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１．はじめに 
 2002 年３月に決定された新・生物多様性国家戦略（環境省自然保護局、2002）では、わ

が国の生物多様性は、今日３つの危機に直面しているとされる。「開発・過剰利用・汚染

等の人間活動に伴うインパクト（第１の危機）」、「里山の荒廃、中山間地域環境の変化

等の人間活動の縮小や生活スタイルの変化に伴うインパクト（第２の危機）」、「移入種

等の人間活動によって新たに問題になっているインパクト（第３の危機）」である（環境

省自然保護局，2002）。農村地域では、これら３つのインパクトのいずれもが大きな問題

となっている。都市化・土地改良・化学物質使用などの影響、里山や農耕地の利用・管理

の放棄、外来種や栽培種の逸出による脅威などである。その結果、かつては農村で普通に

見られた身近な生き物、たとえば多くのほ乳類や鳥類、メダカなどの魚類、タガメ、ゲン

ジボタル、オオムラサキなどの昆虫類、キキョウやオミナエシなどの植物などが減少し、

絶滅危惧種にランクされたものも少なくない。 

このような中、農林水産省では、平成 17 年 10 月、新たな食料・農業・農村基本計画に

対応した「農地・水・環境保全向上対策」を発表し、我が国農業生産全体の在り方を環境

保全を重視したものに転換していくことを求めている。化学肥料、化学合成農薬を大幅に

低減する取組、すなわち環境保全型農業への転換を支援するとともに、農地・農業用水等

を生産資源としてだけでなく生物相保全をはじめとする環境資源として位置づけ、それら

の資源の適切な保全管理の重要性を指摘している。また、農業環境をめぐる国際的な指標

作り（OECD）において、生物多様性が重要な指標の一つとして議論されており、環境保

全型農業への転換や農地等の適切な管理が国際的にも求められつつある。 

では、農村地域において豊かな生物相をはぐくむためには、どのような考え方、どのよ

うな手法が必要なのであろうか。ここでは井手（2006）にしたがい、農村の景観構造に注

目した研究成果を通して今後の農業のあり方を考えてみたい。 

 

２．農村地域の自然と景観構造 

 「里地里山は、国土の４割を占める。水路やため池、里山林や田畑など、人間と自然の

かかわりがつくり出した変化に富んだ自然環境をもつ里地里山は、絶滅危惧種の５割が生

息する生物多様性のうえで重要な地域である。」と、2002 年３月に決定された新・生物多

様性国家戦略（環境省自然保護局，2002）で指摘している。 

里地里山、すなわち伝統的な農村地域では、水田、畑地はもとより、雑木林や植林地、

草地など、様々な緑地が各々の農村の自然条件に応じて配置されていた。例えば、関東地

方の台地農村では、かつて、集落の背後に畑地が、その背後に林野が配され、ムラ－ノラ

－ヤマという緑地配置が見られた。このような伝統的な農村における様々な景観構成要素

の配置、すなわち農村におけるビオトープの結合様式が、生物相を保全する上で望ましい



農村環境の姿ときわめて近いとされている（守山，1997a）。 

ここでいう「ヤマ」とは、地形学的な意味での「山岳」を表す言葉ではない。薪炭採取

や採草のために利用されてきた「林野」を意味し、今日盛んに用いられている「里山」に

共通する概念である。里山は、水田とならんで農村緑地の代表格として関心を集めている

が、その言葉の意味は必ずしも統一されていない。一般に「里山」と「雑木林」を同一視

するむきもあるが、本来の意味は「雑木林（落葉広葉樹二次林）」など特定の樹種を意味

する概念ではなく、「奥山」に対する空間的概念である。また、里山の利用方法は必ずし

も森林ばかりではなく、歴史的には焼き畑や採草地など非林地を含む（山本，2001）。し

たがって、里山は「人里近くにある二次林や二次草原などの二次的自然（武内，2001）」

と定義することが出来る（図１）。里山にも伝統的な配置があったことが知られている。

寒冷地の山地農村では、集落居住域から近いところには日々の飼料を採取するための夏草

場が、田畑付近には刈敷き場、集落居住域から離れた丘陵地の稜線付近には火入れによっ

て維持された広大な入会草地（冬草場）が形成されていた（上野，1955）。 

 

    

 
このような里地里山の自然の生態学的な特徴は、農林業などの人間活動により常に攪乱

されており、その攪乱からの回復を前提とした動的平衡状態にあると言われる（守山，1992）。

農村地域をみわたすと、強く攪乱された場所や攪乱されていない場所、最近攪乱を受けた

場所や攪乱からの回復途上にある場所まで、発達段階の異なるパッチがモザイク状に分布

する。こうした農村の景観構造にみられる土地利用の中の空間的なモザイク性と人間の働

きかけを背景とした時間的なモザイク性が、動的平衡状態に影響を及ぼす。空間的なモザ

イクの典型例は、小規模でパッチ状に散在する樹林地や谷津の谷頭に作られたため池など  
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図 伝統的な里地（農村）、里山の構造（山本(2001)を武内(2001)が改訂） 
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図２ 植生図（自然環境基礎調査）による都市，農村，山岳の空間的なモザイク性の比較 

である。農村地域では、水路やため池、里山林や田畑など様々な緑地が農業生産上の必要

性から組み合わされており、都市域や山岳部に比べて空間的なモザイク性が非常に高いと

いう特徴をもつ（図２）。一方、時間的なモザイクの典型例は、雑木林での周期的な伐採・

更新や下草刈り、採草・放牧地や水田畦畔での刈り取りや火入れ、水田での耕起、田植え、

稲刈りなどである。時間的なモザイクを形成する攪乱は、もちろん自然状態でも起こるが、

人間の働きかけによる攪乱は、周期性があり攪乱の規模も揃っているという特徴がある。  

 

３．農村の景観構造の変化と生物相 

１）農村の景観構造の変化 

井手（1995）は、伝統的な農林地利用の過程で生じる周期的な攪乱とそれに伴う景観構

造の変化が農村空間のモザイク性と生物の多様性を高めてきたが、1960 年代以降の農業・

農村の変容は、伝統的な周期的変化とは異なる側面を持つことを指摘している。その異な

る側面とは、第一に、管理放棄される場所と集約的に利用される場所の二極分化が進み、

時間的なモザイク性が失われつつあること（生息空間の均質化）であり、第二には、生物

生息空間の孤立化の程度が増して、攪乱からの回復過程で周辺から生物種が供給されにく

くなってきたこと（生息空間の消失・減少と分断化）である。農村地域において自然環境

の復元を進めるためには、このような景観構造の変化を的確に評価することが重要である。 

 

２）農村景観の変化が生物相に及ぼす影響 

こうした生物生息空間の変化は、当然のことながら、そこに生息する生物に大きな影響

を及ぼしている。生息空間の消失・減少と分断化が生物相を激減させることはもちろんで

あるが、生息空間の均質化、すなわち時間的なモザイク性の喪失は、半自然草地や若い二

次林などの遷移の途中相を利用する生物種の生息を困難にする。 

山本（2005）は、茨城県南部の谷津田地域において、水田とその周辺の緑地の組み合わ

せ、すなわち谷津環境の景観構造が生物相に及ぼす影響を解明するため、谷津田周辺の植

生調査とチョウ類のルートトランセクト調査を実施し、その結果を田面の整備状況（水路

の改修、団地単位の圃場整備、農家自身による町直し（畦を排除して複数区画を一区画に

まとめること））や、田面の土地利用、水田周辺の畦畔やのり面の管理状況などとの関係か
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図３ 谷津田における景観構造の変化が生物相に及ぼす影響の模式  
 

 

Y=0.0026X1*+0.0023X2*+839

X1:水田面積、X2:森林面積 （R2値:0.62、*:p<0.05）

１９７６年 １９９７年

Y=0.0026X1*+0.0023X2*+839

X1:水田面積、X2:森林面積 （R2値:0.62、*:p<0.05）

Y=0.0026X1*+0.0023X2*+839

X1:水田面積、X2:森林面積 （R2値:0.62、*:p<0.05）

１９７６年 １９９７年

図４ 利根川中下流域谷津田景観における水田と森林の境界長の推定  
 
ら解析していた。そのため調査ルートを両側の緑地配置に基づいて区分したセグメントを、

草本群落のタイプや農道のタイプによって類型し、チョウ類の出現種数を幼虫・成虫の利

用環境に着目して比較した。その結果から、広葉樹林、乾性高茎草本群落、水田（作付け）

の割合が高いセグメントでチョウ類の出現種数が多く、とくに草原性、林縁性チョウ類の



種数が顕著に異なること、水系網の改変程度に伴う水田周辺草地の管理程度の違いがチョ

ウ類の生息に強く影響していることを示した(図３)。このような水田と森林が接する谷津

田の景観構造は、チョウ類以外の動物にとっても重要な生息空間であることが示されてい

る（例えば守山，1997b）。また、草本植生の種の豊かさの意味からも、谷津田に接する下

部谷壁斜面下端が重要であることが示されている（北川ら，2004）。 
このような水田と森林が接する谷津田の景観構造は、谷底の水田と谷壁の森林並びに谷

壁下部の「のり面（草地）」が適切に管理されることによって維持されている。それらの土

地が開発により都市的土地利用などに変化したり、耕作放棄などに伴って草刈りや水稲作

が停止されると景観構造そのものが変容し、生物生息空間の均質化や消失につながる。 

図４は、こうした景観構造を指標するものとして水田と森林が接する境界長を選び、そ

れがどのように変化しているかを、利根川中下流域を対象に３次メッシュ単位で推定した

ものである。この推定は、農業環境技術研究所で構築中の RuLIS（Rural Landscape 

Information System：景観・植生調査情報システム、井手ら，2005）より「中下流域台地谷

津田景観（クラス 67）」に属するメッシュを抽出して、水田と森林の境界長を土地利用面

積から推定するモデルを作成し（図４脚注）、得られたモデルを 1976 年時点と 1997 年時点

の国土数値情報に適用したものである（楠本ら，2006）。図は各年次について統計的な手法

により３つのランクに分けて示しているが、最近の 25 年間で、チョウ類の生息に適した「水

田－のり面－森林」の組み合わせからなる景観が顕著に減少していることがわかる。 

 

４．農村景観のモザイク性を前提とした管理やゾーニング 

 農村の二次的な自然の特徴やそれを支えてきた景観のその後の変容による生物相の変化

を考慮すれば、農村での生物相保全にあたっては、時間的なモザイク性と空間的なモザイ

ク性の両方を活かす考え方、シフティングモザイクによる保全の考え方が重要である。す

なわち、先に述べたような部分的な攪乱による時間的なモザイクが、場所を移動しながら

形成され、全体としてみた場合の姿は継続されるという仕組みである。 

たとえば、急増する休耕田や放棄水田を取り込んだ希少種（タコノアシ）の保全につい

て、次のようなローテーション管理が提案できる（大黒，2000）。すなわち、水稲作付け田

や調整水田（水を張った休耕田）、放棄水田がモザイク状に分布する景観の中で、放棄水田

のタコノアシ群落（タコノアシは陽当たりがよく土壌が十分にしめっている立地に生育。

放置すればヨシやセイタカアワダチソウが優占することにより消失の危険性大）を維持す

るために、放棄水田を一定の間隔で水田に戻し、一定期間の後に休耕状態に戻すなどして、

耕作する水田を地区内でローテーションさせるというものである。そうすることで、つね

に地区内のどこかでタコノアシの生育地が出現し、埋土種子を起源とする群落が維持され

る。こうした管理やゾーニングの方法は、周期的な攪乱を背景として成立する他の生物群

集にも適用可能と思われる。 

こうした休耕・耕作放棄水田に成立する植物群落タイプについて、楠本ら（2005）は、

自然立地単位と明確な対応関係が示せない植物群落タイプの成立要因を管理履歴との関係

で明らかに出来ることを示した。とくに、休耕後の耕起の頻度と引水管理による土壌水分

レベルが群落タイプの成立に影響を与えている（図５）。このうちタコノアシが生育する群

落タイプは「①水湿植物優占タイプ」に相当し、３年に１回程度耕起される谷津田に多く  
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図５ 休耕・耕作放棄水田における植物群落タイプと管理履歴との対応模式図（楠本ら，2005） 

 

含まれる。一方、低平地の圃場整備が進んだ水田の放棄地でも、適度な引水と１～２年に

１回程度の耕起がなされていれば「③飽水適応型雑草タイプ」が成立し、多年生の湿性草

本群落が維持されることから、これを基本とした水稲作付、調整（水張り）、休耕等のロー

テーション（大黒，2000）を設定し、一定範囲の地区内で生育地の保全を目指すことが可

能と考えられる。 

 

５．おわりに 

以上のように、農村地域における豊かな生物相は、伝統的な農村の景観構造が持つ空間

的または時間的なモザイク性の高さによってはぐくまれてきたといえる。すなわち、田畑

だけではなく、水路やため池、それらの周辺の刈取り草地、採草地や里山林など様々な景

観要素が、農林業生産の必要性から組み合わされて配置され、それらが周期的に攪乱を受

ける、つまり農林業を通じた適切な管理が行われることによって農村の二次的な自然が支

えられてきた。したがって、農村の豊かな生物相を守り育てていくためには、田面や里山

林など個々の景観要素を個別に保全・管理するだけではなく、それらの組み合わせを維持

するような計画的な土地の利用・管理が求められる。しかしながら、今日、農業者人口の

減少や高齢化が進み、農村の景観や生物相を保全するための農林地の管理を農家などの土

地の所有者のみに期待することは困難である。そのため NPO など市民の参画が盛んに試み

られているが、それも大都市周辺に偏在していて遠隔地で過度に期待することは望めない

であろう。ましてや人口が減少局面を迎えた今日、伝統的な農村で行われていたような周

期的な攪乱を国土の４割を占める里地里山で実施することはできない。シフティングモザ

イクの考え方に基づき、効果的かつ効率的に時間的なモザイク性と空間的なモザイク性の

両方を活かす方策が求められる。それを実現するためには、どこを、いつ、だれが、どの



ように管理すれば農村の豊かな生物相を守り育てることが可能となるかを早急に解明する

必要がある。 
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