生物多様性と気候変動
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••

地球規模の気候変動と生物多様性の損失はつながっている。気候が変動す
ると特定の種は現在の生息地から消滅し、新しい種が生息し始める。

••

逆に、生物多様性管理は気候変動とその影響の緩和に役立つ重要な手段に
なりうる。

••

気候保護と適応戦略に生物多様性管理を統合すると、地方当局にとって様々
な恩恵がある。

気候変動は生物多様性に変化をもたらす
歴史を通して、生態系はいつ

他のケースとしては、温暖化の

以下に、都市におけるこうした

も変化する気候状態に適応し

ため種が生息地を標高勾配に

種変化の影響を挙げる：

てこなければならなかった。し

沿って上方に移動するようにな

かし近年の気候変動のスピー

り、同様の状況になることが考

ドは前代未聞である。今日、生

えられる。

息地破壊と気候変動を介し、人
間が直接的・間接的な影響を
生物多様性の損失に与えてき
たことは明確な事実となってい

さらに、気温の変化によって生
殖サイクルや成長パターンが影
響を受けると共に、生息地の移
動が起こると種間の相互作用

・気 温の変化による樹木のスト
レスの増大と害虫に対する回
復力の減退に起因する、街路
や庭、公園の樹木の喪失
・（ 市町村所有の）森林へのダ
メージによる種喪失や経済的
利益とリクリエーション価値の

る。

にも影響が出る。これらはすべ

近年の気候変動のスピードは

て数十年という短いタイムスパ

すでに種組成に影響を与えて

ンで発生する可能性がある。

いる。気温が上昇するにせよ下

影響を受ける種は、人類に様

降するにせよ、多くの種は現在

々な価値をもたらしてきた種を

の生息地よりもそれぞれにより

含む可能性が高い（文化的な

・（外来）種の移入による、植物

適した地域へ移動せざるを得

象徴、原生作物種、ランドスケ

相・動物相に対するダメージ

なくなる。つまり、平均気温が

ープの象徴的な植物など）。こ

・蚊などの疾病を運搬する昆虫

上昇すると多くの種は両極方

れには、薬用ハーブやきのこ

の移住による、人間の健康へ

向に向けて生息地移動をはじ

類、野生の花など、地域で利用

のリスク

めて、目的地で生息する種を追

されている野生植物も含まれる

いやってしまう可能性がある。

だろう。

低下
・気 温の差に対する微生物の
脆弱性に起因する、下水処理
システムの崩壊リスク

種の気候変動適応に対する都市の役割
地域生物多様性と種組成の変

て、ランドスケープの「連結性」

は他の地域に移動できないた

化は、保全計画の策定・実行に

が強化されると共に、現在の生

め、気候変動を乗り切ることが

膨大な課題を突きつけている。

息地からより適した生息地へと

できなくなってしまう。

保全対策は、気候変動に起因

種が徐々に移動できるようにな

する現在および将来的な課題

る。

に対処するような形に見直しす

自治体・地方政府はそれぞれ
の都市開発計画・ゾーニング

事実、大小の各都市は、動植

を見直して、たとえば河川や道

物相の生息回廊としての重要

路、鉄道のような線形のインフ

生物多様性の急激かつ不可逆

な機能を持っている。もしも生

ラストラクチャーに沿って、生物

的な変化が避けられた場合、

物多様性が単に棲みづらいラ

多様性回廊を徐々に整備して

保全戦略は、種が自然に備え

ンドスケープに点在する「島々」

いくこともできるだろう。

た変化に対応する能力をサポ

として存在するほかない状況に

ートしていくことに重点を置いて

なってしまった場合、多くの種

る必要がある。

いく必要がある。道徳的義務に
よる行動ということ以上に、種
が適応できるようにすることは、

気候変動に起因する
生態系に生じる変化
の例：
•• 生息地の加速的な損
失：小さな生息地が
点在した状態では、
気候変動を乗り切る
ことができない可能
性がある。
•• 生 息 地 の 変 化 ： 多 く
の種の地理的な生
息地の位置は、両極
方向あるいは高度の
高い方向に移動する
（CBD 2003）。
•• 絶滅速度の加速：す
でに危機に瀕してい
る多数の種は絶滅す
る可能性が高い。

重要な生態系サービスや特定
の種に付与された文化的・経済
的価値の損失を避けることにつ
ながっていく。

•• 生理機能の変化：繁
殖時期、植物の成長
期の長さなど。

都市・地域レベルにおける保全
計画の策定と行動には、保護
地域ネットワークの確立も含め
ていく必要がある。これによっ
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気候保護を助ける生物多様性の役割
生物多様性が気候変動の緩和
に果たす役割は過小評価され
ているが、実は非常に重大であ
る。「緩和」とは地球温暖化の
拡大をとどめる作用のことをい
う。生態系の生物学的な多様
性は、生態系が行う自然プロセ
スを確保する上において中心と
なる要素だ。
そうした自然プロセスのひとつ
が「成長」である。成長するに従
い、植物、菌類および土壌細菌
は一緒に作用しながら、大気中
の二酸化炭素ガスを土や樹木
等の有機物質に固定する。この
プロセスは気中の二酸化炭素
を「隔離」し、それによって、地
球温暖化の最大の原因である
温室ガスの量を低減させること

ができる。
森林破壊と土地利用の変化に
よるCO2の放出は、人間に起因
する温室ガスの総排出量の実

ると共に、暑い気候やシーズン

対する投資は地域内で短期間

に特に役立つ木陰を提供し、微

に元が取れ、都市における生

気候をより涼しく湿潤にすること

活の質の向上につながるのだ。

ができる。地球の気候の保護に

に25%にあたる。したがって、特
に森林地における地域生物多
様性を維持し、都市緑地を拡大
していくことは、地球の気候を
守る上で重大かつ効果的な役
割を果たしているのだ。
緑地の保全以外にも、自治体・
地方政府は、民有地における
植生の成長を促進する規制の
枠組みを提供することができ
る。人口密度の高い場所の緑
地を増やすことは、地球の気候
を守ることに貢献するだけに留
まらない。樹木をはじめとする
植生は地域の空気の質を高め
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人間の気候変動適応において生物多様性管理が果たす不可欠な役割
気候変動に伴い、暴風雨や洪

間の居住地に与える破壊的な

国は多いが、自治体・地方政府

要がある。健全な生態系を保全

水、干ばつ、熱波などの極端な

影響は、自治体・地方政府がイ

も、地域の気候変動データを収

して種の適応能力を支援するこ

天気事象はその強度を増し、予

ンフラ計画と自治体サービスの

集し、地域の気候変動適応に

とで、たとえ地域の気候変動が

測がつかなくなると考えられて

設計において気候変動リスクを

ついて責任ある決定を下すとい

不確実であったとしても、都市・

いる。

効果的に算入していく能力にか

う難しい仕事を課せられている

農村環境はそれぞれの「健康」

かっている。

のである。

を維持することができると共に、

する災害の影響を緩和する上

こうしたことから、生物多様性管

このような総合的な「事前適応」

で決定的に重要な役割を果た

理は災害リスク低減計画や緊

では、技術、社会経済、生態学

している。たとえば生物学的に

急対応と統合させていく必要が

の各側面に対する支援の仕組

多様で健全な森林の生態系

ある。例を挙げると、自治体・地

みに等しく重点を置いていく必

は、非常に効果的に集中豪雨

方政府は河川や湾岸の植生を

を吸収することができる。激しい

保護・再生することで洪水リス

雨の浸食作用を低減する森林

クを低減することができる。これ

被覆と下生えを提供し、表面流

によって集水域内の水の流量

出を緩やかにし、雨水の土壌や

の均衡が高まり、極端な降雨や

低い位置にある岩盤への浸透

高潮あるいは湾岸における高

を助けているのだ。こうしたプロ

波の影響を低減することにつな

セスによって鉄砲水や土砂崩

がる。植生地では、地中への水

れ、土壌浸食のリスクを低減す

の浸透速度も速くなり、渇水の

ることができる。したがって、点

影響が少なくなる。

健全な生態系は、気候に起因

在する原生の植生を保全する
ことは、気候変動に直面する状
況における総合的な災害リスク
低減の鍵となる要素なのだ。

暮らしに不可欠な生態系サー
ビスを確実に提供し続けること
が可能になる。

こうした対策はすべて、地域の
経済とインフラストラクチャー・
システムを助けて気候変動に
適応できるようにするものだ。

自治体・地方政府は、それぞれ

気候変動に関する地域独特の

の規制能力を効果的に活用し

指標に基づいて慎重に計画す

て行動を起こし、インフラストラ

れば、技術的にシンプルでコス

クチャー・システムと人間が変

トのかからない対策でも非常に

化する気候に適応できるように

大きな効果を上げることができ

していくことが求められる。気候

る。気候変動適応計画の策定

に関連して発生する災害が人

責任を中央政府に課している
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生物多様性管理対策と気候変動適応における効果
生物多様性管理対策

•• 既存生息地の積極的な保護と管理
•• 既存生息地の規模の増大と新たな
生息地の創出
•• 生態系ネットワークの創出と野生動
植物の生息地の連結による生息地
の連結性の強化

都市・地方にもたらされる結果

•• 決定的に重要な生態系機能と美的
価値の維持、より快適な暮らし
•• 危機に瀕した種の生存チャンスの
増大
•• 生態系の既存の組成の維持と生き
残る力の提供

気候変動適応における効果

•• 健全な生態系は極端な気象による
影響を緩和することに役立つ
•• 生態系の全体的な適応能力の向
上、市街地の木陰のように物理的な
適応要因を提供する
•• 生態学的・文化的・経済的に重要な
種の絶滅速度の低減

都市と地方政府：緩和と適応のための生物多様性管理
自治体・地方政府は、気候変動

ネルギー対策、再生可能エ

・都市部における森林被覆と緑

を考慮した生物多様性管理の

ネルギー源の開発などを通じ

地を拡大し、暑い季節に地域

調整・実行において中心的な役

た、温室ガス排出を効果的に

の気温を下げ、住みやすい微

割を果たす関係者である。

低減する気候保護プログラム

気候をつくっていく

種の気候変動適応を手助けす
るために自治体・地方政府がで
きることは、以下のとおり：
・ゾ ーニングと都市開発計画を
採用して生息地の連結性を強
化し、種がもっと容易に移住で
きるようにする
・生物学的に多様な生息地を保
護すると共に保護地域の拡大

（「都市と気候保護キャンペー
ン（Cities for Climate Protection Campaign）」等)への参加
・炭 素隔離強化のための樹木
の植栽への投資
・個人・法人利害関係者に対す
る再生可能エネルギーとエネ
ルギー効率への投資を促進
するインセンティブの提供

・河川あるいは湾岸の植生を保
護・再生し、極端な天候による
洪水リスクを低減する
・自 治体所有林と湿地を復元・

これらは自治体・地方政府によ
る生物多様性管理における活

種が地域で生存し続けていけ

けられない事象であることか

れの地域固有の気候変動によ

る可能性を高める

ら、自治体・地方政府は、変化

る影響に対処する際に、有効で

する気候に対する人間活動の

創意工夫に富んだ計画と管理

適応について規制と計画を行う

プロセスを確立するための発想

必要がある。

のきっかけとなるはずだ。

とおり：
・公 共交通の拡大や高効率エ

•• CO2濃度の増加は多くの植
物にとってメリットになるが、
生態系の生産性に対する正
味の影響は一部の地域で
ネガティブとなる。

ていく

動のほんの数例だが、それぞ

方政府ができることは、以下の

•• 高緯度に位置する湾岸の生
態系がもっとも深刻な気候
変動の影響を受ける可能性
が高い。

分がより均等になるよう制御し

最後に、気候変動はすでに避

動を抑制するために自治体・地

•• 気候変動速度は過去1万年
の中で最も早く上昇する見
込み。

多様化し、流域内の流量の配

を計画して、気候が変動しても

気候を保護してさらなる気候変

事実とデータ

都市の生物多様性とは...
都市部の生物学的多様性のこ
とである。都市の生物多様性
は、人口密度が密集した都市
部の建築環境や社会的・経済
的・文化的な変遷パターンから
甚大な影響を受けている。

これに含まれるものとして、以
下が挙げられる：
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この資料は、自治体・地方政府レベルの意思決定機関に対して指針と情報を提供する目的で作成したフ
ァクトシートシリーズの一部です。生物多様性の損失の阻止に自治体・地方政府が貢献してきた軌跡に
関する詳細情報については、ウェブサイト（www.countdown2010.net/lara）を参照いただくか、直接ご連絡
ください。すべてのファクトシートは、www.countdown2010.net/lara（英語版）およびwww.bduj.org（日本語
版）からダウンロードすることができます。
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