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　はじめに

　森林が人間社会にもたらす恵み（生態系サー
ビス）には，木材のみならず特用林産物の供給・
文化サービスがある。特用林産物には様々なも
のが含まれる。例えば，暖房や調理用の熱源と
なる薪や炭，食用となる山菜・木の実・きのこ，
蜂蜜，布や籠などに用いられるつる植物や樹皮，
塗料に利用される漆などの樹液，様々な薬用植
物，木や竹でできた工芸品など多岐にわたる。
このなかには，面的な伐採を伴わずに季節や場
所を変えながら毎年採取できるものが多い。こ
れらは，森林周辺に暮らす人々に衣食住に必要
な様々な資材を提供し，地域ごとの食文化をは
じめとする生活文化と結びつき，その一部は経
済的価値をもたらしてきた（例えば，松浦ら，
2013）。先進国では，燃料革命や工業製品への
転換で利用が廃れつつあるのも多い一方，希少
性が高まり嗜好的側面が大きくなったものもみ
られる。また，採取や加工などの行為自体を楽
しむ趣味・レクリエーションの面も大きくなり
つつある。きのこや一部の山菜では，天然採取
から半栽培や栽培への移行も進んでいる。一方，
途上国では，引き続き重要な生業としての側面
が大きい。
　本稿では，とくに山菜やきのこなどの天然特
用林産物に着目し，まず，国内における各種行
政統計を通して，高度成長期以降から現在まで
の利用の移り変わりを概観する。次に，生態系
サービスの概念を整理した上で，天然特用林産
物の供給・文化サービスの維持・向上に関わる，
技術・知識の継承，流通，資源の管理，原発事
故影響などの多様な側面を概観し，その可能性
や課題を展望する。

　行政統計にみる天然山菜・きのこ生産量の変化

　国内の特用林産物の生産動向を示す行政統計
に特用林産物生産統計がある。このうち，天然
きのこであるマツタケの長期的な生産動向をみ
ると，年変動しつつ大きく減ってきている（図
１A）。他の天然山菜・きのこも全国的な長期
的変遷を捉えられると興味深いが，同統計は，
現時点では1990年代半ば以前のデータはデジタ
ル化されておらず，e-Statで見られるのは2005
年以降であり，把握が容易ではない。そこで，
福島県特用林産関係統計書を用いて過去半世紀
にわたる天然山菜生産量の変動をみると，長期
にわたり減少傾向にあり、福島第一原発事故が
その傾向を加速させている（図１B）。次に，
最近15年間の天然山菜の生産量の都道府県ごと
の変化を地図化すると，冷温帯の落葉広葉樹林
の多い北海道，東北地方，中部・北陸地方と，
地形の急峻な四国南部で生産量が大きいことが
わかる（図２A）。また，年変動は大きいものの，

図　1　　天然山菜・きのこ生産量の変化．(A)マツタケ（日
本全体），(B)福島県の天然山菜（松浦ら, 2013を加筆改
変）
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福島第一原発事故後に福島県周辺で生産量が
減っている（図２B）。2010年代後半には，増
加に転じた地域もあるが，全体としてはさらに
減少が進んでいる（図２C）。

　生態系サービスの分類とカスケードモデル

　生態系サービスの分類はこれまで様々に行わ
れてきた。生態系サービスの概念の普及に大き
く貢献したミレニアム生態系評価では，供給，
文化，調整の３つのサービスと，それらを支え
る基盤サービスに４区分している（Millennium 
Ecosystem Assessment, 2005）。その後，生態
系と生物多様性の経済学（TEEB）では，基盤
サービスに代わり生息・生育地サービスという
区分が加えられた（Kumar ed., 2012）。さらに，
生態系サービスの国際的共通区分（CICES）で
は，供給，文化，調整の３つをそれぞれ生物，
非生物のサービスに大別し，階層的に細分化し
つつ，最終的なサービスとそれらを支える基盤・
中間サービスに分けて，サービスの重複把握を
避 け て い る（Haines-Young and Potschin, 
2018）。この共通区分では，生態系のプロセス
から、機能、サービス、便益、経済的価値に至
るカスケード状に，自然の恵みが享受されてい
く様子を構造的に捉えている（図３）。この図
から，プロセスや機能の一部がサービスにつな
がり，サービスの一部が便益につながり，経済
的価値に結びつくのはさらにその一部であるこ
とがわかる。また，便益や経済的価値は社会経
済システムに依存し，政策等を通して自然環境

に働きかけるフィードバックによりサービスが
変化していくこともわかる。これまで，多面的
機能や公益的機能の整理では，各機能を並列的・
静的に捉えがちであったのに対し，より動的な
構造が捉えられている。また，生態系サービス
の需要先と供給元の地理的な乖離や，資源管理
や流通上の不備を明確化し，生態系サービスの
流れ（flow）の改善・向上を図る重要性も指摘
されている（Syrbe and Grunewald 2017）。
　次項以降では，このような生態系サービスに
おける社会経済システムの重要性の視点を背景
に，天然特用林産物をめぐる多様な側面を概観
する。

　生態系サービスからみた天然特用林産物の特徴

　天然特用林産物は，単に，採取対象となる生
物が生育・生息しているだけではサービスにつ
ながらず，採取のために生育・生息地にアクセ
スできることが重要になる（Matsuura et al 
2014；松浦 2014）。さらに，生育環境や採取や
処理に関わる多様な知識・経験がなければ，資
源として活用できない。また，加工や流通など
の条件が整わなければ，経済的価値を高めるこ
とが難しい。競合する工業製品の出現や，輸入
の増加や，暮らしの変化が，その便益や経済価
値を低下させることも多い。そこで，天然特用
林産物に関わる生態系サービスを維持・向上さ
せるには，生息・生育地の保全のみでは不十分
であり，関連する社会経済システムの維持・向
上が不可欠となる。
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図　2　　近年の天然山菜生産量の変化。３時期それぞれの年間生産量（平均±標準偏差）を示す。生産量，天然率と
もに，年を経るにつれて減少している。
出典：特用林産物生産統計調査の「山菜の生産量」。対象とした山菜は，ワラビ，ゼンマイ（干しゼンマイを10倍し
て生重換算），フキ，タラノメ，ツワブキの５種。天然率は，同統計の総生産量に占める天然採取量の割合。
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　天然特用林産物利用の継承・発展に向けて

１）知識の継承と地域間交流
　天然特用林産物は，かつて資源として重要で
あった時期には生業のひとつであった。しかし，
需要が減り，高齢者が好むものに変化したもの
が多く，その利用傾向には世代間差が大きく，
近い将来，採取や加工に関わる多くの知識・経
験が失われることが危惧される（小柳・米澤, 
2015）。現在顧みられなくなった知識・経験の
なかには，将来再び価値が見直されるものも含
まれる可能性がある。近年，人々の暮らしが自
然から離れていくなかで，伝統的生態学的知識
（在来知，地域知，民俗知などとも呼ばれる）
の消失が世界的に進み，その保全が求められて
いる（蛯原ら，編，2019）。
　一方，地域間交流が知識の増大に寄与してき
た面もある。山菜・きのこのうち，地域ごとに
利用されてきた種類は限られる。例えば，山菜
のコシアブラやギョウジャニンニクのように，
他地域の人に教わり，売れることが分かって利
用地域が広がったものも多い（井上, 2011）。高
齢化と人口減少により，地域固有の知識・経験
の喪失は避けられないが，地域間交流を通して，
利用可能な知識を再整理・活用していく方向も
ありうるだろう。

２）新たな流通の可能性
　各地にある直売所や道の駅などを通じた観光
客への販売や，インターネット通販は，便益や
経済的価値の向上につながる可能性がある。例
えば，秋田県北部におけるインターネットを介
した山菜採り代行サービス（栗山, 2017）は，
地理的に離れた生産者（採取者・加工者）と消
費者との関係性を強化し，採取文化の継承と経
済価値の向上を同時に実現しうる取り組みとし
て興味深い。
３）資源利用のルール
　天然特用林産物資源の管理方法には地域差が
大きく，同一自治体内でも集落ごとにルールが
異なることも多い。利用できる資源の量や依存
度に応じて，オープンアクセスから地域内での
共有，私有などの幅があり，域外者の利用増な
どの状況に応じてルール自体も変化している
（林, 2018）。人口減少・高齢化により，これま
での過剰利用の制御から，域外者を取り込んだ
資源管理など，過少利用に対応した仕組みに変
わっていく可能性がある。
４）福島第一原発事故の影響
　福島県とその周辺県では，福島第一原発事故
による放射能汚染が天然特用林産物利用に与え
た影響が大きい。食を通した内部被ばくについ
ては，継続的なモニタリングにより，種ごとの
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図　3　　生態系サービスのカスケードモデル（Potschin and Haines-Young 2016をもとに和訳して作成）。自然と社会
にまたがり，恵みが行きわたってゆく構造が整理されている。
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放射性セシウム蓄積傾向の違いが明らかにされ
つつあり（清野・赤間, 2017; Komatsu et al 
2019），安全性の確認された種について，自治
体ごとに出荷制限の一部解除もみられる。また，
空間線量率の低下により，採取時の外部被ばく
量を低く抑えつつ山林内で活動できる範囲が
徐々に広がりつつある（Matsuura, 2020）。一方，
食文化をはじめ，自然に依存した供給・文化
サービスの継承は，より難しい課題として残さ
れている。

　おわりに

　本稿では，国内の天然特用林産物の生産量の
変化を概観し，生態系サービスのカスケードモ
デルを参照しつつ，天然特用林産物の供給・文
化サービスの維持・向上における社会経済的な
側面や知識・経験の継承の重要性を指摘した。
人口減少・高齢化により社会経済のしくみや自
然への働きかけが大きく変わりゆくなかで，豊
かな天然特用林産物の恵みを持続的に享受して
いくための新たな仕組みづくりが求められる。
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