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生態系サービスから見た森林生態系
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はじめに
「生態系機能」から「生態系サービス」への認識の変
化はミレニアムの一つの転換点であったと振り返ること
ができるだろう(1)。生態系の発見された前世紀における
局所的，分野的研究から，可視化技術を使った広域的，
統合的な生態系サービス研究へと研究範囲が広がった
(2)。生物学だけでなく，産業や社会・経済の研究テーマ
としても取り上げられるようにもなっている(3)。
森林生態系に目を向けた場合，長い間，素材や燃料を
人間社会に提供してきたが(供給サービス)，治水や土砂
流出防止(調節サービス)，物質循環や野生生物への生息
地(基盤サービス)，憩いや精神的な場(文化サービス，以
上(1)の 4 大分類に基づく)も供給してきた。持続的な森林
の適正な利用と保全は懸案であり，生態系サービスの研
究とその人間活動の影響を評価することによって，解決
の端緒を与えてくれると考えてよいのではないだろうか。
例えば 1950-60 年代に拡大造林された人工林を今後ど
のように扱うかといった社会問題は広く認識されている
(4)。一方，耕作放棄地も含めこれらの手入れされなくな
った生態系が，野生動物の人里への接近を許し獣害問題
を発生させている懸念がある(5)。こういった問題と対応
に，物質循環などの生態系機能や生息ポテンシャルを予
測するモデルは，対応した生態系サービスの定量-空間評
価に役立つと考えられる。
本稿では，著者が愛知県内で試みた，地理情報システ
ム(GIS)とモデルを用いた生態系サービス評価研究につ
いて紹介する。これらの研究では施業や樹種転換などが
生態系サービスへもたらす影響を，空間的にかつ定量的
に評価した。これらを踏まえ，生態系サービス研究の今
後だけでなく，今後必要とされている研究テーマ，
技術，
社会との結びつきについても議論を行う。
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スをダイナミックに推定することができる。
このモデルを利用した伊勢湾流域圏，櫛田川流域圏を
対象にした研究を行っているが(8, 9)，ここでは矢作川流
域上流の豊田市旭地区，稲武地区(森林面積約 15,000 ha)
を対象とした研究について述べる(10)。
愛知県が整備している森林データを GIS データとして
整備した。2000 年から 200 年のシミュレーションを行い，
①現行管理，②森林管理が強化されるシナリオ(年間施業
面積が増加，間伐スケジュールの変更)，③経済的に生産
が難しいと判断した人工林を天然林転換するシナリオ,
の３つを設定した。生産性は，コスト計算モデル(9)と呼
ばれる伐倒から運搬までの費用計算モデルにより，機械
的に判断した。③のシナリオでは対象とする人工林の 1/3
を転換するとした。天然林への誘導は技術的課題も多い
が，本研究ではその問題は解決可能と仮定して転換でき
た場合の効果について推定を行った。
対象地域全体で森林施業を強化すると平均材積量は低
くなり，平均林齢も若くなり，森林生態系の炭素蓄積速
度は高くなった。流出量，窒素流出量は量的に大きな影
響を与えなかったが，この点については精査が必要と考
えている。天然林転換シナリオは森林施業を高めるシナ
リオと比較して結果はあまり変わらないことも示された。
しかし林業・輸送機械から排出される二酸化炭素は，
施業を活発に行うと森林生態系が吸収する分に近づくこ
とが示された。生産した木材を，適切に社会の低炭素化
や脱温暖化に貢献するよう消費する(例えば，炭素オフセ
ットを行う)必要性を示唆した。なおこの計算に使用した
二酸化炭素排出源単位は産業セクターごとの全国平均値
であり，今後林業機械によって原単位などを変更するな
どの変更によって，さらに正確な計算が期待される。

生態系サービスの一つとしての生物多様性評価
物質循環モデルを用いた生態系サービス評価
生態系からの様々な人間社会への財とサービスを包含
する生態系サービスという概念において，生物多様性を
著者は先行する物質循環モデルを参考にし，森林施業
どう位置づけるかは研究者によって異なる。ここでは，
(間伐，主伐)の影響も考慮できるモデル BGC-ES を開発
生息地を保全することによって生物多様性を涵養すると
した(6,7)。針葉樹のスギ，ヒノキ，アカマツ，カラマツ
いう文脈で評価を行った研究を紹介する。
および広葉樹種(クヌギ・コナラ類など)で構成される森
生息地，生息ポテンシャルを推定するツールやモデル
林を対象としている。モデルは 4 つのサブモデルで構成
は多数存在する。共同研究を行った Dhakal et al.(11)では，
され，蒸発散や流出などを推定する水循環サブモデル，
天然林(混交林)への転換が行われた場合に，ほ乳類種分
バイオマスサブモデル，CN(炭素窒素)サブモデル，森林
布への影響を生息ポテンシャルモデルによって評価した。
管理サブモデルから構成される。森林管理シナリオによ
既存の HSI(Habitat Suitability Index)モデル(12)をオオタ
り間伐や主伐施業が行われ，それらの物質収支を計算す
カとツキノワグマに，豊田市が調査した種分布データを
る。施業の効果は主に広く用いられている林分密度管理
用いたロジスティック回帰を普通種のイノシシとニホン
図を元にした予測をする。樹種や林齢，地位，日気象値
ジカに適用した。標高モデル(10 m グリッド), 道路，河川
を入力として，このモデルは材積，バイオマス量，炭素
網，森林・植生分布などのデータを環境条件として用い
蓄積量，蒸発散量，水流出量，窒素流出量，土砂流出量
た。1 km グリッドで HSI を求め，そこにかく乱度合いを
を出力し，文化サービス以外の主要な森林生態系サービ
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InVEST biodiversity Tier 1 model モデルを用い推定し(13)，
修正した生息ポテンシャルを推定した。
60 年かけて土地利用を転換するとして，素材生産コス
トによって経済性が低い人工林を天然林へ転換する(経
済シナリオ)，愛知県生態系ネットワーク形成モデル事業
を参考にした尾根沿い，河川沿いの森林を天然林へと転
換するシナリオを計算した。
その結果，生態系シナリオではツキノワグマの生息可
能域が経済シナリオの倍になった。オオタカは，2 シナ
リオで同じ程度の生息可能域拡大をもたらすことが分か
った。ニホンジカ，イノシシの生息域については影響を
与えなかった。
生態系の連続性などの空間的な要因は，他の生態系サ
ービスと比較して生息可能域は影響を受けやすいと考え
られる。他の生態系サービスの定量空間評価と合わせて
行うことで，生物多様性についても定量的な評価を行う
ことができる。
展望
生態系サービスの要素を様々なツールを組み合わせ評
価するボトムアップ的な定量化は，生態系の情報の不確
実性や，生態系サービス供給と需要の空間的な広がり，
またそれらの要素を統合する方法などの問題を抱えてい
る。しかし，これらは手法の精緻化などで解決できると
予測できる(14)。文化サービスについては文化財や観光
客数，生態系の希少性などあるいはアンケート調査など
の社会調査などによって定量化が可能である(15)。
これと対比して経済学的手法を用い生態系サービスの
経済的な価値を測定するトップダウン的な方法は，ボト
ムアップ的手法より早く研究が展開されてきた(16)。ボ
トムアップ的な手法の精緻化によって，将来的にこれら
の手法との比較や，両者の統合手法が必要になるのでは
ないかと考えられる。
東日本大震災後，再生可能エネルギーの固定価格買い
取り制度などに代表されるように，再生可能なエネルギ
ーへの期待が高まっている。木質バイオマスについても，
単独のバイオマスボイラー，発電所，あるいは火力発電
所での混焼などで消費されることで，温室効果ガス排出
の軽減，炭素オフセットなども含め，持続可能な社会実
現のための重要な役割を負うと考えられる。国内外の先
進的な森林都市を参考として(例えばスウェーデンのベ
クショーや，北海道の下川町など)，森林と林業と社会の
つながりを強めていくことは重要であると考えられる。
その上で，林業施業は生態系への影響が強いことがあり，
様々な先進的な技術の導入とともに，生態系サービスへ
の影響評価などを行うことは不可欠と考えられる。
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