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4.4 世界水フォーラムへの参加による発信 
2012 年 3 月 12 日～3月 17 日までフランス・マルセイユにて行われた第 6回世界

水フォーラムは、150 カ国以上から約 3万 5千人の参加者（主催者発表）が集った。

また、120 カ国の政府機関の代表者が参加した。 

海外の気候変動への適応策情報収集と並行して、この第 6回世界水フォーラムに

参加し、日本の水源かん養機能保全のための森林管理等に関する情報発信を行った。

具体的には、発表枠確保のためのセッションリーダーとの調整、発表内容の検討、

発表資料の作成、発表原稿の作成等を行った。 

 
4.4.1 世界水フォーラムの枠組み 

世界水フォーラムは、世界の水問題を扱う国際会議であり、民間のシンクタンクである

世界水会議（World Water Council、略称：WWC）によって運営されている。目的は、国際

的に深刻化する水に関する問題・課題、特に飲料水や衛生問題に関しての最新の研究

や取り組み事例を集め、水に関連する企業、水関連事業に従事する技術者、学者、

NGO、国連機関等からの参加により国際的な水分野における政策について議論すること

である。各国の政府関係者や政府代表も多数参加し、閣僚宣言も出されることから、世界

の水問題とその政策に関する議論に大きく影響を与えている。 

1997 年 3 月に第 1 回世界水フォーラムがモロッコのマラケシュにて開催されて以来、3

年に一度「国連水の日（World Day for Water）」である 3 月 22 日を含む期間に開催され

ている。 

第 3 回世界水フォーラムは、2003 年 3 月にアジアで初めて京都で開催され、182 の国・

地域、43 の国際機関から約 24000 人（海外からは 6000 人）が参加した。水と貧困、水と

食料など 38 の主要課題について討議が行われ、それらを総括した閣僚宣言「琵琶湖・淀

川流域からのメッセージ」が発表された。 

 
今回は第 6 回目の会議であり、現在世界が直面している水問題に関する課題に取り組

み、政治的に取り組むべき重要項目として取りあげられること、全ての人の水へのアクセ

ス権を確保することが大きな目標として掲げられた。 

これらの目標を達成するため、様々なステークホルダーの総括的な参加が不可欠であ

ることから、政治的プロセス（閣僚宣言等含む）、テーマ別プロセス、地域別プロセス、草

の根・市民参加のプロセスの 4 つのプロセスに分け、それぞれがセッションを設けて話し

合われた。 

テーマ別プロセスでは、3 つの戦略方針(Strategic Directions)のもとで特に取り組むべ

き１２の優先事項（12 Priorities for Action）と、分野横断的な視点から成功のための３つ

の条件(3 crosscutting Conditions for Success)が設定され、さらにその下に幾つかのター

ゲット（目標）とそれを達成するためのソルーション（解決策）が設定され、それぞれのター

ゲットごとにセッションが開かれた。（表 4.4.1）。 
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表 4.4.1 第 6 回世界水フォーラムの枠組み 

戦略方針 
(Strategic 
Directions) 

１２の優先すべき行動 
(12 Priorities for Actions) 

全ての人の福利

の保障 

1.1 すべての人の水へのアクセスと権利の保障 
1.2 すべての人の統合された衛生サービスへのアクセス

の改善 
1.3 水と公衆衛生を通じた衛生と健康への貢献 
1.4 水関連のリスクから人口や経済の保護 
1.5 水を通じた協力と平和への貢献 

経済発展への貢

献 

2.1 統合水資源管理を通じた様々な用途のバランス化 
2.2 水の 適利用による食料安全保障への貢献 
2.3 エネルギーと水の調和 
2.4 グリーン成長の推進と生態系サービス評価 

青い地球を守る 

3.1 水資源と生態系の質の向上 
3.2 人間活動による水への圧力とフットプリントの調整 
3.3 都市化された世界における気候変動やグローバルな

変化への対応 

成功のための３
つの条件

(Conditions for 
Success) 

CS1 グッド・ガバナンス 
CS2 すべての人のための水への資金調達 
CS3 活動等を可能にする環境の整備（教育等） 

黄色ハイライト；今回林野庁が発表に関わった項目 
 

 
今回林野庁が参加したセッションは、平成 22 年度に実施した「森林と水に関す

る情報発信事業」でヒアリングを行ったスイス環境局の Sibylle Vermont 女史

（Senior Scientific Officer）の推薦も得て、2.4 に決定した。 

Sibylle Vermont 女史は、欧州のみならず国際的に森林と水に関して様々な会合

を主催する水分野では中心的な存在であり、「2.4 グリーン成長の推進と生態系

サービス評価」のセッションリーダーの IUCN の Mark Smith 氏の知己であった。 

同セッションにおいて、水分野における森林生態系評価を題材に発表枠取得を試

みた。
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4.4.2 閣僚宣言のとりまとめ 

世界水フォーラムの閣僚宣言は、閣僚プロセス準備会合と水フォーラム中に開催

される閣僚会議にて、閣僚級参加者による議論の結果発表されるものである。 

閣僚プロセス準備会合には、日本から国交省、環境省および日本水フォーラムの

代表者が参加し、その内容は国内の各省庁で内覧され、各省庁は意見を述べる機会

が与えられた。 

林野庁は、宣言の内容のうちパラグラフ 17 について、水への森林の役割に関す

る語句の追加を提案した。詳細を以下に示す。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜意見案＞ 
  wetland conservation   →wetland and forest conservation 
湿地の保全     →湿地や森林の保全 

 
＜理由＞ 
  森林は水源かん養機能を有するとともに温室効果ガスの吸収源であることから、気候変

動への対応に大きく寄与し、解決策の提示に当たって不可欠である（国連気候変動枠組条

約、国連砂漠化対処条約、第５回世界水フォーラム閣僚宣言等  においても、同様の観点

からの森林の保全に関する記述がなされている）。 
 

この林野庁の提案は、パラグラフ 17 に反映された。採択された閣僚宣言の内容

を【資料編】資料 4-1 に示す。 

 

《パラグラフ 17》 

We need to build resilience to climate change and variability through a more flexib
le and integrated land and water resources management.  
Improved water use efficiency, water storage capacity, inland navigation, ecosystem 
services, wetland conservation as well as intensification and diversification in agricu
lture, will contribute to adaptation and mitigation.  
Solutions to adapt to climate change also include better water demand managemen
t, preventive measures and insurance schemes. 
（和訳） 

我々は、より柔軟で統合された土地・水資源管理を通じて、気候変化と変動に対する回

復力を構築する必要があります。 
改良された水利用効率、貯水能力、内陸航行、生態系サービス、湿地の保全並びに農業

の強化や多様化は、気候変動による影響対する適応と緩和に寄与するでしょう。 
気候変動に適応するためのソリューションにはまた、より良い水需要管理、予防措置お

よび保険制度などがあります。 
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4.4.3 世界水フォーラムでの林野庁からの情報発信内容の検討 

「2.4 グリーン成長の推進と生態系サービス評価」2.4 には、表 4.4.2 に示す 5

つのターゲット（目標）が設けられた。ターゲットごとには、ターゲット&ソルー

ショングループ(以下 TSG と記す)のセッションが設けられ、ターゲット（目標）を

達成するためのソルーション（解決策）が話し合われた。 

林野庁は、以下のターゲットから、水源林を保全するための税制についての紹介

をターゲット 3で、また、それを可能にする貨幣換算、裏付けとなる科学的知見に

焦点をあてた発表をターゲット 4で行った。発表内容及びセッションの内容につい

ては、次項で説明する。 

表 4.4.2 林野庁の発表する 2.4 の構成 

発表枠名称 2.4 Promote green growth and value ecosystem services 
（グリーン成長の促進と生態系サービスの評価） 

主催 International Union for the Conservation of Nature(IUCN) 
セッションの内

容 
TSG2.4.1: 「政策とそれを可能にする条件」 
2012 年までにグリーン成長の水に関する行動枠組みを提案す

る。これはミレニアム開発計画やリオ+20 を支持し、また地方、

国、地域の取り組みを推進するものとする。またこの提案は水フ

ォーラムにおける政策宣言に組み入れられる可能性がある。 
TSG2.4.2: 公的や民間による革新的で環境に配慮した技術への

投資に対する利子や、生態系サービスを供給する自然資本の（再）

構築を定量化する。これにより、「貧困を低減させ、雇用を成長

させるため、20 xx 年までに xx%投資を増加させる」というた

めの根拠を作る。 
TSG2.4.3: 「持続可能な資金調達」 
20xx 年までに、水利用に関する全ての支払いの仕組みや、金融

計画、関税、税金、振替等を見直す。これにより、xx ヶ国の地

域又は/及び国家政府による、公平な水資源サービスや流域保全

への持続的な資金調達に関する行動計画の採択につなげる。（生

態系サービスへの支払いも含む。） 
TSG2.4.4: 「生態系サービスの評価」 
2015 までにビジネス、政府、金融機関が水に関連する生態系サ

ービス評価のために活用できる基準が承認される。本評価は、水

管理設備、食糧保障とエネルギー発展のための技術や計画の経済

評価に適応されるものとする。 
TSG2.4.5: 「環境会計とデータの向上」 
20 xx 年までに xx カ国において、水の持つ環境、社会、経済面

を総合的に組み入れたグリーン会計手法の実施が試みられる。 
黄色ハイライト；今回林野庁が発表に関わった TSG 
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4.4.4 世界水フォーラム参加報告 

(1)期間中のスケジュール 

世界水フォーラム期間中のスケジュールは表 4.4.3 に示すとおりである。期間中

は、発表枠に関連するセッションのオープニングセッション、ディスカッション、

まとめのセッションに参加すると共に、ターゲット&ソルーショングループ 2.4.4

（以下 TSG2.4.4 と記す）の事前打ち合わせ、TSG2.4.4 の主催者であるフランス政

府生態系局に招待された食事会に参加するなど、セッション主催関係者と積極的に

交流を図った。 

 
表 4.4.3 世界水フォーラム期間中の予定 

日付 時間 内容 詳細 
3/11(日)  移動   

3/12(月） 

9:00 前 会場（Parc Chanot）へ入場  
10:30-13:00 第６回世界水フォーラム開会式 参加 
17:00-19:00 2.4 INTRO-The Green Growth 

Challenge: No Nature, No Water, No 
Growth 
「2.4 イントロダクション」 

関係者顔合わせ

等 
参加 

3/13(火) 

8:30-10:30 CS2.6.6 セッション 
「総合的アプローチの中の水への融

資」 

参加 

11:00-13:00 TSG2.4.3 セッション 
「持続可能な資金調達」 

林野庁発表 

1500-17:00 TSG2.4.4 事前打ち合わせ 参加 
20:00-22:00 フランス生態系局主催の食事会

(TSG2.4.4 関係者) 
参加 

3/14(水) 

11:00-16:00 TSG2.4.4 セッション 
「生態系の評価」 

谷教授発表 

17:00-19:00 Multi-Stakeholder Session(MSF) 
多様な主体のためのセッション 

参加・テーブル

議論 

3/15(木) 14:30-16;30 Session 2.4 Promoting Green 
Growth for Rio+20 

参加・テーブル

議論 
3/16(金)  情報収集  
3/17(土)  移動  
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(2)開会式 

開会式では、フランスの子供たちによる世界水フォーラムテーマソングのコーラ

スがあった後、以下の主要人物からの挨拶があった。（一部、世界水フォーラム

News Letter より抜粋） 

①歓迎挨拶（Jean-Claude Gaudin 氏, マルセイユの上院議員市長） 

マルセイユでは昔から水不足に悩まされており、水問題は都市計画にとって

第一に考慮される項目であった。今では様々な取り組みのため、持続可能な水

供給が可能となっている。水資源管理や配分のため地方自治体の役割は重要で

ある。今回の世界水フォーラムのテーマは「Time for Solution（解決のとき）」

である。次の３つの項目に特に注目する。①水の分配 ②汚染水 ③コミュニ

ティの水資源を守る 

 
②会長のメッセージ（Benedito Braga 氏, 国際フォーラム委員会会長） 

水（問題）は、このような集いに値する。水は更に、新しいアイディアおよ

び行動を必要としている（“Water deserves this gathering. Water also 

deserves new thinking and concrete actions”） 。 

今回の水フォーラムの新たなテーマは、参加(Participation)、相互作用

(Interaction)、解決(Solution)、そして行動(Action)である。また、多様な

主体が関われるような構造になっている。本フォーラムは、本年６月にブラジ

ル ・ リオデジャネイロで開催される国連持続可能な開発会議（通称：リオ＋

20）に向けた重要なステップとなるだろう。水は命である。命は水である。今

回のフォーラムに向けて 2年間かけて準備を行ってきた。その間、穏やかな流

れもあれば、速い流れもあり、洪水もあった。しかし水はいつでも一つの場所、

海に向かって流れていく。本フォーラムの成功を期待している。 

 
③世界水会議議長のメッセージ（Loïc Fauchon 氏, 世界水会議議長） 

水の持続可能な供給を確保することは、平均的な生活を保証するのに一番重

要である。経済的、社会的、環境における安全保障の問題を含めるべきである。

水問題はエネルギー問題と同じで、より少なく使い、より合理的に管理するべ

きである。また、安全な水へのアクセスは排他的であってはいけない。 

また、深刻な水問題を抱えているのは貧困層の人々であることが多い。今回

はマリ共和国の兄弟を招待した。 

 （マリ共和国の兄弟からの主なメッセージ） 

私たちは、何十日、何カ月と続く渇きを知っている。水不足、水に関わる病

気は私たちの日常である。是非このフォーラムで、本物の行動につながる解決

を見つけてほしい。私たちの国で、将来飲み水のない学校、水のないトイレが

なくなることを約束してほしい。 
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④フランス首相のメッセージ（Francois Fillon 氏, フランス首相）（図 4.4.1） 

水は人類の発展の問題でもあるが、同時に自然環境の問題でもある。この 2

つを切り離して考えてはいけない。今後は、GDP のみを指標とする発展のモデ

ルではなく、自然も考慮する必要がある。また、経済界には WTO（国際貿易機

構）があるにもかかわらず、環境分野にはない。水問題も総括して管理する国

際的環境機関が必要である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.1 世界水フォーラム開会式の様子 
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(3)セッション 2.4 INTRO（イントロダクション） 

・テーマ；「グリーン成長に関する課題；自然なくして水なし、水なくして成長なし」 

“The Green Growth Challenge: No Nature, No Water, No Growth” 

・主 催； International Union for Conservation of Nature (IUCN), The Nature 

Conservancy (TNC), Korea Water Forum 

・概 要；  

イントロダクションのセッションでは、セッションの方向性と、セッションが

「グリーン成長・グリーン経済」に関する国際的な政策の中にどう位置付けられ

るかが示された。本世界水フォーラムに掲げている 5つのターゲットやソルーシ

ョンが、どう「グリーン成長」の中の水分野に関連するか、例えば、解決策の一

つである水－食料－エネルギーの一連のつながりを管理するか、どう自然インフ

ラを含めるか、そしてこれらの解決策を行動に移すための政策枠組みについて、

議論された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.2 セッション 2.4 イントロダクションセッションの様子 

 
  本セッションの主な論点の抜粋を以下に紹介する。 

・健全な生態系が良質の水を育み、水問題は地域だけの問題ではなく、国境を越

えた合意が必要である。また、生態系を管理するインフラ整備が必要である

（Lalonde 氏,国連 Rio+20 コーディネーター）。 

・20 世紀に入り人口が 4倍、経済が 14 倍に増えるのと同時に水消費が 2倍にな

っており、今後水消費がますます増えると予測されている。また、食料、エネ

ルギーの確保からも水が今後のグリーン成長のカギとなることは明らかであ

り、水資源の不足・枯渇に対応するための水の再利用、水資源への投資、社会

的平等性を検討していくことが急務である。特に社会的平等性の視点からは、

貧困層の良質の水へのアクセスが一番難しい状況であり、一番の課題である

（Gurria 氏, OECD）。 
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・韓国の成長戦略（Korean Growth Policy）には、グリーン成長の概念が取り入

れられている。今後、気候変動を考慮した水管理政策を立てる予定である（Han

氏, 韓国国土海洋部）。 

・水に関する生態系の仕組みを把握すること、科学的な知見を政策立案者に示し、

これらを経済的な決定に含め、政策に取り入れていくことが重要である。水資

源を重要な自然資源として、水の持つ生態系サービスの評価を適切に行い、エ

ネルギー資源と同じように価値をつける必要がある（Dron 氏,High Commission 

for Sustainable Development）。 

・持続可能な水管理のためには、かなり多くの投資と、政策の転換が必要である。

地域ごとに生態系や社会的ニーズが異なることから、流域単位の水管理政策、

また、統括的な政策が必要である。また、自然環境を成長の中心(Heart)に置

くべきである（Lemmet 女史, UNEP）。 

 

このほか、民間企業の参画の必要性（Yunis 氏, The Nature Conservancy）

や、空間的都市計画の重要性（Heijden 女史, オランダ気候・環境・エネルギ

ー・水局）、新たな改革の必要性（Narayanan 氏,Water Integrity Network）

等の発表と議論がおこなわれた。 
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(4)TSG2.4.3 セッション  

・テーマ；（グリーン）成長のための水管理：経済的インセンティブと資金調達 

Managing Water for (Green) Growth: Economic Incentives and 

Financing 

・主 催；OECD「Organisation for Economic Co-operation and Development：経

済協力開発機構」 

・主催者；Xavier Leflaive 氏（OECD、環境総局、主任：Principal administrator） 

・ファシリテーター；Sarah Hernandez 女史 （ONEMA; French National Agency for Water 

and Aquatic Ecosystems 、経済環境評価プログラム代表) 

・概 要； 
TSG2.4.3 は、水管理ための経済手法を用いた取り組みの事例紹介や、グリーン

成長の視点による流域生態系サービスに焦点を当てて議論が進められた。

TSG2.4.3 のセッションの企画書を【資料編】資料 4-2 に示す。 

本セッションでは、森林の多目的機能に対する税制を導入している都道府県の

取り組み、特に「水源環境税」を取り入れている神奈川県の事例を紹介した。ま

た、税制の導入が可能となった背景として、我が国では長年にわたる森林と人間

との係わりの中で、森林が持つ機能と、健全な森林の果たす役割が認識されてい

たことや、森林水文に関する研究の進展と、その成果の市民への説明を通じた理

解の醸成といった努力を続けていることを説明した。さらに、今後持続的な管理

を推進するため、グリーンツーリズムや林業の再生などの新たな付加価値を抽出

していくことの必要性も合わせて発表した。 

発表の内容を【資料編】資料 4-3 に示す。また、セッションの様子を図 4.4.3

示す。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

図 4.4.3  TSG2.4.3 セッションの様子 

（右から 5 番目；Hernandez 女史、同 4 番目；Leflaive 氏、同 2 番目；林野庁益田補佐、右端；アジア航測岩田技師） 
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本セッションの概要は以下のとおりである。 

・グリーン成長・グリーン経済のための経済的手法(Economic Instruments)、投

資機関、もしくは管理機関が必要である。また、持続可能な水管理は人間の安

全保障の問題でもある。そのためには、付加価値の創出、水資源保全が重要で

あると考える。（ファシリテーター；Hernandez 女史, Office National de I’Eau 

et des Milieux Aquatiques (ONEMA)） 

・なぜ水がグリーン成長に重要か。今後の将来の持続可能な経済成長、人口増加

に伴い、グリーン（自然環境との共存）の視点が重要であり、その際、自然資

源資本の保全・適切な管理が重要な基盤となると考える。 

グリーン成長のために我々は投資、競争、改革を行う必要があるが、具体的

な取り組みとしては、水資源の効率的な配分、新なビジネスの介入、生態系管

理のための新な機関の設立、事前の投資に関する政策立案が考えられる。 

地方自治体の役割は重要であり、エネルギー政策、都市計画、食料確保など

の統括的なガバナンスにより水管理を考える必要がある（Leflaive氏, OECD）。 

・コロンビアにおける生態系管理のための資金調達手法として、水使用者側であ

る外資系企業が、上流の供給者へ水質浄化のための資金を支払っている事例を

紹介（Yunis 氏, The Nature Conservancy）。 

・カザフスタンにおける PES(Payment for Ecosystem Service)のスキームを紹介。

本事例はスイス政府からの投資により、地域住民の自主的な生態系管理を推進

する仕組みを構築している（Genina 女史, Central Asia Regional Economic 

Cooperation）。 

  

その他、Gomez 氏（IMDEA-Water）が EU の研究プロジェクトの紹介として、水

に関する様々な EPI(Economic Policy Instruments)の評価を紹介した。 

質疑応答では、スイス環境局の Sibylle Vermont 女史より、水資源管理のた

めの生態系管理を進めるにあたっては、水と森林についての日本の取り組みが

参考になること、日本では、漁民が生産高を上げるために上流の森林管理を行

っている事例があること等が言及された。 

また、日本の事例を他の地域に適応する際の課題についてのコメントを求め

られ、「日本では、森が水を育むという概念が国民の間に根付いているため、

税制を取り入れ住民から資金調達をすることが可能だが、他の地域に適応する

場合には、まず科学的な知見を収集し深めることが重要であろう。」と回答し

た。 
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(5)TSG2.4.4 セッション 

・テーマ；水と生態系の持続性を保証するための価値づけ 

     Giving their values to water & ecosystems to ensure their 

sustainability 

・主 催；French Ministry of Ecology ：フランス政府生態系局 

・主催者；Olivier Bommelaer 氏(フランス政府生態系局） 

・ファシリテーター；Josefina Maestu 女史 （UN-Water)及び Ania Grobicki (Global 

Water Partnership(GWP)) 

・概 要； 

TSG2.4.4 の目的は、以下にあげる項目について、実際に試行された適切で参考

となる方法を提供することである。 

・水文生態系サービスとそれらのもたらす経済的利益を評価すること 

・以下を目的とした良質な管理の恩恵を定量的に評価すること 

 需要が即した水分配、水使用効率を 大にすること 

 ①水消費からの水生産性の分断 

  ②水資源使用の効率を増加させること 

  ③洪水と干害の被害を防ぐこと 

このセッションは、世界中で確立された様々な経済評価ツールの事例によりも

たらされた経験の成果（報酬）を提供する。ここで提供される事例の全ては、社

会により認識された経済利益の貨幣換算評価による、水生態系もしくは水資源の

評価に関連している。「生態系サービス評価」については、我が国で試みられて

いる森林の貨幣換算についての事例を発表すると同時に、この概念が理解される

ために前提となる水文学の知見について紹介した。ここでは、森林水文学につい

ての長年の研究経験を持つ京都大学の谷誠教授に発表を依頼した。TSG2.4.4 の企

画書を【資料編】資料 4-4 に、発表内容を資料 4-5 に、セッションの様子を図 4.4.3

に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.4  TSG2.4.4 の様子（右から 2 番目；谷誠教授） 
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(6)セッション 2.4 に関するディスカッション 

・テーマ；水がグリーン成長に貢献できるビジネスの事例とは何か 

     2.4 MSP-What is the Buisness Case that Water Can Help to Make Growth 

Green?  

・主 催；International Union for Conservation of Nature (IUCN), The Nature 

Conservancy (TNC), Korea Water Forum 

・概 要； 

このセッションでは、ビジネス、NGO、地方自治体など様々な主体を発表者と

して招き、多様なステークホルダーにおけるグリーン成長への考え方を話し合っ

た。また、テーブルごとの議論の時間が設けられ、「グリーン成長の成功のため

に一番役立つと考えられる改革（Innovation）は何か。また、何に優先順位を置

けばよいか」等について話し合い、各テーブルで整理した議論を発表し合った。

本セッションの様子を図 4.4.5 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.5  テーブル議論の様子 

  
・テーマ；2.4 まとめ グリーン成長の促進と生態系サービスの評価；Rio+20 に向

けた提言とメッセージ 

     2.4 Synthesis-Promoting Green Growth and Valuing Ecosystem 

Services: Recommendations and Messages for Rio+20  

・主 催；International Union for Conservation of Nature (IUCN), The Nature 

Conservancy (TNC), Korea Water Forum 

・概 要； 

本セッションは、「Rio+20 に向けたグリーン成長」と題し、2.4 の各ターゲッ

トリーダーをはじめ、セッションに携わったメンバーが参加しまとめを行った。

まずは 2.4 セッションリーダーの Smith 氏が、今回の水フォーラムの議論をリオ

＋20 へ発信するためには、以下のような課題があることを改めて述べた。 



187 
 

 
《セッションリーダー Smith 氏 IUCN》 

・課題は大きく３つあり、一つ目は、今回の 2.4 セッションの各ターゲットで話

し合われた経済手法等がいかにして水資源の無駄を防ぐことにつながるか。生

態系と経済の両立に加え、社会的平等性（貧困、ジェンダー等）も考慮する必

要がある。二つ目は、生態系の持続可能な管理のためにいかにして民間企業の

参入を推進するか、また三つ目としてどう自然を経済換算に含め、政策決定に

含めるか、である（Smith, IUCN）。 

 

TSG2.4.1～TSG2.4.5 における議論の総括をそれぞれのセッションリーダーが

行った。今回谷教授および林野庁益田補佐が発表した TSG2.4.4、2.4.3 について

は以下のようにまとめられた。 

 

《TSG 2.4.4》 

・TSG2.4.4 では、生態系サービスと水資源の評価手法について話し合われた。ま

ずは、様々な主体が異なる手法を用いた多くの事例が紹介され、共有されたと

いうことが一つの大きなステップといえる。また、その結果抽出された課題は

以下のとおりである。 

・異なる生態系タイプによりソルーションも異なっている。ある場所の事例をい

かにして共有するか（Scaling up）である。いかに公正で精度の高い評価がで

きるか。 

・水資源の評価には必ずしも生態系評価が含まれていないことが多い。 

・今回発表された先進事例は、ほとんどが先進国からであり、データの不足が考

えられる途上国ではどのように生態系評価ができるのかが課題である。 

・様々な主体が関わる中でのコミュニケーションの問題が生じる可能性がある。 

・今後の Rio+20 へ向け、我々は標準化された生態系サービスの評価手法を確立す

る必要がある。来年にもこの項目での国際会議が開催されるなど、今回の水フ

ォーラムをきっかけとして発展していくことを期待している。 

   

《TSG 2.4.3》 

・本セッションではまず、150 名以上の聴衆が集まったこと自体が一つの成果と

して述べられた。いくつかの事例が発表されたが、予期しない結論が導き出さ

れたといえる。 

・一つめの結論としては、水資源の恩恵を受けている利用者と供給者のコミュニ

ケーションが要となるということである。これらの主体をいかにして見つけ出

し、結び付けるかが課題である。 

・二つ目の結論としては、水および投資金の分配の方法である。 
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・三つ目の結論としては、生態系サービスの評価や合意形成のためには水循環や水

に関連する生態系のプロセスの科学的知見の蓄積の重要性である。 

  

この三つ目の結論としてあげられた生態系の科学的知見の重要性については、議

長を務めた Bommelaer 氏も強調していた。これは、まさに日本の事例で紹介したト

ピックであり、本セッションの一つの重要な結論としてとりあげられたことは本業

務の一つの成果であるといえる。 

このほか、TSG 2.4.1 のまとめでは、環境会計とデータ指標について、中国、オ

ランダ、メキシコからの先進事例が紹介され、信憑性のあるデータの取得、水会計

の国際的な標準化、成長を評価する際の「GDP+」（GDP にその他の価値を付加した

指標）を確立することが Rio+20 に向けた課題であると発表された。 

これに続きテーブル議論がなされ、 終的な提言としては、グリーン成長の定義、

すなわち我々の目指すゴールを共有すること、我々がすでに持って使用している生

態系評価のためのツールを共有すること、環境に配慮したインフラ（Green 

Infrastructure）整備の促進、流域単位のパートナーシップの形成、水関係の生態

系の計測・モニタリングの継続・発展、複雑な要因を単純化することに取り組む必

要があるとしてセッションが締めくくられた。 
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(7)フランスにおける飲料水保全のための森林管理 

・参加者； 

Julien Fiquepron 氏（INRA フランス国立農業研究所）、京都大学谷教授、 

林野庁益田補佐、アジア航測富村顧問、岩田技師 

・場所；マルセイユ、世界水フォーラム会場 

・日時；2012 年 3 月 15 日 12:00～ 

・テーマ；飲料水保全のための森林管理について 

・概要 

今回の世界水フォーラムの日本からの発信に興味を持ったフランスの研究者

の問い合わせを受け、情報交換を行った。同氏の研究成果により、フランスで

は、森林率と水質および水道水料金に相関関係が確認されており、これにより

森林の生態系サービス（植被の維持、土壌保全、硝酸塩の低下、浄水作用、景

観改善等）が評価できるということである。 

また、フランスでは、飲料水の保全のための森林管理も行われており、地方自

治体が林業者に対し費用を一部負担している。また、林業者に対し、水質を保

全するための林業方法等についても、提案している。 

Fiquepron 氏は、日本が今回発表した貨幣価値換算の方法や、科学的証明につ

いて興味があり、京都大学谷教授らとの知見の交換が行われた。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.4.6 フランスで森林と水に関する研究を行っている Fiquepron 氏（中央） 
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(8)世界水フォーラム参加の成果 

今回の参加にあたって、生態系の科学的知見の重要性について日本からの知見が

セッション全体の総括として反映されたことが、一つの大きな成果といえる。今後

は、このネットワークを活かし、海外に対して森林の機能の維持向上のための我が

国の研究や政策について継続的に発信すると共に、将来の気候変動など全地球的な

課題に関する取り組み等についても情報交換を行っていくことが重要と考えられ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4.4.7  TSG2.4.3 主催者の Leflaive 氏(OECD)と 

（左から；京都大学谷教授、林野庁益田補佐、Leflaive 氏、アジア航測岩田技師、富村顧問） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 4.4.8  TSG2.4.4 主催者の Bommelaer 氏、2.4 議長 Smith 氏と 

（左から林野庁益田補佐、京都大学谷教授、Bommelaer 氏、Smith 氏、岩田技師、富村顧問） 
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