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4. 海外における気候変動への適応策の調査及び世界水フォーラム参加 

気候変動への適応策について、諸外国で行われている検討や取り組みの情報を収

集し、我が国の参考になる手法等について検討した。また、第 6回世界水フォーラ

ムに参加し、森林の持つ水源かん養機能に関する情報を収集するとともに日本の知

見及び取り組みについて、発信を行った。 

 
4.1 気候変動への適応策に関する情報収集・調査 
気候変動への適応策に関する諸外国の検討や取り組みについて、既存資料及びイ

ンターネット等により情報収集し、その結果を「水分野における気候変動への適応

策」と「森林分野における気候変動への適応策」に分けて整理した。 

近年の気候変動による影響への懸念から、諸外国においても水分野や森林分野に

ついての研究が進んでおり、特に水分野については、欧米諸国を中心に気候変動へ

の適応策の実施が進んでいることが明らかになった。 

 

4.1.1 水分野における気候変動の適応策 

水分野における主要国の気候変動への適応策の進捗状況については、以下の段階

に分けて整理することができる。 
 

1.現状分析・課題の把握 

2.気候変動の水分野への影響の将来予測 

3.水資源管理に関する適応策の検討・実施 

 
(1)現状分析・課題の把握 

欧米をはじめとし、各国では近年渇水・干ばつの影響を受けているが、現状分析・

課題の把握について、表 4.1.1 に示すような報告がなされている。 

表 4.1.1 気候変動の水分野への影響 現状分析・課題の把握 

国・地域 研究事例 
アメリカ合

衆国 ※1 
・国土の 20%が常に渇水状態である。 
・程度の差（中程度～深刻）はあるが、国土の 80%が渇水を経験

している。 
カナダ ※2 ・干ばつ（2001～2002 年）で作物の損失や保険支払いなどのため

50～60 億ドルの損失が発生した。 
オーストラ

リア ※3 
・激しい干ばつのために、2002～2003 年の小麦生産量は半分以下

の 1,010 万トンに減少した。 
EU ※4 ・過去 30 年においていくつかの大きな干ばつを経験した。 

・過去 100 年間の北ヨーロッパの年降水量は10～40%増加し、南・

東ヨーロッパの年降水量は 20%減少した。 
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(2)気候変動の水分野への影響の将来予測 

欧米では夏季の干ばつ・渇水、冬季の積雪量の減少、洪水の影響が、東南アジア

では、異常気象による洪水リスクの増加が、将来の気候変動の水分野への主な影響

として予測されている。 

 

表 4.1.2 気候変動の水分野への影響 将来予測 

国・地域 研究事例 

アメリカ合

衆国 ※1 

・温暖化により蒸発散量が増加し、渇水リスクが増大する。 
・西海岸沿いでは、冬期の湿潤状態が増加し、夏期の乾燥状態が長

期化することが懸念されている。 
・2050 年までにシエラ山脈の積雪量は25%減少すると示唆されて

いる。 
カナダ ※2 ・冬期の流出増加、夏期の流量減少と水温低下が懸念されている。 

オーストラ

リア ※3 

・西オーストラリア州南西部では 1970 年代半ばから降雨が 15%減

少している。 
・将来の気温の上昇による南西部の降水量のさらなる減少が予測さ

れている。 

EU 

・北ヨーロッパの年降水量は 10 年あたり 1～2%/増加し、夏季降水

量は減少した。 
・南ヨーロッパでは、夏季降水量が減少し、より頻繁な干ばつの発

生が予想される ※4。 
・渇水リスクの地域的偏在性が強まり、その頻度や強度が増大し、

農業等に悪影響を与えると予測される ※5。 

イギリス ※6 

・夏季の水不足の機会の増加が予測される。 
・乾燥期の長期化が予測される。 
・洪水リスクの増大が予測される。 
・河川水の排水の支障が予測される。 
・冬季の暴風雨の増加により河川ピーク流量が増加し、氾濫リスク

の増加が予測される。 

オランダ ※7 

・2080 年までに渇水流量（20 年間に 90%がその流量を上回る流量）

が-9.6%～202.3%の範囲で変化すると予測される。 
・冬季の降水量の増加、極端な降雨事象と洪水の増加が予測される。 
・洪水の影響が増大すると予測される。 
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(3)水資源管理に関する適応策の検討 

適応策としては、表  4.1.3(1)～(3)に示すように、海面上昇や異常気象による洪

水に対応するための護岸整備や港湾整備、異常気象による災害を考慮した洪水管理

計画策定、洪水の早期警報システム構築の検討やハザードマップの作成等がなされ

ている。 

 
表 4.1.3(1) 水分野における気候変動への適応策 

国・地域 適応策に関する研究・取り組み事例 

アメリカ合

衆国  

・カリフォルニア気候変動センターの影響評価による適応オプショ

ンの検討が実施された。 
・節水対策の強化と表面貯留、地下水貯留、送水施設などを含む水

管理・送水システムが拡張された※1。 
・ニュージャージー州では、気候変動対策で護岸整備に毎年 1,500
万ドルが割り当てられており、州は将来護岸を必要とするような建

設行為を禁止している。 
・４つの州において、海面上昇時に湿地帯および砂浜が内陸に移動

可能な「定期的地役権」方針を導入した。 
・ニューヨーク市では、気候変動の影響を考慮し、低地の汚水処理

プラントの周辺に長期的なインフラ対策により洪水防護壁の整備

等を検討している。 
・海面上昇の影響で防護壁を建設する可能性を考慮して、当初の予

定よりも高い位置に施設を建設した（ディアーアイランド排水処理

施設の例）※5。 

カナダ ※2 
・ブリティッシュコロンビア州等では、気候変動問題に対応した広

範囲な地方水政策が実施されている。 

オーストラ

リア  

・西オーストラリア州南西部では、気候変動の影響と適応策に関す

る戦略が策定された※3。 
・南オーストラリア州政府は、気候変動によりもたらされると推測

される海面の 30cm の上昇に対し、100 年間にわたる沿岸浸食に耐

えうる沿岸開発の安全性確保を要請している ※8。 

EU ※4 
・EU 委員会は、2007 年に適応策の重要性を訴える「グリーンペー

パー」「EU の水不足と干ばつへの取り組み」を公表した。 

イギリス ※8 

・洪水防護基準を現状維持する場合、気候変動による海面上昇と高

潮洪水地帯での急速な宅地開発の影響で、2030 年までに防潮堤の

改修が必要になると予想されている。そのため、今後 100 年間のロ

ンドンおよびテームズ河口保護のために、洪水リスク管理計画

(Flood Risk Management Plan)を現在策定中である。 
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表 4.1.3(2) 水分野における気候変動への適応策の検討・実施 

国・地域 適応策に関する研究・取り組み事例 

ドイツ ※9 

・洪水頻度の増加と洪水流量の増加の可能性を考慮に入れた洪水管

理を試行している。 
・バーデン地方とバイエルン地方では、新しい洪水管理計画におい

て、気候変動要因の検討結果（ネッカー流域において 2050 年には

小規模、中規模洪水の洪水流量が約 40-50%増加し100 年確率の洪

水が 15%増加する）を取り入れた。 

フランス ※9 

・水管理の気候変動への適応を目的とした立法上の枠組み(2006 年

水法)を制定した。 
・洪水ハザードマップは、フランス全土で作成済みであり、インタ

ーネットで閲覧可能である。 
・ミューズ、ロアール、ジロンド、ローヌ川流域における適応策に

関する研究を開始した。 
アイスラン

ド ※9 
・新規の港湾の設計では、予想される海面水位上昇が考慮されてい

る。 

オランダ ※8 

・高潮堤やダムは、50cm の予想海面上昇を考慮した設計がなされ

ている。ロッテルダム近郊の高潮堤が海面上昇の影響を考慮した初

めての構造物として 1997 年に建造された。 
・技術助言委員会（Technical Advisory Committee）は、海面が

85cm 上昇し、100 年に 10%の割合で暴風雨が増加するとした 悪

のシナリオで、今後 200 年間の安全性を保証することを推奨してい

る。 
・5 年毎に改定される氾濫防御法（Flooding Defense Act）は、気

候変動に関する 近の見識を洪水護岸構造の設計に反映すること

を義務付けている。 

ベルギー ※9 

・堤防建設時、60cm の海面上昇が考慮されている。 
・気候変動と海面上昇により 2100 年までに、洪水リスクレベルは、

現在の 350 年に１回から、25 年に１回にまで上昇することを計画

に反映している。 

チェコ共和

国 ※9 

・BILAN、CLIRUN、SAC-SMA モデルを使用して、エルベ川、

Zelivka川とUpa川流域への気候変動によるインパクトスタディを

実施した。 
・2001～2002 年に、水文学者チームは、気候変動の水資源への影

響を評価する新手法の実用性を検討した。 
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表 4.1.3(3) 水分野における気候変動への適応策の検討・実施 

国・地域 適応策に関する研究・取り組み事例 

フィンラン

ド ※9 

・気候条件と経済条件のシナリオを設定して、社会全体としての適

応戦略を策定した。(農林省、2005 年) (2005 年～2015 年の適応策

として、洪水リスク地区の一覧表作成と洪水リスク管理総合計画の

準備等を認定した。） 
・ハザードのリスク解析手法の開発、地域気候モデルによるシミュ

レーション及びその結果の地域計画への応用等について研究中で

ある。 

スウェーデ

ン ※9 

・Rossby センターシナリオに基づき、将来の気候変化、平均的な

流出量の変化が検討されている（選択シナリオの差、地域差、季節

変動等について明らかにしている）。ただし、極端なハザードにつ

いては、今後の課題である。 
・適応についての国家戦略は未策定ではあるが、2005 年の夏に気

候と脆弱性についての政府調査を開始し、2007 年 10 月に調査結果

がまとまる予定調査報告には、種々の分野（社会基盤（道路、鉄道、

および通信）、建物、エネルギーと水供給、林業、農業、人の健康

および生物多様性）における、経済上の結果が記述される。 

バングラデ

シュ ※10 

・近年の洪水被害への対処として、コミュニティ参加による沿岸の

植林、洪水シェルターや、主要な氾濫原における災害情報支援セン

ターの建設等を提案。プロジェクトの実施主体や必要となる予算に

も言及。（NAPA2005） 
ブータン ※

10 
・パイロット地域における地滑り管理、洪水防御対策、Pho Chu 流
域における早期警報システムの設置等を提案。（NAPA2006） 

カンボジア 
※10 

・居住及び農業地域における洪水堤防の建設と復旧、沿岸防御施設

の復旧等を言及。（NAPA2006） 

中国 ※10 
・洪水管理技術、予警報技術等が不足しており、技術移転等の支援

を要望。（第一次国別報告書、2004） 

インド ※10 
・適応策のためのより正確な気候変動影響予測の必要性について言

及。（第一次国別報告書、2004） 

タイ ※10 
・適応策のためのより正確な気候変動影響予測の必要性について言

及。（第一次国別報告書、2000） 
ベトナム ※

10 
・洪水ピーク流量の増加が懸念されており、調節池（150～200 億

m3）による適応策を検討。（第一次国別報告書、2003） 

韓国 ※10 
・政府が各部門における気候変動への適応策の必要性を認識し、水

部門では中央と地方における効果的な早期警報システムの構築を

目指している。（第二次国別報告書、2003） 
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※1) U.S. Environmental Protection Agency. 2006. Fourth National Communication of the United States of America 
Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. The California Strategic Growth Plan 
–Flood Control and Water Supply (Governor's Budget 2008-2009) 

※2) Environment Canada. 2006. CANADA'S FOURTH NATIONAL REPORT ON CLIMATE CHANGE Actions to 
Meet Commitments Under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

※3) Australian Greenhouse Office within the Department of the Environment and Heritage. 2005. Australia's Fourth 
National Communication on Climate Change A Report under the United Nations Framework Convention on 
Climate change 

※4) Climate change and water adaptation issues; EEA Technical Report, 2007 
※5) 欧州気候変動プログラム(ECCP)、適応策；ECCP、欧州委員会環境総局、欧州環境期間(EEA)、共同研究センター(Ｊ

ＲＣ) 
※6) 環境食糧農林省(Defra)、英国機構影響プログラム(UKCIP) 
※7) 住宅・国土計画・環境書(VROM) 
※8) OECD： PROGRESS ON ADAPTATION TO CLIMATE HANGE IN DEVELOPED COUNTRIES ANANALYSIS 

OF BROAD TRENDS 
※9) 「Climate change and water adaptation issues (EEA Technical report)(2007.2)」の「Annex 1 Country level activities 

on climate change in relation to water resource issues」より 
※10) UNFCCC Portal site の各国の NAPA 及び国別報告書より作成： 

http://unfccc.int/adaptation/napas/items/2679.php、 
http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php" 

（EEA 技術報告書； No2/2007 気候変動と水の適応の問題より一部抜粋） 
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4.1.2 森林分野における気候変動の適応策 

森林分野における気候変動の適応策についても、段階に分けて整理した。近年の

気候変動への関心の高まりを受け、森林分野でもその影響についての研究が世界各

国でなされている。また、森林は二酸化炭素吸収源としての働きも持つことから、

気候変動緩和機能についても様々な研究がなされている。特に途上国については、

気候変動への影響を軽減する方策として、「REDD（途上国における森林減少と森林

劣化からの排出削減並びに森林保全、持続可能な森林管理、森林炭素蓄積の増強）」

に関連する取り組みが世界的に注目を集めている。 

 
1.気候変動による森林への影響の将来予測 

2.気候変動の影響のミティゲーションとしての森林の役割 

3.森林管理に関する適応策の検討 

 
(1)気候変動による森林への影響の将来予測 

特に気候変動による影響が顕著にみられる北方林についての研究が多い。近年、

フィンランド、ロシア、ドイツ等では、樹木の成長期間の延長や気温の上昇により、

バイオマスや森林生産率の増加が見られた。また、反対にアラスカ、カナダ等につ

いては、病虫害による成長率の減少等が確認されている。 

表 4.1.4 (1) 気候変動の森林分野への影響 将来予測 

国・地域 研究事例 
フィンラン

ド・ドイツ 
・北部ヨーロッパの緯度に沿った森林調査では、地域固有の食葉

性昆虫による樹木へのダメージが北緯 60 度では 5-7%増加した。

夏の気温上昇(7 月)は、北部ヨーロッパの植生に著しい影響を与え

るという予測もある。 
フィンランド ・気候変動が降水量に変化をもたらす場合を想定し、土壌空隙率

変化が針葉樹の生育に及ぼす影響を異なる土性条件で予測した。

細粒質土壌では根の生育に適した空隙が減少し、成長の減退が予

想されている。 
ロシア・シベ

リア 
・ロシア国内の森林について、蓄積、増加量、枯死量などのデー

タに基づく一次生産を解析した。過去 30-40 年の間に、ロシアの

森林は年間 0.2-0.6％で一次生産が増加し、異常気象年の一次生産

への影響は広域に及んでいた。 
・イギリスのハドレーセンターが予測するシナリオの温度上昇幅

で、シベリアの植生変化を 2080 年まで予測したところ、ツンドラ

－森林ツンドラ－タイガの面積が現在の 81.5％から 30％に減少

し、森林ステップとステップ草原、半砂漠の面積が 67％に増加す

ると予想された。シナリオの中庸クラスの温度上昇の場合は、そ

れぞれが半々の面積に変化すると予想された。 
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表 4.1.4(2) 気候変動の森林分野への影響 将来予測 

国・地域 研究事例 
カナダ ・気温の上昇は食葉性昆虫を増加させるため、カンバ類では被食

によって若齢木の成長に深刻な影響が予測されている。 
アメリカ合衆

国（アラスカ） 
・過去半世紀、アラスカ内陸部では年平均気温が 1.9℃上昇した。

この影響で春の融雪が早まり、夏の乾燥が厳しくなったため、永

久凍土の温度が上昇した。夏の乾燥が進むことによりシロトウヒ

の成長減退が予想されている。1960 年代から90 年代にかけて、

アラスカからカナダにかけての北方林地帯の火災焼失面積は 3 倍

に増加した。アラスカ南西部ではトウヒを食害するカミキリが 90
年代に大発生した。アラスカの南側 2/3 では、過去 50 年間で池沼

面の収縮が著しい。 
・アラスカ内陸部に分布する樹種の生育には土壌水分の季節変化

が大きく影響する。長期にわたる夏期の降水遮断実験を行った結

果、低地と台地上では樹木の生育に差は見られなかったが、低地

のシロトウヒでは直径成長の減退が認められた。同様の設定で、

融雪前の積雪除去実験が進められている。 新の結果では、台地

上の森林構成樹種であるポプラ 2 種とカンバ、シロトウヒのいず

れも直径成長の減退が起こっていた。土壌水分が適度に保持され

ることが北方林の樹木の生育に大きく影響しているといえる。 
ナイジェリア ITTO が組織するナイジェリアにおける長期固定試験地測定デー

タに基づき、気候変動に対する樹木の適応と炭素蓄積動態に関す

る研究を行っている。測定データ期間は 1934～2001 であり、樹

種は 24 の科にまたがる 61 種の直径センサスデータである。直径

成長と現存量は著しく増加した。降水のほかは、環境要因の影響

は明瞭ではなかった。 
リトアニア 1930～2010 年までの気象データ、種組成、狩猟動物個体数、病害

虫個体群、樹木の生育と環境、地下水位等に基づき、気候変動影

響予測を行っている。この 20 年間の変化として、ヨーロッパアカ

マツでは、温度上昇、生育期間の延長によって材積収量が 1 割増

加し、トネリコでは広範囲の樹病感染が見られた。また、シカ個

体数の増加とムース個体数の減少、地下水位低下と冬期間の降水

増加が起こっていた。ヨーロッパアカマツの産地移植試験では、

温暖な気候下で直径成長の減退が起こるものの、材質の向上がみ

られた。温度と日長の影響が重要な要因として議論されている。 
※森林分野と気候変動の研究については、ThemeA: Forests and Climate Change, 

International Forestry Review Vol.12(5),2010 より抜粋。 
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(2)気候変動の影響緩和機能における林業の役割 

特に熱帯林、亜熱帯林が分布する発展途上国において、多くの研究が行われてい

る。近年では、持続可能な林業生産や森林管理を可能にするための新たな価値創出、

二酸化炭素取引を可能とする「REDD（途上国における森林減少と森林劣化からの排

出削減並びに森林保全、持続可能な森林管理、森林炭素蓄積の増強）」を根拠づけ

るような研究が多くみられる。 

 
表 4.1.5(1) 気候変動の影響緩和機能における森林の役割 

国・地域 研究事例 
スウェーデン ・スウェーデン中北部気候変動の影響として、森林生産力への影

響（現存量、土壌炭素蓄積、材積生産など）を推定した。その結

果、年平均気温が 4℃上昇すると今後 100 年間の収穫材積は 46％
増加と推定された。バイオマス増加、構造物や化石燃料を木材資

源に代替することにより、二酸化炭素放出を減少させることがで

きるだろう。森林の現存量、土壌、木材への炭素蓄積は増加する

が、代替効果がもっとも重要である。総計 1 億 2500 万トン炭素の

放出が純減すると思われるが、森林の収穫程度と化石燃料消費に

大きく依存するだろう。 
フィンランド ・森林と森林資源利用は大気の二酸化炭素濃度に大きく影響する

が、これらの機能が 大限発揮されるかどうかについてはなお不

明な点が多い。経済的な重要度はその社会の希求する方向にも依

る。フィンランドのバイオ燃料生産に関する研究の結果、ノルウ

ェーの森林管理の地域ごとの方策、も含まれている。気候緩和に

森林や林産資源の利用がどのように影響するかを判断する際に、

部分的な分析に基づく全体評価はしばしば妥当な結論とはならな

いことに留意すべきである。 
ＩＩＡＳＡ

（Internatio
nal Institute 
for Applied 
Systems 
Analysis） 

・森林の管理は地球規模の問題としてとらえる必要があり、炭素

と窒素の蓄積量、熱帯の森林減少、バイオ燃料、土地利用変化な

どと関連している。将来的に炭素放出を減らすために多岐にわた

る政策実施、国際的な材輸出入の制限、REDD などの管理方策の

改善が求められている。森林認証制度などの社会経済の視点は、

温暖化緩和のために将来の炭素・窒素管理をどのように効果的に

するかという管理指標構想に位置づけられるのが望ましい。 
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表 4.1.5(2) 気候変動の影響緩和機能における森林の役割 

国・地域 研究事例 
アメリカ合衆

国 
・USDA(アメリカ合衆国農務省)が管轄する農地と林地における温

室効果気体の放出緩和策が、地球規模の気候変動政策の様々な手

段として提示されている。植林活動、森林管理、土壌炭素取り込

みのための手法、伐採回避、REDD などがあがっている。土地利

用変化と経済状況に由来する国内で起きることは、温室効果ガス

(GHG)の正味の増加につながる。地球規模の経済影響や林業活動

の影響を組み込むと、ある程度の炭素政策が実現すれば温室効果

ガス放出の緩和になると見積もられた。国内植林活動、国際的な

森林伐採の減少がアメリカ合衆国の温室効果ガス緩和策の中核で

ある。 
ミャンマー、

ブラジル、コ

ンゴ、ネパー

ル、インド、

マレーシア、

ベネズエラな

ど 

・森林減少・劣化に伴う二酸化炭素の排出量増加を抑制するため、

途上国では持続可能な森林管理が推進されている。こういった取

り組みを、排出権取引の対象とする検討が各国で行われている。

しかし多くの途上国においては、森林資源を生活の糧として使用

している場所が多く、森林保全と利用との間での矛盾が生じてい

る場合が少なくない。 
・排出権取引により地域住民に必要な資金調達が行われ、気候変

動への影響を減らすための森林保全を行うシステムをいかに構築

するかが、各国の課題であり、様々な事例研究が行われている。 
バングラデシ

ュ、中国、ガ

ーナなど 

・バングラデシュの CDM 植林が気候変動緩和に果たす役割と生

物多様性の保全に関する研究が行われた。新植造林と再造林によ

って、バングラデシュの 6 年生から 23 年生の植林地ではヘクター

ル当たり 190 トン C が蓄積していた。天然林では92 トン C にと

どまっていた。 
※森林分野と気候変動の研究については、ThemeA: Forests and Climate Change, 

International Forestry Review Vol.12(5),2010 より抜粋。 
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(3)森林管理に関する適応策の検討 

気候変動に伴う温暖化や病虫害の発生に対する抵抗力・回復力の強い森林づくり

として、在来種の混交林へのシフトや、在来種・外来種を交えた混交林へのシフト

等が検討されている。 

表 4.1.6(1) 森林分野における気候変動への適応策の検討 

国・地域 研究事例 
インド ・インドでは、森林の遺伝資源保全が重要とされている。主

要樹種は気候変動に対しては種の絶滅はしないまでも、現存

量や生産力という点ではかなり衰微すると考えられている。

地域に特異な樹種はより脆弱で、減少が見込まれている。気

候変動は種組成に変化をもたらし、国内の種内変異多様性の

維持が急務である。気候変動によるリスク回避のために、遺

伝的多様を保持することが役立つだろう。気候変動への適応

策としては、天然更新の促進、林業的な管理を通じた遺伝的

多様性の維持、混交林の造成や天然林施業による蓄積量増加

などが挙げられる。 
ニュージーラン

ド 
林業がニュージーランドでは 3 番目の輸出産業でありなが

ら、気候変動の脅威にも曝されている。長期にわたる自生種

の土壌条件や気候条件など環境傾度への比較試験を行ってい

る。これらの研究は単に材の生産だけではなく、多面的機能

を発揮できる森林の育成、土砂浸食防止、洪水調節機能、水

質改善、生物多様性の維持、炭素蓄積、などの側面も考慮さ

れている。 
西オーストラリ

ア 
オーストラリア東部では、気候変動影響が降雨パターンの変

化に現れるため、その影響は森林管理・保護の面で重要であ

る。半乾燥地～亜熱帯気候に及ぶ環境条件の異なる３カ所の

森林で、水ストレスに対する反応を比較した。林業的な現場

作業が森林維持のために森林の復元力を促進するかどうか、

森林生産力の減少を 小にできるような方法はどのようなも

のかを議論してきた。 
ＥＵ ヨーロッパの森林は気候変動に大きく影響を受けると予測さ

れている。寿命の長い樹木の気候変動への適応は急務の研究

課題である。COST プロジェクトで得られた成果に基づき、

EU 諸国では気候変動適応の観測がされている。異なる空間

スケールで生物多様性を増大させることは、森林生態系の気

候変動への適応が可能かどうかを決める重要な要因になる。 
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表 4.1.6(2) 森林分野における気候変動への適応策の検討 

※森林分野と気候変動の研究については、ThemeA: Forests and Climate Change, 
International Forestry Review Vol.12(5),2010 より抜粋。 

 
 

国・地域 研究事例 
ドイツ（中央ヨ

ーロッパ） 
中央ヨーロッパの森林では気候変動によって森林の脆弱度が

増しているようだ。森林劣化の危険を減じ、生態系を維持す

るために、森林管理方策が役に立つ。森林を適応させるため

に「新たな郷土樹種の林」を造成し、そこには自生種と非自

生種の混交が考えられている。ヨーロッパ全土に及ぶ植栽実

験の体系作りが推奨されている。 
デンマーク（一

般論） 
生態系の回復については、将来の温度上昇や降水減少などの

モデル予測よりはるかに複雑な条件が予測されている。重大

な変化は森林の更新や樹病の発生、攪乱の起こり方などに影

響する。森林管理には変化への抵抗性と復元力に焦点を当て

た適応方策が必要である。 
ドイツ（中央ヨ

ーロッパ） 
ヨーロッパ中部の乾燥害による樹木健全度の著しい低下が、

気候変動シナリオでは指摘されている。長期の森林モニタリ

ングデータから生態学的な影響を評価した。水のマトリック

スポテンシャルを使った解析が乾燥の影響評価には適してい

る。土地景観レベルの評価には、土壌の水分特性（保持特性、

透水性、土壌中移動特性など）を用いた。 
CEMAGREF(土
地管理を扱うフ

ランスの公的研

究所） 

森林の構造は多層でありながら、これまでは上層木または伐

採対象の高木のみが注目されてきた。下層植生は生態系の重

要な構成要素である。下層植生の取り扱いについての実験的

な施業では、気候変動、土壌の水分減少等との関連で行われ

ている。下層植生の変化は上層木にも影響し、樹木の更新、

動物相、病虫害など、生物多様性にも影響する。これらを考

慮した新たな林業的な施業体系が議論されている。 

CEMAGREF(土
地管理を扱うフ

ランスの公的研

究所） 

森林は多層構造を持っているにもかかわらず、多くの場合、

林冠木もしくは伐採対象木のみに焦点が当てられてきた。下

層植生は森林の健全度を決める重要な役割を持ち、近年は土

壌水分、林床の高温、等との関連で様々な施業が実験的にさ

れている。上層木の樹種転換や立木密度の変更は、下層植生

の種組成にも影響を及ぼし、上層と下層は相互に影響しなが

ら生物多様性の機能に変化をもたらす。階層構造を持つ森林

生態系における施業の実験的な試みが議論されている。 
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