある。
＊ EST：Expressed Sequence Tagの略で、cDNAの部分塩基配列のこと。(cDNAとは、ゲノム

DNAの中から不要な配列を除き、タンパク質をコードする配列のみに整理された遺伝情報物質で

あるmRNA(メッセンジャーRNA）を鋳型にして作られたDNAである。ESTを手がかりにRNA全体の

配列を得ることが可能になり、樹種別に発現する遺伝子みを部分的にかつ効率的に解析するのに

有効である。）

（２）機能解析

国外の遺伝子の機能解析については、ニュージーランドのラジアータパインのように、各国の

主要樹種を対象にcDNAライブラリーを作製し、EST情報の収集が行われている。

我が国では、これまでに、独立行政法人や民間企業において、ポプラゲノムの概要解読から

推定された発現遺伝子数の約４０％に当たる完全長cDNAを約２万個収集し、その情報を国際

ポプラゲノムコンソーシアムに提供した。さらに、スギについては雄花由来の完全長cDNAを約

１万個収集するとともに、ユーカリについては完全長cDNAを約７千個収集している。

（３）遺伝子組換え樹木の開発

世界的にみれば、遺伝子組換え樹木を作出し、実用化が行われたケースはどの樹木につい

てもこれまでに例がなく、研究開発段階に留まっているところである。

しかしながら、国外の研究開発については、ポプラ、ユーカリ、マツ、トウヒ等に低リグニン、除

草剤耐性、虫害耐性等の特性を付与する研究開発を中心に行われるとともに、開発された遺

伝子組換え樹木の隔離ほ場試験は約２０年前から活発に進められている。

検討会委員（五十音順、敬称略）

一方、我が国においては、大学と民間企業による耐塩性ユーカリ、独立行政法人と大学による

高セルロースポプラ（ギンドロ）について、カルタヘナ法に基づく第一種使用等による試験を実施

している段階である。また、カルタヘナ法に基づく第一種使用等による試験を行うためには、関係

省庁の許認可とともに、地域住民等の関係者の理解を得る必要がある。独立行政法人森林総

合研究所は、高セルロースポプラ（ギンドロ）の開発において、平成１８年度に以下のとおり周辺

住民への現地説明会等を開催し、地域住民等の理解を得たところである。さらに、こうした諸手

続を行った後、平成１９年３月には関係省の承認を得て、遺伝子組換えポプラの隔離ほ場試験

を開始したところである。

【独立行政法人森林総合研究所（独立行政法人林木育種センター：当時）が実施した地元との調整経緯】

○ 隔離ほ場の建設に当たり、茨城県と日立市を対象に施設建設の概要及び遺伝子組換え樹木の開発

ための説明を 実施(平 成１７年１月、８月）

○ 隔離ほ場における遺伝子組換え樹木の栽培試験の概要と、試験に伴う現地説明会開催について、関係

機関(茨城県、日立市、高萩市、茨城森林管理署、日立市森林組合、高萩市森林組合)を対象に説明を

実施(平成１８年１２月～平成１９年１月)
○ 現地説明会開催についてプレスリリースするとともに、ホームページに掲載(平成１９年１月）

○ 現地説明会の案内状を関係機関に送付(平成１９年１月)
○ 現地説明会の案内状を近隣(１２８世帯)に配布(平成１９年１月）

○ 現地説明会を実施(平成１９年２月３日)、地域住民等の参加を得て、試験目的、概要、隔離ほ場施設等

について 説明

○ 遺伝子組換えポプラの隔離ほ場試験を開始(平成１９年３月)

２ 活用が期待される分野と実現可能性

遺伝子組換え技術の開発は、地球的規模での環境問題の解決や木質資源の安定的な確保、

花粉発生の抑制による遺伝子攪乱の防止及び花粉症対策等に貢献することが期待されるところ

である。

具体的には、地球温暖化を軽減するための二酸化炭素固定能が高い樹木や環境ストレス耐

性樹木の開発、木質バイオマスを効率的にエネルギー化するためのバイオマス生産性を向上さ

せた高セルロースや低リグニンという特性を付与した樹木の開発、花粉を着けない樹木の開発、

病虫害に対する抵抗性が高い樹木の開発等である。

地球温暖化の軽減対策に貢献可能な樹木と木質バイオマス利用に適した樹木の開発につい

ては、目的とする形質に共通する部分が多く、乾燥や塩害等に対するストレスへの耐性を付与し

た樹木や、二酸化炭素固定能に優れた高生産性樹木の開発が期待される。特に、高セルロース

や低リグニンなどの特性を付与した樹木の開発が、ポプラやユーカリ等の成長の早い樹種で可

能となれば、プラントにおける実用化生産と組み合わせて高収量のバイオエタノール生産が行わ

れることとなる。また、このような技術は、熱帯地域等においては、資源の充実、収入の増加につ

ながるものであり、途上国等の経済安定に貢献すると考えられる。

加えて、遺伝子組換え樹木を産業利用する場合には、木質バイオマス生産や地球温暖化の

軽減対策等に資するいずれの樹木についても、森林生態系の攪乱を招かないよう花粉発生制

御技術の開発が緊急に解決すべき課題であり、花粉発生を制御することは、すなわち花粉発生

源対策にもつながるものとして期待されている。この分野については、これまでに独立行政法人

やアメリカ、スウェーデンの研究機関において、遺伝子組換えによるポプラ等の早期開花技術の

開発に成功しているが、花粉形成に関わる遺伝子は多数存在すると考えられており、関係する

有効な遺伝子を特定することが必要となっている。

また、我が国におけるスギ花粉発生源対策の場合には、ポプラ等の成果をスギに応用する必

要があるが、これまでに解明されたスギの遺伝子のみでは花粉を制御できる段階には至ってい

ない。平成１３年に独立行政法人が「スギ雄花の形態形成を支配する遺伝子」について報告して

いるが、その遺伝子を用いても形態異常は期待できるが、完全に雄花形成を止めるためには、

個々の研究の積み上げが必要と考えられている。

病虫害抵抗性については、農作物同様のBT遺伝子を導入する手法が考えられるが、これまで

の農作物の例をみても、事前に国民のコンセンサスを得ることが特に重要な要件となる。

さらに、育種年限を短縮できる樹木の育種法開発や生育している樹木の特性を解明するには、

遺伝子組換え技術やDNAマーカー等によって発現する表現型を早期に特定することが前提であ

り、本技術が開発されれば、多様化する社会ニーズに対応した樹木の新品種の早期開発等が

可能となることが期待されている。
＊ BT遺伝子：微生物（Bacillus thuringiensis）が生産する殺虫性タンパク質の遺伝子で、カイコの病気の原

因として古くから研究されている。種特異性が強く、ほ乳類や鳥類等の脊椎動物には毒性を発

揮しない。現在 も普及しているものは、チョウやガの仲間に特異的とされているので、トウモロ

コシやワタ、ナタネ、ジャガイモ等で虫害抵抗性作物が作出されている。
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循環型社会の構築と
建設リサイクルの推進

平成２０年１１月

環境省リサイクル推進室

上田 康治

我が国の物質フロー（平成17年度）



循環型社会形成推進のための法体系

循環型社会形成推進基本法循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法廃棄物処理法 資源有効利用促進法資源有効利用促進法

環境基本法環境基本法 環境基本計画

基本的枠組み
社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

一般的枠組み グリーン購入法グリーン購入法
リサイクルの推進廃棄物の適正処理 グリーン調達の推進

個別物品の特性
に応じた規制

容器包装リサイクル法容器包装リサイクル法

家電リサイクル法家電リサイクル法

建設リサイクル法建設リサイクル法

食品リサイクル法食品リサイクル法

自動車リサイクル法自動車リサイクル法

容器包装の市町村による分別収集／製造・利用業者による再商品化

廃家電の小売店による引取／製造業者等による再商品化

対象建設工事の受注者による
建築物等の分別解体等／特定建設資材の再資源化等

食品の製造・加工・販売業者による再生利用等

自動車製造業者等によるエアバッグ・シュレッダー
ダストの再資源化、フロン類の破壊

H12以前の制定法
H12改正法
H12新規制定法
H14新規制定法

建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法建設リサイクル法

建設リサイクル制度における主なアクション

生 産
（製造・流通等）

生 産
（製造・流通等）

消費・使用消費・使用

天然資源投入天然資源投入

処 理処 理
分別解体等

再資源化

縮減

（マテリアル／サーマル）
・特定建設資材廃棄物
・それ以外

再生資材の利用

最終処分最終処分

発生抑制

再使用

適正処理

（建設リサイクル法の範囲）

1.天然資源の消費抑制

3.処分量減少による

環境負荷の低減

2.循環利用の促進

a)建設廃棄物の
再資源化の促進

b)建設廃棄物の適正処理の徹底
と不法投棄・不適正処理の防止

e)建設廃棄物の発生抑制の強化

f)建設資材等の
再使用の促進

g)再生資材の利用促進

c)関係者の連携強化

d)理解と参画の推進

横断的取組

製造業者

ユーザー

収集・運搬業者

中間処理業者

最終処分
業者

廃 棄廃 棄
発注者

排出事業者

建設分野における
アクション

循環型社会の概念

モノの流れ

お金の流れ

情報の流れ
（マニフェスト：処理時）

情報の流れ
（マニフェスト：処理後）

情報の流れ
（その他）



■建設発生木材は、77％が再資源化施設へ搬入されチップ化。一方で23%が縮減。

■特定建設資材の再資源化率は、着実に上昇し平成17年度目標※を達成している。
※建設リサイクル推進計画2002（国土交通省）における目標

特定建設資材廃棄物の再資源化の状況

出典：平成１７年度建設副産物実態調査 （国土交通省）
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　　　　　       　　  ① ＝68.2%再資源化等率　 (②＋⑥＋⑦＋⑨)

　　　　　　　　       　　 　  ①
＝90.7%

※四捨五入の関係上、合計があわない場合がある。

10%⑦再資源化施設減量化量 45

①
　場外搬出量
　　　　471

単位：万トン

①リサイクルフロー（伐木材等含む）
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②再資源化等率の推移

建設廃棄物の排出量と最終処分量の推移

国土交通省「建設副産物実態調査」による。 環境省「産業廃棄物の排出・処理状況調査」、「産業廃棄物行政組織等調査」による

品目別排出量

品目別最終処分量

産業廃棄物最終処分量と最終処分場の残余容量
アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他

アスファルト･
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

建設発生木材

建設汚泥
建設混合廃棄物

その他ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
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第１章第１章

1.建設リサイクル制度の経緯1.建設リサイクル制度の経緯

2.建設ﾘｻｲｸﾙ制度の現状と効果2.建設ﾘｻｲｸﾙ制度の現状と効果

2.建設リサイクルの促進
(1)分別解体等における取組の推進

・対象規模基準のあり方
・施工方法に関する基準
・分別解体等における有害物質の取扱い
・事前届出・通知
・登録制度のあり方
・工事内容及び費用の明確化

(2)再資源化における取組の推進
・特定建設資材の追加の検討
・完了後の報告のあり方

(3)縮減に関する取組の推進
（建設発生木材の縮減のあり方）

2.建設リサイクルの促進
(1)分別解体等における取組の推進

・対象規模基準のあり方
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(2)再資源化における取組の推進
・特定建設資材の追加の検討
・完了後の報告のあり方

(3)縮減に関する取組の推進
（建設発生木材の縮減のあり方）

3.建設廃棄物適正処理の徹底
(1)適正処理における取組の推進

・不適正処理の発生のメカニズム
・不適正処理の防止策の実施

(2)取締まりにおける取組の推進
・パトロール等の実効性の向上
・現場状況把握の強化
・行政における情報共有等の連携強化

3.建設廃棄物適正処理の徹底
(1)適正処理における取組の推進

・不適正処理の発生のメカニズム
・不適正処理の防止策の実施

(2)取締まりにおける取組の推進
・パトロール等の実効性の向上
・現場状況把握の強化
・行政における情報共有等の連携強化

建設リサイクル制度の現状と課題建設リサイクル制度の現状と課題

3.建設リサイクル制度の課題3.建設リサイクル制度の課題

(1)建設廃棄物の

再資源化の促進

(2)建設廃棄物適正

処理の徹底等

(3)関係者の意識向上等と

循環型社会形成の促進

第２章第２章 課題解決に向けての基本的方向性課題解決に向けての基本的方向性

第３章第３章 課題解決に向けての具体的な取組課題解決に向けての具体的な取組

1.3Rの推進に向けた横断的取組1.3Rの推進に向けた横断的取組 2.建設リサイクルの促進2.建設リサイクルの促進 3.建設廃棄物適正処理の徹底3.建設廃棄物適正処理の徹底

1.3Rの推進に向けた横断的取組
(1)発生抑制、再使用及び再生資源の利用

の推進
(2)建設廃棄物の流れの「視える化」
(3)建設リサイクル市場の育成
(4)分別解体、再資源化の情報提供
(5)建設リサイクル法の周知・啓発の充実
(6)建設ﾘｻｲｸﾙに関する技術開発等の推進

1.3Rの推進に向けた横断的取組
(1)発生抑制、再使用及び再生資源の利用

の推進
(2)建設廃棄物の流れの「視える化」
(3)建設リサイクル市場の育成
(4)分別解体、再資源化の情報提供
(5)建設リサイクル法の周知・啓発の充実
(6)建設ﾘｻｲｸﾙに関する技術開発等の推進

中間とりまとめの構成

図１.木質バイオマス発電における木材利用量の推移

平成17年までの木質バイオマス発電における木くず燃料利用量：約２３０万トン
平成18年以降に新規・増設見込みのバイオマス発電における木材利用計画量合計：約３１０万トン

⇔建設発生木材の場外搬出量のうち未利用部分（平成１７年度）は約１５０万トン

出典：「ＩＮＤＵＳＴ」2006年10月号「建設副産物のバイオマス活用」（全国

木材資源リサイクル協会連合会）より国土交通省作成

■大型発電施設の稼動など木質バイオマス発電関連施設は増加傾向にあり、近
年、地域によっては木材チップの需給逼迫が懸念されている。

図２.全国における建設発生木材のリサイクルフロー

出典：「平成17年度建設副産物実態調査」（国土交通省）

未利用部分：約150万トン
6

16

31

12

35

15
7

17

7

23

5

17

19

19

29 36

13

4

5

20

14
23

21

39
59

16

16

18

1

3

0

20

40

60

80

100

120

北海道 東北 関東 北陸 中部 近畿 中国 四国 九州

木
く
ず
燃
料
利
用
及
び
計
画
量

（

万
ト
ン）

H19以降新規・増設

H18新規・増設

H17新規・増設

H16以前

２９

８９

１１１

４３

１１６

３７

６２

３８

２１

①
場外搬出量

471

77%
③
再資源化施設へ

363

6% ⑤最終処分 28

再資源化
施設

10%⑦再資源化施設
減量化量 45

最終処分44

単位：万トン
3% ②工事間利用 13

65% ⑥再資源化
施設後
再利用 308

1% ⑩焼却施設後
最終処分 7

14%
④焼却施設へ67

焼却施設

13% ⑨焼却施設
減量化量 60

2%  ⑧再資源化施設後
最終処分量 9

バイオマス発電における木材利用量の推移



1

木質ボード業界の需給展望
について

日本繊維板工業会

涌田 良一

平成２０年１１月１３日

要旨

○ 日本の木質パネルの需要は、１０００～１１００万ｍ３で推移
している。

○ 木質ボードの需要は、３００万ｍ３で推移している。
○ この１５年の間に、合板と木質ボードの割合は、８：２から７：

３に変わった。
○ この理由は、合板資源に対する海外の状況の変化がある。

（インドネシヤの原木輸出禁止。原産地証明の添付、ロ
シヤ材の高関税等）今後も合板資源には厳しい環境が
続くと想定される。

○ 世界的に見て、日本の木質パネル需要は、木材先進国に
比して人口当たりの量は少ない。よってまだ、増加の余
地はある。

○ 合板が、厳しい中、木質ボードはまだ拡大傾向は続く可能
性が高い。
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課題

○ 近時、木質ボード原材料としての建設解体
廃木材が、バイオマスボイラー燃料と競合し
ている。

○ 木質ボードにも、原材料の確保と言う意味
で厳しい環境が有る。

○ 原材料の多様化（林地残材、間伐材等）に
よる、原材料の確保が、業界の一番の課題。

日本の木質パネルの総供給量（生産＋輸入）の推移日本の木質パネルの総供給量（生産＋輸入）の推移
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繊維板、パーティクルボードの供給量推移
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人口１０００人当たりの消費量（２００５年）
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木質ボード用原料使用割合比率

10.2 22.5 64.6 2.8

9.0 23.3 65.2 2.5

12.0 24.5 61.0 2.5

13.1 27.0 57.1 2.8

11.7 31.3 54.3 2.7

12.8 34.7 50.6 1.9

14.5 36.0 47.1 2.5

16.1 41.0 40.8 2.2

18.6 41.6 36.4 3.5

17.0 46.0 33.2 3.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2007年(H19)

2005年(H17)

2003年(H15)

2001年(H13)

1999年(H11)

木質ボード用原料使用割合推移（％）

丸太等素材チップ 合板・製材工場等残材 建築解体材 その他

３

設備能力から見た建築解体廃木材の
消費分野と消費量（推定）

設備能力から見た建築解体廃木材の
消費分野と消費量（推定）

925888707596消費量合計

37159111－（対前年増加分：万トン）

734697538427
サーマル利用

（バイオマス利用）

（万トン）

－22－－（対前年増加分：万トン）

191191169169
マテリアル利用

（万トン）

2009年
（推定）

2008年
（推定）

2007年2006年分野
材料→材料の
マテリアル利
用はまだまだ
進んでいない。

燃料とし
て消費さ
れる量が
増加して
いる。

サーマル利用の消費が増えたことで、木質ボードの原価が上る傾向にある。
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燃料としての
サーマル利用が

急増

６

国内の木材チップの発生量と再資源化率国内の木材チップの発生量と再資源化率

９５６ （５８％）1６４０合計

６
（ほとんど未利用）

３４０④林地残材

４５０ （９０％）５００
③合板・製材工場
プレカット工場

１５０ （５０％）３００②一般木くず

３５０ （７０％）５００
①建設系木くず

産廃木くず

再生資源化量（率）
発生量
（万トン）

種類
建築解体廃木材の
活用は進んでいる
が、今後の着工戸
数の減少から将来
的には、大きく増
えることは期待薄。

ほとんど無駄なく
再資源化されてい
る。

今後の利用が期待
される分野。

Ｈ１７～Ｈ１８
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建築解体廃木材の消費量と供給量

建築解体廃木材の消費量と供給量
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日本製紙グループの木質系燃料
調達・使用状況について

日本製紙株式会社原材料本部

燃料部 井澤佳昭

2

１．木質系燃料概況／全国木材資源リサイクル協会
連合会データ（H18年推定）より

万ｔ
建設系木くず 製材系残材 廃ﾊﾟﾚｯﾄ等 林地残材等 合  計

350 450 150 50 1,000
供  給

万ｔ
木質ﾎﾞｰﾄﾞ 紙・ﾊﾟﾙﾌﾟ 敷料・肥料等 ｻｰﾏﾙ燃料 合  計

250 290 110 350 1,000
需  要
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２．日本製紙グループ 工場

日本製紙工場 １０工場

旭川工場

釧路工場

勇払工場

白老工場

石巻工場

岩沼工場

勿来工場

富士工場

秋田工場

岩国工場

八代工場

草加工場

足利工場

東京工場

吉永工場

大竹工場

開成工場

京都工場

岩国工場

日本製紙㈱富士工場　全景

日本大昭和板紙工場

クレシア工場

５工場

　４工場

4

３．日本製紙グループ 新燃料ボイラー設置及び
使用工場

日本製紙工場 １０工場

旭川工場

釧路工場

勇払工場

白老工場

石巻工場

岩沼工場

勿来工場

富士工場

秋田工場

岩国工場

八代工場

吉永工場

日本大昭和板紙工場 2工場

石巻工場バイオマスボイラ－

太字：新燃料使用工場



5

４．日本製紙グループ 各ボイラーについて

蒸発量

㌧/H 木くず RPF 廃プラ 廃タイヤ 石炭

勿来 H16年9月 105 91,000 21,000

石巻 H18年10月 180 145,000 20,000 40,000

富士 H19年10月 230 201,000 32,000 37,000

岩沼 H19年11月 230 25,000 10,000 53,000 96,000

岩国 H20年2月 180 85,000 43,000 10,000 29,000 17,000

吉永 H20年4月 180 63,000 15,000 108,000

秋田 H20年4月 180 20,000 103,000

白老 H20年7月 280 74,000 11,000 2,000 150,000

旭川 H20年9月 170 190,000 5,000 12,000 24,000

計 1,735 869,000 151,000 22,000 94,000 596,000

工場 稼動時期
使用燃料（㌧/年）

6

５．日本製紙グループ 新燃料使用量推移
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６．日本製紙グループ 木質系燃料使用量推移
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｢循環社会における木質バイ
オマスの需要展望について」

NPO法人

全国木材資源リサイクル協会連合会

副理事長 山口 昭彦

2008年11月13日(木)

木材資源のリサイクルの現状



木材資源（廃木材）の種類とリサイクルの現況

種類 排出量 再資源化量

産業廃棄物 1,000 800
（内訳）

　１、建設発生木材 500 350

　２、製材工場残材等 500 450

一般廃棄物 300 150
　　廃パレット・剪定枝等

その他 400 50
　　林地残材等

合計 1,700 1,000

※2006.3日本繊維版工業会資料を参照

（単位万ｔ/年）

カスケード利用の推進



選別によるマテリアル化

単純に化石資源の代替燃料にするのではなく マテリアルへの
選別を行い、マテリアルにならない木質をサーマルにするべき

手選別例

足りないサーマル需要



0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

九州 四国 中国 近畿 中部 北陸 関東 東北 北海道

系列1

燃料用木材チップ需要実態

資料提供：㈱日報アイビー ２００７．１２末現在

単位：ｔ

全国で５１２万ｔもの燃料用木材チップ需要が発生

単位：ｔ

森林資源活用の可能性と課題



伐採

積込木材市場出荷

森林資源活用現状

植林

この間３０年～４０年

①製材用向 構造材、加工用など木材製品用

②パルプ向 チップ商品（加工方法は切削加工）

③ボード向 チップ商品（切削及び破砕加工）

④燃料向 チップ商品（破砕加工）

⑤肥料向 （ダスト）商品及び敷料（切削及び破砕
時に副産物として発生する。切削時発生する
ものは堆肥母材や菌床など）

森林資源はカスケード利用



森林資源有効活用での問題点

1.森林（山・坂）地域からの木材原木の搬出

→経済性・効率性の問題（機械化や搬出土場整備など）

2.地域森林組合の活性化が必要

→人材確保・地域の問題（作業者確保や私有林の団地化など）

3.行政・森林組合・生産企業の連携

→補助金の的確な運用（効果のある的確な補助金事業）

4.森林より原木を確保し、生産までの手引き

→流通・マーケットの確保（国産材の利用・高付加価値の製品など）

上記の問題解決に時間がかかり、即効性がない

新たなサーマル利用資源開発



都市型資源の有効利用
人口に比例して発生する資源で経済都市が生産地となる
発生元は都市の建設副産物の一部や企業の木質系副産
物など

1.法制度の確立
建物80㎡以下・破砕施設5ｔ未満・剪定枝等一般廃棄物の産

廃移行・｢木くず｣の産廃及び一廃区分の撤廃と新たな資源
化廃棄物の創設
2.平成17年度の発生の内縮減22.5％、 終処分9.3％
をきめ細かく分別をしてリサイクル100％にする。
3.家具や木材ボードなどの木材製品全てが資源になる
事を市民にPRし、家庭内にもリサイクル化の知識を浸透

させる。

新資源など

海外から輸入され始めたパームやしがら

カロリー代替として中期的には
使用を考えなければならない

資料提供：木材開発㈱



今後望まれる木質資源
リサイクルのあり方

木質資源(木くず)100％リサイクル達成

に向けた制度課題

1.建設系解体対象となる建物建設基
準80㎡以下の制度組入れ

2.破砕５ｔ未満の施設を産廃施設とし
ての制度組入れ

3.剪定枝等一般廃棄物の産廃移行

4.｢木くず｣の産廃及び一廃区分の撤
廃と新たな資源化廃棄物の創設

連合会が国
に要望文書
提出



業界団体として

より一層のリサイクルの効率化

行政への意見、提言、協力

森林資源の開発

を進めていくことが必要



Ⅲ．意見交換会の部                   18：00～（２階：蓬莱の間） 
 
 
 

  １．ご来賓紹介 
 
 
  ２．環境大臣表彰紹介 
 
 
  ３．理事長挨拶および謝辞 
 
 
  ４．ご来賓挨拶 
       環境省大臣官房長                   南川 秀樹 様 
       農林水産省林野庁森林整備部長             沼田 正俊 様 
       経済産業省エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部長 羽藤 秀雄 様 
       国土交通省大臣官房技術参事官             下保 修  様 
       社団法人全国産業廃棄物連合会副会長          石井 邦夫 様 
 
 
  ５．乾杯 
       建設副産物リサイクル広報推進会議会長         三谷 浩  様 
 
 
  ６．中締め 

       ３
スリー

R 活動推進フォーラム専任理事            八木 美雄 様 

 
 

７．全国大会閉会宣言 
       NPO 法人全国木材資源リサイクル協会連合会監事     田中 一正 



循環経済新聞 2008.11.3 

 
 



循環経済新聞 2008.11.10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

～全国大会事務局～ 
〒132-0035 

     東京都江戸川区平井 3-23-17 
特定非営利活動法人全国木材資源リサイクル協会連合会 

TEL 03-3637-4008   FAX 03-5836-8600 
          http://www.woodrecycle.gr.jp/ 

 
本日の全国大会におけるシンポジウム開催に当たっては、ＮＥＤＯ（新エネルギー・

産業技術総合開発機構）の「新エネルギー等非営利活動促進事業(普及啓発事業)」の補

助金交付を受けています。 
 




