
水田農業と生物多様性の関係を探る
Clarifying the Impact of Farming Activities on Biodiversity in Rice Paddy Landscape 

水田生物多様性リサーチ・プロジェクト
Research Project for Biodiversity in Paddy FieldsResearch Project for Biodiversity in Paddy Fields

わが国の農村環境の中核をなす水田およびその周辺域を対象に、生物多様性の保全・管理に資する農業活動を提案することを目的として、
農法や景観構造と生物多様性との関係を解明するとともに、人間活動の変化が生物多様性に及ぼす影響の予測に取り組んでいます。

Our research is directed toward clarifying the biodiversity in rice paddy landscape which include not only paddy fields but also adjacent Satoyama ecosystems, 
semi-natural grassland and woodlands, and to proposing agricultural activities that contribute to the conservation and management of biodiversity.

農法が生物多様性に及ぼす影響 Clarifying the relationship between agricultural practices and biodiversity
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農薬利用等が異なる農法間で水田の生物相を比較した結果、慣行農法より有機農法の方が生物相が豊かなこと、その差は地域により異なることが明らかになりました。
Agricultural practices, chemical material use and so on, affected on species abundance in paddy rice fields, but the degree of the effect is different between regions (landscape).

農法によるアカネ属トンボ類の個体数の相異
Effects of chemical use on abundance of dragonfly (Sympetrum sp.)

農法によるアシナガグモ類の個体数の相異
Effects of chemical use on abundance of spiders (Tetragnatha sp.)

×
1
m
）

採
り
４
回

）

■抜け殻 （幼虫）

■成虫

ナツアカネ トガリアシナガグモ

ORG CONV ORG CONV ORG CONV ORG CONV
0

10

20

Site A         Site B          Site C         Site D
ORG CONV ORG CONV ORG CONV ORG CONV

0

5

10

Site A         Site B          Site C         Site D

農地周辺の管理が育む生物多様性 Clarifyingtheeffectof farmlandmanagementonbiodiversityconservation

CONV：慣行農法

（conventional  agr.）
ORG：有機農法

（organic agr.）
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農地周辺の管理が育む生物多様性 Clarifying the effect of farm land management on biodiversity conservation

農業生産に伴う農地周辺の適度な管理や利用が、半自然草原など、様々な生物にとっての良好な生息空間を維持していることが生物相調査から明らかになりました。
Some agricultural practices, cutting and using grasses around fields, are keeping suitable habitats (e.g , semi-natural grassland and so on)  for many species.

谷津田のすそ刈り草地
Traditional verge meadow around Yatsu paddy
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茶草場
Backyard grassland for tea production

カワラナデシコ キキョウ

田面が日陰になるのを防ぐため
の草刈りにより維持された草地

The periodic cutting grass on 
the slope adjacent to paddy 
fields is keeping plant diversity.
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茶の品質維持のため茶園に投入

する茅を採取する草地
Using grasses to keep quality 
of tea leaves is keeping biodiversity.

多くの里山の植物種が生育

ツリガネニンジン ササユリ

オカトラノオ ホトトギス

生物多様性に影響を及ぼす景観の違い Classification and comparison of rural landscape and biodiversity in national scale

調査情報システムRuLISの景観タイプ区分
Classification of paddy landscape by RuLIS (Rural Landscape Information System)一口に水田と言っても、その立地や周辺環境（景観構造と呼びます）により、農法

や生物相が異なります。そこで全国の景観構造をあらかじめ分類し、それらの相
異を比較検討するための調査情報システムRuLISを開発しています。

We are developing the RuLIS (Rural Landscape Information System) to analyze the 
relation between agriculture and biodiversity according to landscape structurerelation between agriculture and biodiversity according to landscape structure. 

様々な水田景観 Paddy landscape types in Japan

平地水田
paddy on flat plain
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谷津田
Yatsu paddy in narrow valley

棚田
Terraced paddy on mountain foot

Japanese land was divided into 60 classes of landscape on a 1-km grid by using national GIS database.
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