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第 2章
          

私たちは生物多様性

みなさんは生物多様性を普段の生活の中で意識したことはあるでしょうか？実は

私たちの暮らしの中に深く溶け込んでいます。暮らしに重要な食料や水の供給、安定した気候、

自然の癒しといったものは、生物多様性から得られる自然の恵みなのです。この自然からの恵みを

態系サービス」といいます。ここでは、普段私たちがどのような生態系サービスを受けているか見てい

きましょう。 

生態系サービスって？

生態系サービスには「供給サービス」、「調整サービス」、「生息・生育地サービス」、「文化的サービス」、

の４種類が存在します。

章 生物多様性から得られる自然の恵み
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生態系サービスって？ 

生態系サービスには「供給サービス」、「調整サービス」、「生息・生育地サービス」、「文化的サービス」、

の４種類が存在します。 

生物多様性から得られる自然の恵み

供給サービスは、私たちの暮らしの基礎となるものです。自然の恵みからもたらされ

る野菜や肉・魚など日々の食事はもちろん、繊維・紙製品や医療品も供給サービスに当

たります。また、バイオミメティクス

生物の機能や形態も私たちの生活の中で利用されています。

調整サービスは、私たちが安心して暮らせる環境を与えてくれます。豊かな森林や河

川を守ることは安全な水の確保や、山地災害の軽減、土壌流出防止などにつながります。

文化的サービスは、私たちの豊かな文化の根源となっています。自然と共生する知恵

やハイキングなどのレクリエーションなども、自然の恵みによってもたらされていま

す。このように生態系サービスは様々な場所で幅広く生活に恩恵をもたらしています。

生息・生育地サービスは、すべての生物の生存基盤となるものです。植物による酸素

の供給や森林による水の循環をはじめ、多くの生物の営みがお互いに支えあっています。
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生物多様性から得られる自然の恵み 

供給サービスは、私たちの暮らしの基礎となるものです。自然の恵みからもたらされ

る野菜や肉・魚など日々の食事はもちろん、繊維・紙製品や医療品も供給サービスに当
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