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　◆ 論　文

日本における生態系サービス直接支払の活用に向けた
基礎的考察

－農地と森林への活用に向けて－

 内山　愉太１)・木本　祥太２)・香坂　　玲１)

Ⅰ　はじめに
都市開発や、郊外の宅地開発等において、生態系へのインパクトを評価し、影響を最小

限に抑えることが試みられている。ただし、既存の生態系を改変する開発行為は、開発対
象地の生態系への負の影響を完全に抑えることは困難である。日本においては、森林部で
の植林や海岸部、河川湖沼等での環境浄化の取り組みが企業等の開発を行う主体によって
なされている。それらの活動の効果について、各主体が行っている開発による影響と比較
した場合の評価は、基本的になされないか、明示されることは少ない。影響を与えた生態
系と同様の生態系を別の場所で回復することや、そのための対価を支払うといった厳密な
ルールは、現在のところ日本では、ほとんど発達していない。世界的には、生態系から得
られる恩恵を持続的に享受するために、開発行為等の活動を、生態系の保全、さらには改
善につなげようとする制度が積極的に運用されている。主な制度には、生態系サービス直
接支払、生物多様性オフセット等がある。

生物多様性を基礎とする生態系の保全において、生態系から得られる恩恵を生態系サー
ビスとして捉えることで、サービスの対価を支払う（生態系サービス直接支払［以下、
PES]）という概念枠組みが設定された。さらに、そのサービスの持続的な利用を保証す
るために、生態系保全の成果をクレジットとして市場取引きする仕組みの提案等もなされ、
公的な機関のみに依存しない、市場を活用した生態系サービスの管理が取り組まれている。

生物多様性保全、生態系サービスの持続的利用のための財源の確保は、開発が進む途上
国を中心に課題となっており、先進国においても少子高齢化等の異なる社会背景から必
要とされている。PESは、生態系保全の財源を確保する方法として各地で導入されている。
グローバルな観点からPESを活用するにあたっては、ステークホルダーの参加、インセ
ンティブの配分、貧困削減等が考慮すべき側面であるとされる（Adhikari & Boag, 2013)。

１）東北大学大学院環境科学研究科　２）石川県農林水産部森林管理課
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特にステークホルダーの参加は、世帯の社会経済的状況や、コミュニティの社会構造、土
地所有制度等が影響を及ぼし、各地域の特徴に合った設計が求められている。

日本では、中山間地域における急速な少子高齢化、過疎化が進行することで、人間活動
により維持されてきた里山地域の生態系サービスの劣化が懸念されており、生物多様性の
第二の危機として位置付けられている。その一方で、里山地域における宅地開発、産業用
地への転用、農業集約化の進行は生物多様性に負の影響を与えている。これらの地域の多
くは、自然公園法、自然環境保全法、種の保存法等の法令規制の対象外であることが多い。
これらのことから、我が国では、特に里山地域においては、適切な費用負担により適切な
生態系サービスを維持する仕組み作りの構築が大きな課題である。本研究では、農地と森
林におけるPESに注目して、世界と日本における現状及び課題を整理する。次章ではまず、
世界的な動向を論じる。

Ⅱ　生態系サービス直接支払の世界的動向
これまでの保護区設定や規制による施策では，土地や生物を維持管理する費用を生み出

す仕組みがないことから，受益者負担原則に基づき「環境価値に金を払う」という取組と
してPESに注目が集まり、その有効性が議論されている。ただし、実際には受益者負担原
則を徹底することは難しく、ステークホルダー参加型でPESを運営することの困難さも指
摘されている。

PESは本来、環境価値の市場取引も包含するスキームとして捉えられる。しかし、実際
には、純粋に環境価値の市場取引のみで制度を運用する事例は極めて少数派であり，政
府・国際機関等による支払いの事例が多い。加えて、全PESスキームの90%は公的機関に
よる出資（Vatn, 2015）となっており、公的機関に依存した取り組みが主流となっている。
このことは、PESのコンセプトを実現することの難しさの一端を表している。また、効果
に対して支払額を決めるoutcome-basedと，活動に対して支払額を決めるaction-basedが
あるが，後者が圧倒的多数となっている。その理由としては、生態系サービス自体の定義
や、その維持や向上を評価する手法が確立されておらず、効果を定量的に評価することが
課題となっている（Houdet, et al., 2012）ことが根底にあると考えられる。表１に各国の
動向を提示する。
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表１　生態系サービス直接支払の諸国における制度化の動向

国・地域 生態系サービス直接支払の動向

米 国

・1990年農地法：森林管理、保全、生態系サービスの供給が、政府による支援プロ
グラムの目的として明記。

・2008年農地法：非産業的な私有林所有者による林業活動が農業保全プログラムに
含められた。

・連邦プログラムによる、政府が私有地の所有者に行う支払制度が充実。森林管理
の改善、土地の開発抑制、土壌・水質保全，湿地の保全，野生生物の生息地向上
など。主なものは保全休耕プログラム（Conservation Reserve Program)、湿地
保全プログラム（Wetland Reserve Program)。

・州レベルでも私有地に対する独自の支援プログラム有（森林管理、湿地保全、生
息地改善、土壌・水質保全など)。

・非政府組織による保全地役権設定（土地トラスト)。

中南米諸国

・メキシコ：森林保護委員会（National Forestry Commission）による森林に対す
る支払（Perevochtchikova & Negrete 2015)。

・コスタリカ：1996年から国家林業基金を創設して国家的にPESを実施。私有林の
所有者や保護区に対して、炭素貯蔵、水源涵養、生物多様性、景観保全など、複
数のサービスに対する支払を実施。

・ホンジュラス：水資源涵養サービスの供給量によって土地利用の順位を決めて、
それに応じて支払い額を算定。作物栽培の場合、アグロフォレストリーによるも
の、認証されたものを高く設定。また開発リスクの高い場所を対象（Alpizar et 
al., 2007)。

・その他、南米諸国では類似のPES制度あり。

欧 州 諸 国 ・EUで、生物多様性に配慮した農業への支援として、農業・環境スキーム（AES
（agri-environmental scheme))。

豪 州 ・政府機関による支払い。

中 国 ・政府による退耕還林政策（Sloping Land Conversion Program)。

日 本
・公的機関によるものとして、自治体による森林環境税。
・民間による例として、農業の生物多様性配慮活動への上乗せ価格を消費者に明示

する取組。

国 境 を
越えたもの

・地球環境基金、世界銀行による林内草地生態系管理地域総合プロジェクト
（Regional Integrated Silvopastoral Ecosystem Management Project)。

・クリーン開発メカニズム（CDM：Clean Development Mechanism)、森林減少・
劣化からの温室効果ガス排出削減（REDD+：Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries）

・NGOとパーム油関連企業が設立した持続可能なパーム油のための円卓会議
（RSPO：Roundtable on Sustainable Palm Oil）により、持続可能なパーム油の
認証制度が2008年開始。

・小売企業や商社で森林認証，海洋管理協議会（MSC：Marine Stewardship 
Council）認証取得が拡大。

・コーヒー農園の持続可能性等を認証する団体が複数登場。
・持続可能な養殖事業への認証としてASC認証が2012年開始。
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具体例として、国境越えた取り組みの中で、REDD+があり、持続可能な森林経営のた
めに経済的支援を国際的に行う仕組みがある。ただし、そもそも市場での取引が一般的な
木材と比較し、観光、スポーツ、教育などの公共財としての森林の利用については、取引
コストや経路を確立させること、関係者のモチベーションといった人間的要因が影響する
ことが初期の文献において指摘されている（Mantau et al., 2001)。森林へのアクセスにつ
いては、欧州のなかでもスウェーデンのように万人権として森林の副産物へのアクセスが
確立している場合もあれば、オランダのように森林資源へのアクセス権が自動的には確立
されていないケースもある（Mantau et al., 2001)。このように、生態系に対して、公共財
としての価値を市場において取り引きすることの人間的要因が絡む困難さは常に存在し、
生態系に対するアクセスの社会的通念は国や地域によって大きく異なることは、国際的な
取り組みの推進において、ボトルネックとなり得る。

また、REDD+については、その制度趣旨が理解されず、少数民族への生活保障や従来
の貧困対策との差が地方行政や住民の間で理解されていない実情があるとの指摘もある
（Trædal et al., 2016)。特に、発展途上国の分析事例では、土地の所有権、持続的な生計
手段、REDD+制度の機能などが相互に関連しており、アフリカ、南米、ベトナム、アジ
アのレビューもなされている（表２)（Lambini & Nguyen, 2014)。基本的に森林へのアク
セス、所有権が議論の主な題材に含まれており、ステークホルダーの参加の観点からも土
地所有のあり方は、PESの立案、実施において、主要な要素として考慮すべき対象である。

表２　発展途上国における森林政策のレビュー

著　　者 題　　　　　材 対象地域

Yami et al. 2009 公的制度、共有の資源、生計手段 サブサハラ

Larson and Dahal 2012 共同管理、森林土地所有改革、森林生計手段 アジア、アフリカ、南米

Sikor and To 2011
オープンアクセス、森林の衝突、違法伐採、
汚職

ベトナム

Marfo et al. 2012
コミュニティでの土地所有権、森林ガバナ
ンス、利益配分、REDD+

ガーナ

Nguyen et al., 2010
森林の私有化、土地改革、インセンティ
ブ、家計の生計手段

ベトナム

Coleman and 
Fleischman 2012

森林の分散化、地域の森林への投資、生計
手段

ボリビア、ウガンダ、
メキシコ、ケニア

Teye 2013
森林所有権、森林政策、統合的政策ネット
ワーク

ガーナ

Ganga et al. 2011 森林所有権、所有権の駆動、機会と課題 アジア

Lambini & Nguyen, 2014；182 Table1より



久留米大学ビジネス研究　第２号（2017年３月) 55

日本における生態系サービス直接支払の活用に向けた基礎的考察（内山・木本・香坂)

Ⅲ　日本における類似事例
日本においては、生態系サービスに目的を絞ったPESの例として、地方自治体による森

林環境税を挙げることができる。それは水源涵養等の森林の多面的機能を維持するために、
森林生態系サービスの受益者である住民に対して課税し、得られた財源を用いて、手入れ
不足人工林の間伐等の施業を行う森林組合等に対して交付するものである。

国のスキームにおいても、農地や森林の生態系サービスの維持向上のための直接支払制
度が設けられている。農地においては、自治体から認定を受けた「エコファーマー」によ
る、環境保全に効果の高い営農活動に対して支援する環境保全型農業直接支援が存在する。
また、高齢化や人口減少の著しい中山間地域等の条件不利地における農業生産活動を支援
する中山間地域等直接支払や、農地、灌漑設備等の維持管理のための地域の共同活動に対
して支援する多面的機能支払交付金が存在し、これら３つのスキームを合わせて「日本型
直接支払」と呼ばれている（農林水産省, 2016)。しかし、これらはいずれも農業生産活動
を維持するための支援であり、農地の生態系サービスに目的を絞ったものではない。

森林においては、森林の有する多面的機能の発揮を目的として、集約的な間伐等の林業
生産活動に対して支援する森林環境保全直接支援事業、条件不利地等における公的主体の
森林整備等に対して支援する環境林整備事業等が存在する（林野庁, 2016)。なお、前者は
「直接支払」という呼び方がなされるものの、実際には間伐材の一定量以上の搬出が補助
要件となるなど、森林環境保全のための直接支払というよりよりむしろ林業の生産刺激策
としての性格が強いものである（佐藤, 2013)。また「平成29年度与党税制改正大綱」にお
いては、適切な森林整備による二酸化炭素の吸収源対策のための恒久的財源を確保すると
いう名目のもと、国による森林環境税の創設を検討することが明記されているが、それは
森林整備の安定財源の確保という目的が強く強調され、その使途も現在の直接支援事業と
同様、産業としての林業の支援という性格が強いものと考えられている。関連して、温室
効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして取引するＪ-クレジット制度において
は、2017年より森林経営活動も明示的に方法論として追加されており、今後の動向を注視
する必要がある。

一方、行政による生態系サービスへの支払制度の他には、民間主導によるPESの類似事
例が存在する。農業においては、生きものブランドによる農産物の生産・販売により、農
地が有する生物多様性の価値を消費者が負担する民間主導の取り組みが注目されている
（農林水産省, 2010；矢部・林, 2011)。また、2020年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けた合法木材の供給体制構築を契機に、地域単位で森林認証を取得する動きが加速
されている（白石, 2016)。認証制度は生産物の高付加価値化を通じて、持続可能な生態系
サービスの管理のための費用を、消費者が負担するという形で、生態系サービスに対する
支払の一形態として考えられる。
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Ⅳ　日本における課題　－効果的な生態系サービス管理に向けて－
この章では日本の農地及び森林において、効果的な生態系サービス管理のためにPESの

枠組みをどのように活用するか、その課題について考えてみたい。
日本では里山地域の生態系サービスの維持向上に寄与する農業や林業を継続させるため

に、Ⅲで述べた事業の他にも行政による様々な支援措置が実施されている。しかしその結
果、支援対象の行為が限定的である個々の事業が乱立し、行政の支援がどれほど生態系
サービスの維持向上に効果を与えているのかの評価は困難である。欧米諸国においては、
農地・林地で湿地等の生態系を維持すること、いわゆる非産業的な生態系の保全に対して
行政機関による支払プログラムが発達しているのに対し、日本では生態系の保全に目的を
絞ったプログラムは少なく、個々の事業が複雑に絡み合って農地・林地における生産活動
を支援する構造となっている。この原因の一つとして、日本においては水田における農業
生産活動を維持することが農村における景観、水源涵養、生物多様性の保全などの多面的
機能の発揮につながるという事情が考えられる（Uetake, 2015)。しかし、個別の行為に対
するaction-basedの支払制度よりも、特定の環境目標を対象とするoutcome-basedの要素
を取り入れた支払制度の方が、政策の費用対効果が大きいことが他のOECD諸国の事例か
ら明らかになっている（Uetake, 2015)。その手段が次に述べる、支払対象のターゲティン
グや差別化である。

PESのプログラムが無い時に比べたPESの効果性の事を追加性（addictionality）と呼
ぶが、既往研究によると、追加性を大きくする要因は、支払の対象を空間的に絞るこ
と（ターゲティング：targeting)、優先順位に応じた支払など、対象による支払の差別
化（differentiation)、そして支払の条件性（conditionality）であることがわかっている
（Prokofieva, 2016)。すなわちターゲティングや差別化はプログラムの環境保全への効果
を大きくするが、特に予算規模が小さいほど、ターゲティングや差別化が費用対効果に
与える影響は大きい（田中, 2015)。このようなターゲティングや差別化を進めることは
同時に、制度設計や運営に係る行政の取引コストを増大させることになる（Prokofieva, 
2016)。しかし、ターゲティング戦略の採用により得られる、PESの環境保全への効果、
及び費用対効果は、同時に増加する行政取引コストをはるかに上回るものであることが
最近の研究で示唆されている（Lankoski, 2016)。加えて、異質性の高い環境においては、
ターゲティングと差別化の両者を組み合わせることが、費用対効果の高い直接支払を実
施するめるために必要であることが報告されている（Lankoski, 2016)。日本の里山は生
息地の異質性・多様性が生物多様性を規定する大きな要因であると考えられているので
（Kadoya&Washitani, 2011)、里山の生態系サービスの維持向上を目的とする場合、そう
いったアプローチを取り入れることを検討するべきである。Lankoski（2016）は、差別
化の有効な手法としてオークションを取り入れることを提案している。信頼できる環境の
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データを揃え、それらの情報を、プログラムに参加する農家等に提供することが制度が機
能する条件としている。

現在の日本の農業環境政策は、政策による環境目標が曖昧な一方で、支援の対象行為が
限定され過ぎている。例えば地域の共同活動に対する支援の対象を農地、水路等の管理に
限定するのではなく、景観や生物多様性を保全する活動等にも対象を広げることで、地域
での生態系サービス管理が向上することが考えられる（Uetake, 2015)。また、生態系サー
ビスを維持向上する上では空間的配置が重要であることから、隣接する所有者を巻き込ん
で同様の土地利用を行う場合であったり、生物の生息地の連結性を高めるような配置の場
合では支払額を上乗せするなどの戦略も有効と考えられる（Prokofieva, 2016)。これらの
制度設計を通じ、現在の個別の行為に対するaction-basedの支払制度から、環境の目的に
合わせたoutcome-basedの要素を取り入れた支払制度へと変えていくことで、PESとして
のスキームを確立させ、生態系サービスの維持向上のための公的支援の目的、効果を検証
しやすくすることが重要である。

森林の場合、間伐等の森林整備は長らく公的支援を所与の物として成り立ってきたが、
戦後造成された人工林資源の収穫期の到来と路網整備の進展という条件のもと、補助金に
頼らずとも森林経営を行う素地が出来つつある。最近は集落単位で森林所有者が森林組合
等の担い手に森林を現物出資し、経営を信託する事例が出現しており、この動きが普及す
ることによって、地形や路網整備の状況等により、将来にわたって経済的に林業を維持で
きる森林（経済林）とそうでない森林（環境林）とのゾーニングが自明になることが期待
されている（相川, 2016)。すなわち、生態系サービスの維持向上のために公的なPESの対
象とすべき森林を、環境林に絞り込むことで、森林環境保全のための直接支払の目的がよ
り明確になることが期待される。

ここで、PESの制度設計にあたっての一般的な留意事項についても触れておく。ある
地域における生態系保全活動の促進が他地域における開発行為等を促進してしまうリー
ケージ（leakage）のほか、支払対象となった土地でどれだけの期間、生態系の維持が保
証されるのかという永続性の問題（permanence)、また活動内容等の条件を付すことで
生態学的に望ましい管理とは逆の管理活動を行ってしまうインセンティブが生じる問題
（perverse incentive）には留意する必要がある。しかしこれらは、適切な制度設計、第
三者による認証、保険制度によって克服可能であると報告されている（Prokofi eva, 2016)。

最後に、PESのスキームにあたっての現在の喫緊の課題は、政策効果を検証、評価する
ための指標および効率的なデータ収集方法の確立である（Uetake, 2015)。民間主導による
生態系サービス維持向上が可能になるならば、行政による直接介入は必ずしも必要ではな
くなり、行政の役割としては、需給のマッチングや情報提供が重要になる。行政の支払制
度におけるターゲティング、差別化を進める上でも、民間主導によるPESを促進する上で
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も、生態系サービスの情報管理体制を充実させ、情報を融通する役割を持つ機関を確立さ
せることが前提となる。

Ⅴ　結論
本論文では、日本の生態系保全を考える上で重要となる里山地域に焦点を当て、PESの

枠組みを通じて、農地や森林の生態系サービスを維持向上させるための制度のあり方につ
いて考察した。現在の日本における公的支援制度は生産活動に対する個別の支援措置が複
雑に絡み合い、生態系サービスの維持向上のための費用対効果を把握することが困難であ
る。そこで支払対象のターゲティングや差別化を取り入れることで、環境目標を対象とす
るPESスキームに移行することが、費用対効果の高い生態系保全のための公的支援を実現
する上で重要である。また民間主導によるPESスキームの、生態系保全への有効性につい
ても、なお研究が必要である。これらの基礎として、政策効果を評価するための指標の確
立と情報管理体制の整備が喫緊の課題であるといえる。
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