
 ME2 地域循環共生圏の実現に向けた将来社会推計モデルと 

森林景観モデルの統合による森林管理の影響評価 

Assessing the Impact of Forest Management by Integrating Future Social Estimation Model and 

Forest Landscape Model for the Realization of Regional Circular and Ecological Sphere 

指導教員 町村尚准教授・地球循環共生工学領域 28H21022 片岡佑太（Yuta KATAOKA） 

Abstract: Scenarios analysis that simultaneously achieve biodiversity conservation and climate change mitigation 

is required. On a local scale, developing models that can simulate and evaluate the ecological impacts of forest 

management in line with local decarbonization plans is important. To simulate effects of biodiversity and climate 

change, this study developed a regional integrated assessment model linking the Extended Snapshot Tool, ExSS, 

and the forest landscape model, LANDIS-II. Changes in vegetation were simulated from 2013 to 2050 under 18 

feasible forest management options in Shiga Prefecture. The developed model revealed that the six forest 

management options with higher final harvesting rates than the regional plan satisfied the six constraints of the net-

zero scenario and that there was no trade-off between ecosystem services and biodiversity indicators. 
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１．背景と目的 

 生物多様性保全と気候変動緩和を同時に達成するシナリオが求められている 1)．全球スケールの解像

度では，気候変動分野の統合評価モデル群で社会・経済・人口動態を計算し，生物多様性分野で開発さ

れた生物多様性評価モデル群と連携させたモデル連携が行われた 2)．一方地域スケールでは地域の脱炭

素計画に沿った林業・里山管理が地域生態系に与える影響を高解像度でシミュレーションし，介入策を

評価できるモデルの開発が課題となっている．本研究では，気候変動分野で使用されている統合評価モ

デルと生物多様性分野で用いられる森林景観モデルを連携した地域版統合評価モデルを開発した． 

２．分析方法 

 気候変動分野の統合評価モデル AIM の地域版である ExSS (Extended Snapshot Tool) と生物多様性分野

の LANDIS-II を連携した地域版統合評価モデルを開発し，以下の手続きに対する応答特性を分析した． 

２．１ 対象地域と将来社会シナリオの説明 

 対象地域の滋賀県では，ExSS で 2050 年に CO2排出量ネットゼロを達成した社会経済状態を描いたネ

ットゼロシナリオ 3)が作成されている．このシナリオと各種の行政文書で求められる森林管理が満たす

べき生態系の管理面積や生態系サービスの目標値を抽出し，表 1 で示す 6 種類の制約条件とした． 

２．２ 森林管理方法の組み合わせの設計 

 琵琶湖森林づくり基本計画 4)を基に，民有林と国有林の 81%を環境林として保護し，19%と循環林と

里山林にゾーニングした．循環林では 1) 琵琶湖森林づくり基本計画，2) 地域森林計画の標準施業，3) 

現在の施業実績から主伐・間伐方法を設定し，里山林では先行研究から主伐方法を設定した 3)．これら

の組合せから計 18 通りの森林管理方法を設定し，LANDIS-II

で 2013〜2050 年の植生遷移をシミュレーションした． 

２．３ 制約を満たす森林管理の特定と生物多様性評価 

 18 通りの森林管理方法のうち表 1 の制約条件を満たす管理

群と満たさない管理群を特定した．出力された 50 指標により

各管理群を k-means 法で 4 つのクラスタに分類し，クラスタ

ごとに生物多様性・生態系サービスの特徴を分析した．  

表 1 森林管理が満たすべき制約条件 
条件 出典 

労働時間がシナリオを超過しない ExSS 
人工林の整備割合の目標値を満たす 行政文書 
年間再造林面積の目標値を満たす 行政文書 
主伐量がシナリオの需要量を満たす ExSS 
間伐量がシナリオの需要量を満たす ExSS 
炭素吸収量がシナリオ・目標値 
を満たす 

行政文書 
ExSS 

 



３．結果と考察 

３．１ ネットゼロシナリオの制約を満たす森林管理方法の探索 

 地域版統合評価モデルにより，地域森林計画の標準施業を参考に積極的に主伐した 1. 積極的主伐 (N 

= 3) と 2. 積極的主伐・里山管理 (N = 3) クラスタに属する森林管理は，制約条件を全て満たすことが

示された．一方で，3. 消極的主伐 (N = 6)，4. 消極的主伐・里山管理 (N = 6) クラスタに属する 12 の森

林管理方法は，制約を満たさなかった．ネットゼロシナリオで要求される 2050 年の CO2吸収量の目標

値はすべての森林管理方法で満たすことが示されたが，人工林の整備割合の目標と主伐量の需要量の制

約は，現在の施業実績を継続する森林管理方法では満たすことができないことが示された． 

３．２ 制約を満たす森林管理方法の生物多様性・生態系サービスの特徴 

 森林管理方法のクラスタごとの生物多様性・生態系サービスの 50 指標の特徴を図１に示す．制約条

件を満たした 1. 積極的主伐型管理，2. 積極的主伐・里山管理型管理では，生態系管理 (M01-02)，生態

系サービス (E02-04) の指標が高く，生物多様性の (B01-05) も良好であることが示された．特に 2. 積

極的主伐・里山管理型管理では，里山の広葉樹資源 (B01) が維持され，多様な森林環境が形成されるこ

とが示された．1. 積極的主伐型では，林道に近い里山でも木材生産を目的とした間伐・主伐を行ったた

め，林内の光環境が改善されて樹種の多様性が向上した (B02)．このように，今回開発した地域版統合

評価モデルを用いることで，地域の脱炭素と多面的な生物多様性・生態系サービスの保全を同時に達成

できる森林管理のシナリオと介入策を特定できることが示された． 

４．今後の課題 

 地域版統合評価モデルに，地域の自然の関係価値をシナリオ別に評価する機能や，生物多様性・生態

系サービスの状態に応じて社会・経済・人口動態へのフィードバック機能を実装することが課題である． 
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図 1 50 の生態系管理 (M)，生態系サービス (E)，生物多様性 (B) 指標の 2050 年の値の比較．指標値は標準化されて

いる．色は森林管理のクラスタを示す．上下のパネルは制約条件をすべて満たしたものとそれ以外を示す． 

 


