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将来の研究の方向
•OSIRISモデルの他の国への適用（ペルー、マダガスカル、メキシコ等）
デ
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•GIS用の土地利用計画ソフトの開発
•REDD+セーフガードの検討
セ フガ ドの検討
•森林劣化や再生の検討（現在は森林減少のみ）
森林劣化や再生の検討（現在は森林減少のみ）
•REDD+の長期的インセンティブの検討
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•REDD+のためのリスク管理メカニズムの検討
REDD+のためのリスク管理メカニズムの検討
•相補的な農業政策の検討
相補的な農業政策の検討
•カーボン支払いと、生物多様性、水、その他の生態系サービスに対する支払いの組合
カ ボン支払いと、生物多様性、水、その他の生態系サ ビスに対する支払いの組合
せ方法の検討
•グリーン・エコノミー構築の検討
グ
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