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水田の生物多様性 

生物環境案全部 昆虫研究グループ 

個体群動態ユニット 

田中幸一 

 

はじめに 

農耕地は，作物を生産する場であるだけでなく，野生生物の生息場所にもなっている。しかし，効

率的な作物生産を重視する近代農業の発展により，農業生態系が本来もつ生物保全機能は軽視さ

れるようになった。ところが，世界的に生物多様性が急速に失われてきたため，生物多様性の保全が

重要課題として取り上げられている。そのため，農業生態系においても，生物の保全が必要であると

の認識が広まってきた。わが国においては，とくに水田生態系が注目されている。このような状況の

中で，農業生態系において生物多様性を評価し保全する必要性が高まっているが，そのための手

法はまだ確立されていない。本稿では，水田生態系の昆虫群集を中心として，生物多様性研究をレ

ビューし，その評価・保全手法の確立に向けた議論の参考としたい。はじめに生物多様性の評価や

保全に関する一般論について簡単に述べ，その後で水田の昆虫について研究事例を紹介し考察

する。 

 

１．生物多様性の評価と保全 

１－１．生物多様性の価値 

生物多様性の価値すなわち保全する意味については，いくつかの視点があるが，その一例は次

のものである（表１）。第一は人に直接の利益をもたらす直接的な価値であり，経済的な価値とも言え

る。その中には，直接消費・利用する自然資源や生産によって経済的利益を得るものがある。農業

は後者の代表と言えよう。第二は間接的な価値である。この中には，生態系のもつ機能により生存環

境を維持する価値（生態系サービス機能），人に快適さや安らぎを与える価値（アメニティ），文化的

価値，教育的価値などが含まれる。また，予備的使用価値といって，将来利用できる可能性がある

生物資源や遺伝資源などの価値がある。さらに，倫理的価値といって，すべての生き物は等しく生き

る権利をもつという考え方に基づく価値も含まれる。このように価値観が多様であることは留意する必

要がある。なぜなら，価値観の違いによって保全の目的や評価にも違いが生じるからである。 

 

 表１ 生物多様性の価値（鷲谷・矢原，1996 より作成） 

  直接的価値   

  消費的使用価値 直接消費される自然資源（食料，燃料，医薬品など） 

  生産的使用価値 市場を通して使用される生物資源 

 間接的価値  

  非消費的使用価値 生態系サービス，アメニティ，教育的・文化的価値 

  予備的使用価値 将来利用可能となる生物資源 

    倫理的価値 すべての生物の生存権 
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１－２．農業生態系における生物多様性保全の目的 

農業生態系における生物多様性は，農業との関わり方によって三つに分けることができる。第一

は遺伝的多様性であり，作物や家畜の品種などの遺伝変異がこれに相当する。第二は農業に直接

影響を及ぼす生物相である。有益な生物として，病害虫等の天敵や花粉媒介者，有機物の分解者

などがあげられ，有害な生物には病害虫や雑草などがある。第三は農業生態系に生息するあるいは

依存する野生生物の多様性である。 

 

 表２ 農業生態系における生物多様性  

  分  類 例 保全する意味 

  遺伝的多様性 作物・家畜の品種 育種のための遺伝資源 

 農業に影響する生物 有益：天敵，花粉媒介者，分解者 農業生産に寄与する 

  有害：病害虫，雑草 間接的価値 

  農業生態系依存生物 生息・依存する野生生物 保全すること自体に意味（表１参照） 

 

農業生態系においてこれらの多様性を評価し保全する目的は，次のように考えることができる。ま

ず農業生産に役立てることである。作物や家畜の遺伝的多様性は育種のための貴重な遺伝資源で

ある。病害虫の天敵や花粉媒介昆虫，分解者など有益な生物は農業生産にとって重要な役割を果

している。農業生産に直接影響しない野生生物の場合は，保全すること自体が目的となる。前述した

ように，農業生態系においても間接的，予備的使用，倫理的価値によって野生生物を保全する必要

がある。一方，農耕地で野生生物を保全することは，何らかの利益につながる可能性がある。平成

12 年度に始まった中山間地域等直接支払制度では，多面的機能を増進する活動も対象とされ，休

耕田を利用したビオトープなどの事例が報告されている。このような活動や適用地域の拡大を期待し

たい。また，野生生物を保全することは，消費者に対して農産物や産地のイメージアップにつながる

かもしれない。 

このような目的の違いによって生物多様性の評価・保全のし方にも違いが生じる。そのため，第一

に目的を明確にしなければならない。農業生産に直接影響を及ぼす生物相の場合には，生物多様

性を高めること自体が目的ではない。したがって，多様性自体を評価することより，作物を取り巻く生

物群集内の生物間相互作用を通して個々の生物が作物生産に果す役割を評価することが重要であ

る。その中で病害虫防除のために天敵の働きを評価することは中心課題の一つである。そのために，

天敵の働きの評価や天敵を用いた防除法に関する研究が多数なされている。しかし，作物や病害虫，

天敵とそれ以外の生物は独立に生活しているわけではなく，生態系の中で複雑な関係をもったネッ

トワークを形成している。したがって，今後これらの生物群集全体を視野に入れた生物間相互作用

の研究が必要となる。また，これは生物多様性の機能を明らかにすることにもつながるであろう。 

一方，野生生物の保全自体が目的の場合には，生物多様性を高めるあるいは対象生物の保全に

有効な農法や立地環境を明らかにすることが重要である。個々の農家や圃場一筆の栽培管理は，

生息する生物群集に直接的・間接的に影響を及ぼす。そこで，栽培管理に関係する個々の要因が

生物多様性に及ぼす影響を明らかにする必要がある。とくに昆虫など小型生物の場合には，近くの

圃場でも栽培管理の違いによって生息する種類や密度が違うことが多い（表３）。しかし，広い空間ス

ケールで生活する生物にとって，あるいはより広い地域での生物多様性を問題にする場合には，農
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村全体など広い地域の環境条件を研究対象とすることになる。そのために，地理情報システム等を

用いて，生物の分布域や生息条件を明らかにする試みがなされている。 

 
 表３ 水田の栽培管理が昆虫群集に及ぼす影響（田中，2004 を改変） 

  栽培管理 予想される影響の例  

 耕起 耕起により歩行性の昆虫・クモが減少  

 施肥 水質の違いが水生昆虫に影響  

 除草 不完全除草が棲み場所を提供  

 栽植間隔 水面露出度がトンボの産卵に影響  

 病害虫防除 農薬により個体数減少  

  水管理 湛水期間が水生昆虫に影響  

 

１－３．生物多様性の指標 

生物多様性を評価するためには，評価の指標や基準を決める必要がある。ここでは，生態学で用

いられている一般的な指標について簡単に述べる。生物多様性というと種数の多さを考えがちだが，

一般に遺伝子，種，生態系の三つのレベルからなる階層性をもった概念である（生態系の上に景観

を加えた四つのレベルとすることもある）。遺伝子や種の多様性は直感的に捉えやすいが，生態系

の多様性はぴんと来ないかもしれない。生態系の多様性とは，異なる生態系（または生息地）には異

なる生物（種や遺伝子）が生息することを示すものである。 

このように多様性にはいくつかのレベルがあるが，その中で種の多様性が最も鍵になる。種の多

様性を表わす指標は大きく二つに分けられ，(1)種の豊かさ（species richness）と(2)個体数の均等性

（evenness）がある。種の豊かさは種数で，均等性は多様度指数で表わされる。多様度指数としてい

くつか提案されており，代表的なものにShannon-Wiener指数やSimpson指数がある。各指数の特長

や計算法は群集生態学の教科書を，使い方の注意点は伊藤・佐藤（2002）を参照されたい。 

上記のような多様度を測定するためには，対象生物の種を同定し個体数を数えなければならない。

しかし，昆虫など小型で種数の多いものでは容易でない。そこで，全種を調べる代わりに，ある特定

の生物が生息することがその地域の生物多様性を表わすという考えで，次のような指標生物が提案

されている（表４）。(1)生態的指標種。同様の環境条件に生息する生物を代表する種。(2)キーストー

ン種。生物間相互作用の鍵となる種。その種を取り除くと群集が大きく変わってしまう。有名な例とし

てPaine（1966）が示した潮間帯のヒトデがある。(3)アンブレラ種。広い面積の生息地を必要とし，その

種の生息環境を保全することで多数の種が保全される。大型肉食哺乳類や猛禽類など最上位捕食

者が該当する。(4)象徴種。美しさなどで一般の人に保護をアピールする種。(5)希少種（危急種）。昆

虫を指標種とする場合には，(1)(4)(5)の条件に当てはまるものが考えられる。また，タガメなどは(3)に

近いかもしれない。指標種を保全することが，本当に生物多様性を保全することになるか実証された

例は少ないであろう。しかし，厳密な生物多様性の評価が困難な場合には，指標種を利用すること

は実用的である。 
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 表４ 指標生物（鷲谷・矢原，1996 より作成） 

  生態的指標種 生息環境を代表する種 

 キーストーン種 生物間相互作用の鍵となる種 

 アンブレラ種 広い面積の生息環境を必要とする種 

 象徴種 美しさなどで一般にアピールする種 

  稀少種（危急種） この種を保護することで他種の環境も保護される 

 

２．水田の昆虫群集 

２－１．水田の昆虫種数 

水田およびその周辺でこれまでに行われた昆虫や節足動物に関する研究事例を紹介し，その多

様性を考察する材料としよう。水田には何種の昆虫が生息しているだろうか。水田の昆虫調査として

は，害虫と天敵に関するものがほとんどで，それ以外の昆虫も含めた調査は少ない。水田の昆虫群

集を，害虫・天敵以外のものを含めて総合的に調査したものとして，1950年代に行われた小林らによ

る先駆的な研究がある（小林ら, 1973, 1974）。徳島県の 6地区 24 筆の水田で捕虫網を用いた掬い

取り調査を行い，実に 13 目 134 科 450 種以上の昆虫（28 種のクモを含む）を採集した。掬い取り法

による調査であるため採集できる種が偏ることや未同定種があることを考慮すると，生息種数はこれ

よりずっと多いに違いない。また，山口県において矢野らのグループが水田環境の昆虫相の全貌を

捉えることを意図して，分類群ごとにより詳しい調査を行っている（矢野，2002）。詳しいデータの得ら

れた分類群について徳島のものと比較して，1000 種以上の昆虫がいると推測している。 

さらに水田には幼生期あるいは幼生・成虫期を水中で過ごす昆虫がいる。水田生態系の昆虫相

の中で，止水性水生昆虫は重要なグループである。水生昆虫はイネやその害虫，天敵と直接関係

がないものが多く，またそれらとは調査法が異なるため，研究は進んでいない。伴・桐谷（1980）は水

盤トラップと枠法を用いて水生昆虫の調査を行い，15 種を報告した。しかし，水田に生息する水生昆

虫の種数はこれよりずっと多いに違いない。たとえば，トンボは本州の水田に 31 種（上田，1998），ゲ

ンゴロウは日本の水田に 41種（松村，1998），ユスリカは日本の水田に 30種以上（矢野，2002）生息

するとされている。一地域の水田でも，筆者らは茨城県新治郡八郷町の水田で，コウチュウ目成虫

およびカメムシ目成・幼虫，トンボ目幼虫など約 30 種の水生昆虫を確認した（田中ら，未発表）。これ

に未同定のハエ目（主にユスリカ科）幼虫を加えると，かなりの種数になる。水田の昆虫相や生物相

に関する調査報告については，他の文献（松村，1998；日鷹，1998）を参照されたい。 

 

２－２．栽培管理の影響 

水田の昆虫相や生物相の全体（全種数）を捉えようという研究は重要であるが，生物多様性を評

価する目的に即した視点で調査を行うことも必要である。前述したように，農業生態系で生物多様性

を評価する目的（野生生物の保全および農業生産への寄与）のために，水田の環境条件（農法や立

地環境）が生物多様性に及ぼす影響および生物多様性が農業生産に及ぼす影響という二つの面か

ら研究事例を見てみよう。 

私たちは，栽培管理が水生昆虫群集に与える影響を調べるため，茨城県の有機水田と慣行水田

で調査を行った。用いた方法は，50cm×20cm の枠を土中に差し，その中を網で掬うというものであ

る。有機水田では慣行水田に比べて，トンボ幼虫の種数，個体数ともに多く，また有機水田Ｂではコ
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ウチュウ目成虫の種数が，有機水田Ａでは水生カメムシ類の種数が多い傾向があった（図１）。また

多様度指数は，有機水田Ｂが高く，慣行水田Ｂが低いという結果になった。この例では，有機農法の

方が水生昆虫の多様性保全にとって好ましいようにみえる。 
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しかし，これとは少し異なる結果も得られている。日鷹は，中国地方で農法の違いによる水田の生

物群集の違いに焦点を当てた精力的な調査を行った（日鷹，1990，1998；Hidaka, 1997）。有機農法

（自然農法）水田では慣行水田に比べて，ウンカシヘンチュウなどの天敵やトビムシの個体数が多か

ったが，ユスリカの個体数は少なく，そのためそれを捕食するトンボの個体数も少ないという結果が得

られた。彼は慣行水田でユスリカが多いのは富栄養化しているためではないかと考察している。また

浜崎（1999）は，同じ調査地でカブトエビも有機水田で発生が少なく，これは有機水田では米糠の施

肥によって酸性化しているためであることを見いだしている。ユスリカについてみると，私たちの調査

では，幼虫個体数は農法による明らかな違いはなかった。一方，村田（1995）は熊本県阿蘇地方の

水田における掬い取り調査を行い，有機水田は慣行水田に比べてユスリカ成虫とクモ類の個体数が

多かったという結果を示している。また同様の比較は海外でも行われており，カリフォルニアの水田

では，種数や種構成は両者で似ていたが，有機水田の方がマツモムシ類など数種の捕食者数が多

かったという報告がある（Hesler et al., 1993）。このように結果が異なったのは，有機水田であっても

土壌や栽培管理が異なり，そのため水質に大きな違いがあるためかもしれない。 

ひとくちに有機農法，慣行農法と言っても栽培管理のやり方は千差万別である。とくに有機農法で

は農家によって違いが大きく，一般論としてひと括りにはできない。たとえば，有機農法では除草に

苦心するが，水草が残れば水生昆虫にとって隠れ場所や産卵場所になるだろう。しかし，除草のた

めにアイガモやコイを放飼すれば，逆に水生昆虫は捕食によって減少するかもしれない。一方，慣

行農法においても，使う農薬の種類や散布回数によって昆虫群集に及ぼす影響は異なるだろう。農

法や栽培管理が生物多様性に及ぼす影響を明らかにするためには，それに関わる要因（表３）の影

響を解析しなければならない。 

図１ 茨城県の有機農法水田と慣行農

法水田（各２か所）における水生昆虫

の種数および 0.1m2当りの密度．７月下

旬～８月上旬のデータを示す．（田中，

2004 から引用） 
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２－３．農薬の影響 

個々の要因を解析するには，栽培管理の異なる多くの水田で調査をするか，要因を制御した圃場

実験を行うことが考えられる。多数の要因について圃場実験をするのは容易でないが，農薬の影響

については実験が行われている。大部分は天敵に対する影響を調査したものであり，天敵や殺虫剤

の種類によって影響が大きく異なるが，詳しくは田中 (1999), Tanaka et al. (2000)を参照されたい。

私たちが行った実験では，殺虫剤散布がユスリカ幼虫とともにガムシ幼虫の個体数を激減させること

が明らかになった（田中ら，未発表）。しかし，ユスリカに対する殺虫剤の影響は種間で異なり，さらに

トンボ幼虫などユスリカの捕食者にも影響があるため，殺虫剤の散布によって個体数が減る種もあれ

ば増える種もある（Takamura and Yasuno, 1986; Takamura, 1993）。農薬の影響については，ユスリカ，

トンボ，タガメ，オオコオイムシ，ヒメアメンボなどを対象として，室内での感受性試験も行われている

（表５）。それらの結果をみると，分類群や種によって感受性が異なるが，水生昆虫は他の水生動物

（魚，巻き貝，ミジンコなど）に比べて一般に感受性が高い。また薬剤の種類については，多くの殺虫

剤や一部の除草剤の毒性が高いが，殺菌剤は毒性が低いようである（田中・浜崎, 未発表）。一方，

アマガエル幼生に対する毒性の高いものは除草剤に多いという（小山, 私信）。水生昆虫には捕食

性の種が多いので，餌を介した経口毒性も考慮する必要がある。たとえば，タガメ１齢幼虫が殺虫剤

溶液に１時間暴露した小魚を１匹摂食しただけで死亡した例が報告されている（国立環境研究所，

1995）。 

 

 表５ 水生昆虫に対する水稲用薬剤の毒性   

  種  名 毒性の高い薬剤 他の結果 文  献 

 トンボ８種 BHC, スミチオン，カルバリル 殺菌剤の毒性低い 石田・村田（1992） 

 タガメ BHC，エトフェンプロックス 有機リン剤，除草剤は毒性低い 国立環境研究所（1995）

 オオコオイムシ 合成ピレスロイド系殺虫剤  昆野（2000） 

 ヒメアメンボ イミダクロプリド 水稲害虫より感受性高い 昆野（1999） 

  ヤモンユスリカ 多種殺虫剤，フェノキシ酸系除草剤 殺菌剤の毒性低い 田中・浜崎（未発表） 

 ヒメアメンボは成虫，それ以外は幼虫． 昆野（1999, 2000）は昆野（2001）より引用．  

 

２－４．農業生産への寄与 

前述したように，生物多様性の農業生産に対する寄与を評価するためには，個々の生物が生物

間相互作用を通して果す役割を明らかにする必要がある。水田生態系の生物間相互作用では，研

究のほとんどは害虫・天敵間に関するものである。それ以外の生物を含めた関係の中で，天敵とた

だの虫（害虫でも天敵でもない昆虫）の関係の重要性が指摘されている（日鷹, 1990; 桐谷, 1998，

2004; Kiritani, 2000）。害虫の少ない時期とくに作期の初期に，ただの虫が天敵の餌（代替餌）として

役立つと考えられる（Way and Heong, 1994; 田中，2003）。とくに，広食性捕食者にはこのことが当て

はまるだろう。これら代替餌が多い水田ではクモなどの捕食者が多いことを示した報告がいくつかあ

るが（日鷹, 1990; 村田, 1995；Settle et al., 1996），両者の個体数の関係や代替餌への依存度，代

替餌の種構成の影響を定量的に解析した例はなく，今後の重要課題である。さらに，これを現場で

有効な技術とするためには，天敵やただの虫の個体数を増加させるような生息地管理手法を確立し

なければならない（田中，2003）。 
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水中における相互作用では，トンボの幼虫が，ユスリカやカの幼虫，スクミリンゴガイの稚貝の捕食

者として重要であることが示唆されている（Takamura and Yasuno, 1986; 浦辺ら, 1990; 鈴木ら, 

1999）。しかし，これらの捕食者が被食者の個体群や群集の動態に及ぼす影響について定量的な

研究はない。雑草と小動物との関係では，カブトエビが水田雑草の制御に役立っていると言われて

おり（高橋, 1980），スクミリンゴガイはイネの幼苗を食害する一方で高い除草効果も持つ。ただし，こ

れらは外来生物であるため，在来生物への影響などを考慮して慎重に使う必要がある。これら以外

にも水田土壌で活動する動物は，土を攪拌することにより除草に貢献している可能性があり，今後調

査すべき対象である。 

 

おわりに 

農業生態系における生物多様性の評価法として確立されたものはまだないが，現時点で考えられ

る指標昆虫の候補とその調査法について簡単に述べる。水田は代替湿地としての役割が重要視さ

れており，水生昆虫はその重要な構成員である。水田に生息する水生昆虫の中で主要なグループ

には，トンボ目，コウチュウ目，カメムシ目，ハエ目などがある。トンボではイトトンボ類，シオカラトンボ，

アカネ類（アカトンボ）が，コウチュウ目ではゲンゴロウやガムシが，カメムシ目ではアメンボ，コミズム

シ，タイコウチなどが，ハエ目ではユスリカが水田で多く見られる。 

ここで個々の水田の環境指標とする場合と，生態系や農村など広い地域の環境を考える場合とで

は，適当な対象種や調査法が異なるであろう。まず，個々の水田を対象とする場合を考えてみよう。

この場合には，確かにその水田に生息している（あるいは発生した）ものでなければならない。したが

って，水中にいるものを調査するのが妥当である。トンボやユスリカは，成虫の方が調査も同定も容

易だが，幼虫を調査するのが望ましいことになる。調査法は水中や土の表面を網で掬うのが基本で

ある。また，対象によっては水中ライトトラップの利用が有効であり，今後効率的，省力的な調査のた

めに有効なトラップの考案が期待される。 

上記のグループはいずれも栽培管理が種数や個体数に影響した例が知られており，したがって

指標昆虫となりうる。どのグループを選ぶかは，地域や時期によって違うだろう。これらの中で，トンボ

はよく目立ち同定も比較的容易であることから，指標昆虫として有力な候補である。ユスリカは，成虫

も幼虫も多くの捕食性節足動物の餌になり，また食性も植食性，肉食性，デトリタス食性と様々であり，

さらに種構成や個体数が水質などの影響を受けやすいため，指標生物としての価値が高い。ただし

同定が容易でないので，モニタリングのための指標昆虫として適しているとは言い難いが，研究場面

では有効なグループとなりうる。 

一方，広い地域を対象とする場合には，成虫だけを対象としたり，トラップを用いるなど効率の良

い調査法を考える必要がある。また少数の指標種に的を絞った調査も検討すべきである。たとえば，

その地域に特徴的な種や希少種などが候補になる。さらに，広い地域では，栽培管理だけでなく，

生息場所の空間的配置が重要である。水田の湛水期間は限られており，年間を通して水田だけで

生活できる水生昆虫は少ない。たとえばトンボでは，本州の水田で記録された 31 種のうち，水田だ

けに生息する種はおらず，水田に生息するトンボはすべてため池でも生息する（上田, 1998）。さらに

成虫期には羽化・繁殖場所から離れる種もある。したがって，止水性水生昆虫の保全にはため池を

ふくめた生息場所の保全と空間配置を考慮することが不可欠となる。 

農業生態系における生物多様性の評価法を確立するためには，データが決定的に不足している。

広範な生物を対象とした網羅的な調査より対象を絞ること（狭く），様々な栽培・立地条件での調査が
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数多くなされること（広く），生物間相互作用をより深く理解すること（深く），が必要である。そしてたと

え断片的であっても結果が発表され，データが集積されることが重要である。 
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