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引用：Forests and Climate Change, FAO, 2016 ほか

１．森林の公益的機能（持続的開発への多様な貢献）

炭素蓄積・吸収
生物多様性保全

貧困削減
（生計向上）

水資源保全 土壌保全
エネルギー供給

16億人 / 25%

（森林依存）

全生物の80%

（生息域）

全淡水の75%

(水源林)

2960億トン
*森林土壌等含まず

（炭素蓄積）

全世帯の80%

（サブサハラ地域薪炭利用）



２．地球上の炭素循環（特に森林に着目して）

毎年の増加量 : 約40億トン／年

土地利用変化による排出
: 11億トン／年

化石燃料からの排出
: 78億トン／年

森林等陸域における吸収
: 26億トン／年

IPCC AR5 第1作業部会報告書図6.1より作成

海洋への吸収
: 23億トン／年

トン／年で示す吸収量及び排出量は、人間の活動に伴うもの



■ 世界の森林面積の変化（1990-2015）

出典：FAO ｢Global Forest Resources Assessment 2015」
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■ 年間の森林減少面積が多い国（2010-2015）

①ブラジル（984千ha） ②インドネシア（684千ha）
③ミャンマー（546千ha） ④ナイジェリア（410千ha）
⑤タンザニア連合王国（372千ha）

３．世界の森林の現状

■ 地域別森林減少要因 及び森林劣化要因（2000-2010）

都市開発

インフラ整備

鉱業

自給自足農業

商業農業

家畜放牧

森林火災

薪炭生産

木材生産
（Timber Logging)

アフリカ ラテン
アメリカ

アフリカ ラテン
アメリカ

（亜）熱帯
アジア

（亜）熱帯
アジア

出典：Hosomura et al., 2012, 
Drivers of Deforestation and Forest Degradation, 2012      

森林減少 森林劣化



COP11
（2005年、モントリオール）

PNGとコスタリカがRED（途上国における森林減少からの排出削減）の
概念を共同提案

COP16
（2010年、メキシコ・カンクン） 「カンクン合意」として、REDD+の技術的な基本概念等が決定

COP19
（2013年、ワルシャワ）

「ワルシャワREDD+枠組み」として、７つの技術課題の指針等に合意

COP21
（2015年、パリ）

パリ協定の採択（第5条第2項：REDD+の実施・支援を推奨）

４．REDD+関連議論の経緯

COP24
（2018年、ポーランド?）

パリ協定の実施ルールの決定（予定）

2020年 パリ協定に基づく温暖化対策の開始 （2023年 第一回グローバルストックテイク）

地球サミット
（1992年、ブラジル）

森林原則声明の採択。
→ 国連森林フォーラムの設置(2000)

COP3～COP19
（1997～2004年）

京都議定書の採択（COP3：京都）、植林CDM実施ルールの決定
（COP9：ミラノ）、京都議定書の発効（COP10：ブエノスアイレス）

気候変動枠組条約、生物多様性条約
及び砂漠化防止条約（1994）の採択



５．森林分野ODAの近年の動向

Benjamin Singer, UNFF Secretariat, 2015

Million USD

総額1兆円の基金、REDD+を含む
森林セクターは主要支援課題の一つ

OECD Stat（名目、拠出額ベース）

生物多様性
（CBD）

砂漠化防止

持続的森林経営
（UNFF）

Million USD



６．REDD+の技術的大枠：COP16/カンクン合意等

 REDD+対象活動

①森林減少による排出削減、②森林劣化による排出削減、

③森林炭素蓄積の保全、④持続可能な森林経営、⑤森林炭素蓄積の増加

 途上国が整備すべき事項 / 準備活動

①国家戦略、

②国家森林参照レベル、

③国家森林モニタリングシステム、

④セーフガード情報提供システム

 結果ベース

排出削減量に基づいたポジティブ・インセンティブ（成果支払い）

 段階的アプローチ

準備活動（フェーズ１）→戦略実施（フェーズ２）→成果支払い等（フェーズ３）

排出量

参照排出レベル

実際の排出量

時間

排出削減量
（成果支払い）

フェーズ１：準備段階

国家戦略等の策定＋能力構築

フェーズ２：実施段階

戦略等の実施＋能力構築

フェーズ３：完全実施段階

成果に基づく活動



７．植林CDMとREDD+の比較

国際枠組
実施主体
期 間

京都議定書
先進国
2008～

パリ協定
先進国＋途上国

2020～

事 業 植林CDM REDD+

対象活動
植林

（新規植林、再植林）

森林減少・劣化からの排出の削減、
森林炭素蓄積の保全、
持続的な森林経営、
森林炭素蓄積の増加
（森林保全・管理に係るほぼ全ての活動）

規 模 プロジェクトレベル
国レベル

（暫定的に準国家レベル）



８．COP21（パリ会合）後のREDD+の主要課題

パリ協定関連 / UNFCCC

２．緩和・透明性：排出削減目標（NDC）
途上国の削減目標（NDCs）において如何に扱うか。計上ルールをどう定めるか。
３．市場メカニズム等：パリ協定６条関係
市場メカニズム等を通じて、野心的な取組として如何に促進できるか。

国際レベル（国際交渉レベル）

国レベル（現場レベル）

４．支援の調整→１．資金にも関連

アマゾン、コンゴ盆地やインドネシア等広大な森林が賦存する地域・国において、支援の一貫性
を確保し、速やかな実績確保に繋げる。
５．市場メカ二ズム→２．市場メカニズムに関連
JCM-REDD+を通じて、市場メカニズムを通じた（民間セクター主導による）REDD+の実施の有
効性を実証し、関連政策の形成（2020年以降：我が国削減目標）に貢献する。

緑の気候基金関連
１．資金：REDD+成果支払い等 / 主にGCF

実施・スケールアップに必要な資金を如何に確保し、効果的に促進できるか。



９. 市場メカニズム等：パリ協定６条関係

【背景】

 3つのメカニズム（協力的アプローチ、国連管理型アプローチ及び非市場アプローチ）の
併記。

【主要マンデート】

 3つのメカニズムの実施ルール等の検討。

 国際移転の緩和成果（ITMOs）に係る二重計上の回避手法の検討。

仮 称 類 型 根拠
市場・
非市場

成果の
国際移転

備 考

協力的
アプローチ

ボトムアップ型
（分散型）

2-3項
市場
メカニズム

発 生
・NDCsとの二重計上の回避
・二国間クレジット制度（JCM）が該
当

国連管理型
アプローチ

トップダウン型
（中央集権型）

4-7項
市場
メカニズム

発 生
・NDCsとの二重計上の回避
・クリーン開発メカニズム（CDM）に
類似

非市場
アプローチ

8-9項
非市場
メカニズム

発 生
しない

「緩和と適応に関する共同アプロー
チ：JMA」（ボリビアが提案）が該当



１０．REDD+と市場メカニズムにおける主要課題

全世界的にREDD+を推進していくためには公的資金だけでは絶対的に不足。同観点から、
REDD+の実施に当たって民間セクターとの連携への取組は必要不可欠。

民間セクターのREDD+への主要な投資理由の一つはクレジットの獲得（コンプライアンスやオ
フセットとしての活用等）。
※ １．現在、ボランタリー市場では、コベネフィットのある森林関連クレジットは最もポピュラーなクレジットの一つ。

２．農産品のサプライチェーンに着目した森林減少ゼロ運動の推進、グリーンボンドの発行増大や適応ビジネ
スなどクレジット以外の新たな動きも徐々に進展。

パリ協定の下で、REDD+クレジットが、国際移転可能な緩和成果（ITMOs）として、戦略的に
運用されることは、REDD+の成否、更には2℃目標の達成に関わる重要なポイント。
【REDD+とメカニズム、クレジットを巡る論点】
REDD+クレジットが創出された場合、
REDD+クレジットのパリ協定6条（市場メカニズム）の下での運用のあり方。
REDD+クレジットの性質（エネルギー、交通などの排出源クレジットと比較して）。
→REDD+とメカニズム（クレジット）に関連する事項は、今後の実施ルールに係る交渉を通じ
て、徐々に明らかになっていくものと予想。



１１. 今後のスケジュール（京都議定書とパリ協定の比較）

西暦 COP 成果等 西暦 COP 成果等

1997年 COP3 2015年 COP21

1998年 COP4 2016年 COP22

1999年 COP5 2017年 COP23

2000年 COP6① 2018年 COP24

2001年
COP6②
COP7

2019年 COP25

2002年 COP8 2020年 COP26

2003年 COP9 2021年 COP27

2004年 COP10 2022年 COP28

2005年 COP11 2023年 COP29

2006年 COP12 2024年 COP30

2007年 COP13 2025年 COP31

2008年 COP14 2026年 COP32

京都議定書採択

実施ルール決定（マラケシュ合意）

排出源CDMルール決定

通常規模植林CDMルール決定

小規模植林CDMルール決定

協定書発効

第一約束期間開始

パリ協定採択

協定発効

実施ルール決定（予定）

取組開始

第1回グローバルストックテイク



ご静聴ありがとうございました。

ご不明な点等があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

林野庁 海外林業協力室

大仲幸作

（kosaku_onaka100@maff.go.jp）
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