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1. 生物多様性の現状 



記載種数 評価種数 絶滅危惧
種数(CR
+EN+VU) 

比率
（％） 

哺乳類 5,501 5,501 1,139 21 

鳥類 10,064 10,064 1,313 13 

は虫類 9,547 3,755 807 21 

両生類 6,771 6,374 1,933 30 

魚類 32,400 10,590 2,058 19 

絶滅のおそれのある種の状況　IUCN　2012 



生態系減少 

• 森林 
– 2000-2010 年での平均減少面積は5.5
百万ヘクタール   (FAO, 2010) 

e.g.)コスタリカの面積とほぼ同じ 
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⼤大規模⽩白化 
15/9/1998

⽩白化前 
14/6/1998

⽩白化後 
15/11/1998

All dead

サンゴの⽩白化

e.g.) 沖縄

サンゴ礁は、海洋面積のわずか0.1%を占めているに過ぎないが、海洋の生物種の1/4が
依存。2030年までには、60%が消失、今世紀中には、すべて失われてしまうという研
究もある。 



生物多様性減少の影響 

•  蜂群崩壊症候群（CCD)：ミツバチが失踪や
死で大きく減少した 
– 2006年から米国で見られるようになり、世界中
に拡がった（米国では38％ミツバチが減少） 

– アーモンドなどの生産に影響 

•  今日、陸域の生態系が減少することで、年間
500億ユーロに相当する損失が生じている。 

(TEEB：The Economics of Ecosystem and Biodiversity) 
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2. 今日の生物多様性保全の視点 



生物多様性保全の中心的概念：生態系サービス 

生物多様性が人間福祉に与える便益の総称 
•  供給サービス：物質供給 
•  調整サービス：気候、洪水調節など 
•  文化サービス：レクリエーション、伝統 
•  基盤サービス：光合成による一次生産、
栄養塩循環 

 
マネー化されているものは一部 
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生態系サービスと 
生態系サービスへの支払（PES) 

生態系サービスの維持のために、導入に向けた議論が　
進んでいる。 
 
« 理念 
1.  適切な支払を行うことで、過剰利用を抑制 
2.  自然資本の保有者に、保全のインセンティブを与
える 

« 実際：生態系を維持するための資金調達の様相が強い 
•  都道府県の森林環境税→水源の整備のための財源 

«  IPBES(生物多様性と生態系サービスの政府間パネル）
の第一次報告書の執筆が、まもなくスタート 



代表的PES 
 

直接支払 税・課徴金 市場取引 
生態系保全を要求する
自発的な支払。中長期
の契約 
 
• 取引費用が低い＝受
益者が少数のケースで
可能 
 

保全費用を政府が支払
を義務づけ調達 

• 同一行政下で可能。 
 
 
 

多数の買い手と売り手
が直接取引。 

• 経済的有用性がある
場合に需要されるが、
購入義務づけも可能。 

• 特定企業の水源保全
支払 
• 自然債務スワップ 
• バイオプロスペク
ティング 

• 水源税 • 認証 
• REDDプラス 
• ツーリズム 



3.	  農業の社会に対する便益と農
業の可能性 



農業の現状　平成25年 
² 就業人口：239万人　長期的に減少している 

z 平均年齢：66.2歳 

² 基幹的農業就業人口：174.2万人 
z 平均年齢：66.5歳 

² 新規就農者数：5万人　 
z  44歳以下は1万6千人 
平成24年度の農業総生産4兆8,351億円 

 ・一人平均200万円 
 （H25平均民間年給与413万円） 



農業の魅力を高めるためには？ 

農業を環境保全型にすることで 
経済的魅力を高めることは可能か？ 

農業がもたらす便益のマネー化が重要 
↓ 



農業の多面的機能 
ª 洪水防止機能、土砂崩れを防止機能、土の流出を防ぐ機能、
川の流れを安定させる機能、地下水をつくる機能 

ª 暑さをやわらげる機能 

ª 生きもののすみかになる機能 

ª 農村の景観を保全する機能 

ª 文化を伝承する機能 

ª 癒しや安らぎをもたらす機能 

ª 体験学習と教育の機能 



農業のいくつかの機能の貨幣評価 
機能 評価額（年） 

洪水防止機能  3兆4,988億円 

保健休養・やすらぎ機能 2兆3,758億円 

河川流況安定機能 1兆4,633億円 

土砂崩壊防止機能 4,782億円 

土壌浸食機能 3,318億円 

地下水涵養機能 537億円 

有機性廃棄物分解機能 123億円 

気候緩和機能 87億円 

出典：農水省 

         計8兆2,226億円 
平成24年度の農業総生産4兆8,351億円 



環境保全型農業は 
以下の機能で、慣行農法より特に優れている 
 
•  生きもののすみかになる機能 

•  農村の景観を保全する機能 

•  癒しや安らぎをもたらす機能 

これらをマネー化することで 
経済的魅力を高めることは出来るか？ 



一方、環境保全型農業には付加費用が発生 

•  追加的な労働投入の必要性など 

•  仮に農業生産物の価格が上昇しても、付
加費用をカバーできるだけの価格が市場
で成立しない限り、環境保全型農業は持
続的とはならない。 
   



生産物の価格に十分なプレミアムが必要 

•  一般的グリーン商品の、消費者にとっての
魅力は、公的属性 

– 環境に配慮して生産されるものの購入を通し
て、消費者自身が社会貢献を行う。 

• 認証木材、グリーン電力、持続可能なパーム油 

•  公的属性が、十分な価格プレミアムを保証
することは容易ではない。 
 



しかし、環境保全型農産物は・・・ 

•  私的属性 

– 健康や味など、消費することで消費者自身が
メリットを享受できるような、プライベート
な意味合いが強いもの。 

公的属性＋私的属性による価格プレミアムが、
付加費用をカバーする可能性 



4. 兵庫県豊岡市のコウノトリ
育む農業 
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コウノトリ保全の成功とコメ 
•  コウノトリ：1971年に、日本から野生消滅 

– コウノトリは、カエル、フナやドジョウを　　
エサにする 

– 農薬や水路整備でエサが減少 
•  兵庫県豊岡市ではコウノトリを人工飼育　　
しながら、野生復帰のプロジェクトを進行中 

•  2005年9月から、試験的放鳥開始。　　　　
現在、80数羽が野外に。 



コウノトリの野生復帰のカギは農家 

•  昔ながらの生き物が豊富な田んぼを復活させる
当事者 

•  コウノトリ育む農法（農薬・除草剤を　大幅に
減少） 

 →労力が増大　＆　生産量が減少 

•  平成15年は、わずか0.7ヘクタール。 

ところが、平成20年は、約250ヘクタールが　
コウノトリ育む農法を採用。 



コウノトリ育む農法の特徴は 
•  水管理：生物の生息可能環境を提供する 

–  早期湛水と冬期湛水 
–  深水管理：田植え後に，8 センチの水位を保つ 

•  水田雑草であるヒエが、浮力によって根から抜ける。 
–  中干し延期 
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•  コウノトリ育む農法から生産されたコシヒ
カリ「コウノトリ育むお米」に、市場で高
い需要が生じる。 

•  無農薬・減農薬米に十分なプレミアムが発
生。 

•  但馬産コシヒカリに対して、 
– 減農薬で約30％ 
– 無農薬で約60％ 
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コウノトリ育む農法の拡⼤大
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無農薬 0.7 1.8 4.5 18.3 48.8 45.5

減農薬 0 0 46 93.5 148.9 209.8
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大沼・山本(2009)「兵庫県豊岡市におけるコウノトリ野生復帰をめぐる経済
分析」 
	  

25 



コウノトリ野生復帰の経済効果 
•  アンケート調査を2008 年11 月及び2009 年5 
月にコウノトリ郷公園にて実施した。 

•  2008 年11 月の回答者数は796 名，2009 年5 
月は554 名　（いずれも男女比はほぼ半数ず
つ）。 

•  コウノトリの野生復帰によって増加した観光
客数とその支出額を推定 

•  産業連関分析で、経済効果を導出 
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宿泊客で見ると 
•  2度目以上の来訪が47％ 

– 豊岡市は、十分な観光資源を有している 
•  出石、城崎温泉 

•  宿泊客で、コウノトリを来訪目的とする比率
は、6.7％。 
– 年間14,100人の宿泊客が来訪 
– 日帰り客と合わせると、98,800人。 
– この数に基づき経済効果を導出 
– コウノトリ目的が第一位の観光客のみであるので、
過小評価の可能性 



コウノトリ野生復帰による経済効果 

　 直接効果 誘発効果 経済効果
(所得増） 

所得増対豊岡
市2005年度総
生産（％）	 

観光 794	 240	
1034	

0.202 	
591	

施設建設等 6200	 1650	
7850	

1.222 	
3580	

合計 6994	 1890	
8884	

1.424 	
4171	

出所：大沼・山本（2009）による。 
＊単位は百万円 



• コウノトリ保全は、豊岡市の総生産を約1.4%上昇させる結
果（約80億円の上昇） 
• うち、観光は0.2%（約10億円） 
• ただし、公共施設建設が一過的なものであるのに対し、観光
による効果は持続的である可能性。 

大沼・山本(2009)「兵庫県豊岡市におけるコウノトリ野生復帰をめぐる経済
分析」 
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環境保全型農業が地域経済にも効果を与える好例 
 



5. 英国ウェールズのTir Gofal 



景観に対する支払　Tir	  Gofal 
•  イギリス・ウェールズで、1999年から始
まったプログラム。Land Careの意味。 

•  近代農法の拡大で消失しつつある、伝統
的な田園の景観を保護することを目的と
し、政府が農家と契約を行う。 
– 農業や畜産が対象 

 
•  国民の観光や、野生生物の保護に役立てる。 



Tir	  Gofalで要求されること 
•  義務的行為（抜粋） 

– 伝統的な農地の境界の柵を保持。 
– 農地内にある古い建造物の保護。 
– 池や小川、湿地を保護し、その周囲に干渉スペースを
設ける 

– 市民の立入を禁止しないこと。 
•  その他、オプショナルな活動 
•  契約活動のレベルに応じて、面積当たりの毎年
の支払がなされる。 

 



             Tir Gofal 

http://www.dyfedarchaeology.org.uk/annualreview04-‐05.htm 

wikimedia	  commons 



Tir	  Gofalの効果 
•  2008年までに、ウェールズ地方の農地の

20%を超える面積が、Tir Gofalに参加して
いる。 
– 62%が牛と羊の生産者である（2003年）。 

•  特に、草地の生態系の回復に高い効果が
見られた（90%以上の農地）。 

•  支払は、土地のタイプや活動によって異
なるが、各タイプの平均/年は、6,455～
11,940ポンド（2005年） 

SOCIO-‐ECONOMIC	  EVALUATION	  OF	  TIR	  GOFAL(2005) 



Tir	  Gofalの農家所得への効果 
•  牛・羊の生産者では、 

– きわめて上昇＋ある程度上昇　30~40% 
– 変化なし　51～55％ 
– 減少　8~16% 

•  経済的に改善される割合が3割程度 
– 悪化する比率は1割～2割 

•  Rural Development Programme for 
Englandなどに発展 

SOCIO-‐ECONOMIC	  EVALUATION	  OF	  TIR	  GOFAL(2005) 



6. まとめ 



農業の公益的機能のマネー化 
•  農業の多面的機能の評価額は年間8兆円を
超えるという試算もある 

– こうした評価の一部は、とりわけ環境保全型
農産物に関して市場で評価されるようになっ
てきている 

• しかし、まだごく一部 
– 生態系サービスへの支払と並んで、農業によ
るサービスへの支払も今後拡大する可能性 



公益的機能のマネー化による農業の発展の可能性 

•  さらに広範かつ十分に評価される市場の
仕組みが必要 
– 市場が未確立な部分には、政府による支払が
重要 

– 環境保全型農業は、経済的魅力を高めること
で発展する可能性 

•  景観保全型農業も発展させられるのでは
ないか 
– 里山 



温暖化緩和も有力 
•  日本の農業由来の温室効果ガス：3,551万

t-CO2 (=968万t-C) 
•  総排出量の2.6% 

•  農業によるメタン排出量：1,404万t-
CO2（総排出量の1.0%） 

•  農環研：「水田の中干し延長によるメタ
ン発生量の削減」（H24年度研究成果） 
•  平均して30％削減 

•  マーケティングの工夫により価格プレミ
アムの可能性 



農家にとっての公益的機能のマネー化の意義 

農産物による収入＋マ
ネー化された公益的機能 

非農業部門の 
所得 

農業所得 


