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６．水田の生物多様性を改善する方法  

 ここでは、環境に配慮した農業の取組による保全効果が期待より低かった場合に、取組を改善

するための具体的方法について解説する。この改善方法は、生息する生物の種類や地域によって

変わるため、まず全国共通の改善方法を示し、その後、調査地域別の改善方法を解説するので、

地域ごとに両方を参照していただきたい。 

 なお、前述したとおり、ここで解説されるクモ類、トンボ類、水生昆虫類、カエル類は旧マニ

ュアル（農業に有用な指標生物による評価）の指標生物と共通する。したがって、旧マニュアル

を用いて水田の調査・評価を実施した場合でも、これらの指標生物に関して取組を改善したい場

合は、ここで解説する方法を活用できるので参照していただきたい。 

 

（１）全国共通の改善方法（北海道と沖縄を除く） 

１）水田の生物多様性を改善する方法（全国版） 

 本節では、本州の平野部水田の生き物をより豊かにするために役立つ、三つの大切なメッセー

ジ（ア～ウ）を伝えたい。 

 

ア．有機栽培・特別栽培・慣行栽培のうち、生物多様性に優しい栽培方法はどれか？ 

 図 42の通り、最も多様な生きものを守れるのは有機栽培である。植物、クモ、トンボ、カエル、

ドジョウなど多くの生き物を増やすことが期待できる。特別栽培も、有機栽培ほどではないにせ

よ、植物、トンボ、クモを増やすことができる。一方、慣行栽培ではアマガエルだけが多い。こ

れらの仕組みは、後半の２）で解説する。 

 

 
図 42．有機栽培・特別栽培・慣行栽培の水田に多い生きもの 
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イ．特別栽培や慣行栽培では生物多様性を守れないのか？ 

 特別栽培や慣行栽培でも、工夫次第で生物多様性を守れることがわかっている。その方法を、

図 43にまとめた。本田では、化学合成除草剤や育苗箱殺虫剤の使用回数を減らすか、冬期湛水を

行うことが有効である。畦畔では、畔の刈取り頻度を 2～3回程度にするか、地際の草を少し残し

て刈ることでカエル類の棲みかとなる。水路では、水田魚道の設置によってドジョウなどの魚類

が水田に遡上できる。そしてこれらの取組みを広域的に（集落単位等で）実施することで、食物

連鎖の上位にいるサギ類などの鳥類を増やすことも期待できる。 

 

 

図 43．水田の生き物を増やすための方法一覧 
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ウ．有機栽培・特別栽培では収量が減ってしまうのか？ 

 確かに、有機・特別栽培のほ場では慣行栽培より収量は減ってしまう傾向にある。実際に生き

物調査を実施したほ場の農家に聞き取り調査を行った結果、以下の特徴がみられている。 

 

慣行栽培：10a あたり平均収量は最も高い（517.8kg）。化学合成農薬の平均散布回数も最も多い

（本田除草剤 3.3 回、畦畔除草剤 0.9 回、本田殺虫殺菌剤 2.5 回）。78%のほ場で育苗箱に殺虫

殺菌剤を施用している。32%のほ場で麦・野菜への輪作・裏作を実施している。2%のほ場で冬期

湛水を実施している。 

特別栽培：10aあたり平均収量は慣行栽培と有機栽培の間である（455.5kg）。化学合成農薬の平均

散布回数は慣行栽培よりも低い傾向にある（本田除草剤 2.4 回、畦畔除草剤 0.2 回、本田殺虫

殺菌剤 0.6 回。特に殺虫殺菌剤の散布回数が低い）。29%のほ場で育苗箱に殺虫殺菌剤を施用し

ている。42%のほ場で麦・野菜への輪作・裏作を実施している。14%のほ場で冬期湛水を実施し

ている。 

有機栽培：10aあたり平均収量は最も低い（361.7kg）。認証基準上、化学合成農薬・肥料は一切使

用していない。一方、畦畔の機械除草回数は最も多い（3.7回）。3%のほ場で麦・野菜の輪作・

裏作を実施している。29%のほ場で冬期湛水を実施している。 

 

 ただし、収量の差がすぐに収入の差となるわけではないことも申し添えておきたい。有機栽培

米は、慣行栽培米より高い価格（平成 15年の調査では、全国平均で慣行の 1.8倍）で販売される

（農林水産省大臣官房統計部 2009）。特別栽培米（有機栽培以外の環境保全型栽培米）は銘柄に

よる違いが大きく、慣行栽培米と同等かやや高い価格となる（農林水産省大臣官房統計部 2009）。

一方、有機栽培における課題は労働時間の増大であり、しばしば労働力自体に制限があるため、

取組の拡大を困難にしている（農林水産省生産局 2018）。いずれにしても、生産物に高い付加価

値を付与できるほど、販売価格を上げることで、収入の向上が期待できる。この付加価値として、

生き物が活用されている事例を紹介する。 

 例えば、生き物の保全を売りにした「生きものマーク米」は、慣行栽培米よりも約 700 円/5kg

高い価格で販売されている（林・田中 2011）。また、本マニュアルの基礎となる生き物調査を実

施した兵庫県豊岡市における「コウノトリ育む農法」の取組は、生物多様性を活用したブランド

化の成功例として知られている（矢部・林 2015）。このような生産物に対する付加価値の付与の

ために、本マニュアルを活用していただきたいものである。実際に、旧マニュアル（農業に有用

な指標生物による評価）を用いた生き物調査を実施して、評価結果のシールを生産物に貼付して

販売している営農団体（三重県御浜町）もある。 

 

２）生き物のグループ別に見た保全に有効な農法の取組み 

 これ以降では、生き物のグループ別にもう少し詳細な分析内容・結果を紹介する。図 42・43は、

全国６地域のデータを統合的に分析した結果にもとづいている。分析対象種は、本州を中心に比

較的広い範囲に生息する９つの生物群である（図 44）。 
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図 44．分析対象とした生き物のグループ 

 

 以下に、生き物に対する栽培方法と個別の農法の影響と、その結果から推奨される改善方法を

各生物グループごとに解説する。 

 

① 植物 

 本田における植物の種数は、有機栽培＞特別栽培＞慣行栽培である。主な理由は、本田除草剤

の毒性の違いであり、急性毒性が低いほ場ほど種数が多い。なお、この傾向は、植物の総種数で

も環境省レッドリスト掲載種の種数でも変わらない。 

 

② クモ（アシナガグモ属） 

 アシナガグモ類の個体数は、有機栽培＞特別栽培＞慣行栽培である。主な理由は、まず育苗箱

施用殺虫剤の使用の有無であり、使用しない水田でクモが多い。殺虫剤を使わないことで、エサ

となる水生昆虫、特に水田から発生するユスリカ類やハエ類の数が増え、クモの数も増えると考

えられている（農業環境技術研究所 2012, Takada et al. 2014）。また、冬期湛水を実施する水

田でもクモが多い。こちらもエサの増加が主な理由と考えられる（Takada et al. 2014）。 

 

③ トンボ（アカネ属） 

 アキアカネやノシメトンボなどアカネ属の個体数は、有機栽培＞特別栽培＞慣行栽培である。
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個別の農法の中では、輪作・裏作の有無が強く影響し、これらを実施しない水田でトンボの数が

多い。アキアカネはイネ収穫後の水田の浅い水たまりに卵を産み、それらが翌春、水田に水がは

る頃にふ化する。そのため、前年の秋から春にかけて畑地に転換する輪作・裏作ほ場ではアキア

カネの発生が難しくなる。次に、トンボに対する毒性の強い育苗箱施用殺虫剤を使用する水田で

は数が少ない。一部の殺虫剤は、アカネ類に対する毒性が強いことが知られている（神宮字ら 

2009）。 

 

④ 水生昆虫（ゲンゴロウやガムシなどの水生コウチュウ類）の幼虫 

 水生コウチュウ類（幼虫）の個体数は、慣行・特別・有機栽培の間に明確な差は見られないが、

冬期湛水を実施するほ場では個体数が多い。これらの昆虫類は、水田の休閑期や落水期には、た

め池など水田以外の淡水域を生息地として利用している。冬期湛水田は、新たな生息地の一つと

して保全に寄与していることが示唆される。 

 

⑤ ダルマガエル・トノサマガエル 

 ダルマガエル類の個体数は、有機栽培で最も多く、慣行栽培と特別栽培では少ない。個別の農

法では、畦畔の機械除草回数が 3 回程度の水田で個体数が最も多い。一定の植生を保持する畦畔

は、カエルのエサを取る場所（Hirai and Matsui 2000）あるいは休息場所として機能していると

考えられる。 

 

⑥ ニホンアマガエル 

 ニホンアマガエルの個体数は、慣行栽培に多い。これはダルマガエルやドジョウなど競争者・

捕食者が少ないことが関係しているかもしれない。また個別の農法では、畦畔の草丈が 20cm程度

の水田で個体数が最も多い。アマガエルにとっても、一定の植生を保持する畦畔は、エサを取る

場所（Hirai and Matsui 2000）あるいは休息場所として重要である。 

 

⑦ ドジョウ 

 ドジョウの個体数は、有機栽培で最も多く、慣行栽培と特別栽培では少ない。個別の農法では、

輪作・裏作を実施しない水田でドジョウの数が多い。水路から水田に入ってきたドジョウの一部

は、水田の湿った泥の中で越冬するが、輪作・裏作によるかく乱・乾燥化によって生存が難しく

なってしまうと考えられる。 

 

⑧ 水鳥類 

 水鳥類は種数・個体数ともに、慣行栽培と保全栽培（特別栽培＋有機栽培）の間に明確な差は

見られない。原因としては、有機栽培水田の実施面積の少なさや、特別栽培の（ドジョウやカエ

ル類に対する）保全効果の小ささなどが考えられる。ただし、ダイサギなど一部の種に限定すれ

ば、多くのドジョウが捕れる有機水田に集まることが報告されている（片山ら 2015）。 
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⑨ 陸鳥類 

 陸鳥類でも種数・個体数ともに、慣行栽培と保全栽培（特別栽培＋有機栽培）の間に明確な差

は見られない。原因としては、陸鳥類の多くは水田の畦畔を利用することも多いが、主な生息地

である畑地等の在り様により大きな影響を受けていることが考えられる（農業環境技術研究所 

2008, 2016）。 
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（２）秋田県、山形県、福島県（会津盆地） における改善方法 

平成 29年農林水産統計（農林水産省）によると、全国の耕地面積（田畑計）444万 4000haの

うち 54％が田、6％が樹園地として利用されている。例えば山形県でこれらの農地が耕地面積に

占める割合は田が 75％、樹園地が 9％であり、全国と比べて田や樹園地が耕地面積に占める割合

が大きい。また本地域は日本海側気候に属しており、冬と夏の寒暖の差が大きいこと、冬の降雪

量が多いことなども特徴である。これらの地域の水田で生物多様性を改善する方法として、①サ

ギをはじめ、②魚類、③カエル、④水生コウチュウ、⑤トンボ、⑥クモ、⑦植物まで、各生物群

別に考えられる保全の方法を以降の段落にまとめた。これらの生物を保全することで、結果的に

水田全体の生物多様性の改善に繋がるだろう。 

 

① サギ 

本地域の水田ではアオサギ、ダイサギ、ゴイサ

ギ、アマサギ、チュウサギなどのサギが見られ、

環境保全型水田が比較的多い区域で多い傾向が

ある。これらのサギは樹上に集団で営巣する（図

45）が、営巣時期のうち６～７月はサクランボや

ブドウなどの果樹の栽培時期と重なる。樹園地で

はロケット花火や爆音器などを用いて鳥害を防除

することがあるが、その際の大きな音が営巣の妨

げになる可能性がある。また、周囲から見えにく

い浅い開放水面（例えば田面の空きスペースやヨシ・笹やぶに囲まれた池沼など）が休息場所や

ねぐらとして利用される。繁殖期のサギにとって水田は主要な餌場の一つである。餌としてオタ

マジャクシやドジョウを好むが、特にアマサギは昆虫も良く食べる。これらのことから、営巣地

やその周辺環境の保全や、水田に餌生物を増やす試みなどがサギの保全へとつながると考えられ

る。 

 

② 魚類 

本地域の水田でもドジョウが多くみられる。サギの餌として

ドジョウは重要である。田んぼは米だけでなく，多様な生物を

育む場所である。水田の魚たちは営農歴と深く結びついて生息

している。これからも彼らとの共生を図るためには，現状の営

農環境を急に変えないことが大事である。これらの魚たちは、

本地域においては農法よりも水管理の方法に強く影響を受け

る傾向があるため、特に水管理に関する作業について注意が

必要である（図 46）。 

 

 

図 45. アオサギのコロニー 

水田の水管理 

中干しの開始時期や期間の変更 

水環境の変化は生息数を減らす

要因となる。 

図 46.魚についての注意事項 

水路の維持管理 

泥上げ（堰上げ）の強度の変更 

徹底的な土砂の除去は住み場所

を減らす要因となる。 
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③ カエル 

本地域の水田で見られる主なカエルはニホンアマガエルやニ

ホンアカガエル（以後アカガエル、図 47）であり、このうちア

カガエルは山形県版レッドリストで準絶滅危惧 IB類（近い将

来における野生での絶滅の危険性が高いもの）に分類されてい

る。これらのカエルが環境保全型水田で多い傾向はないが、特

にアカガエルにとっては整備が行き届いたほ場ほど生息に厳し

い環境だといえる。例えばアカガエルは屋敷林や河川林の落ち

葉の下などで越冬するが、春になり繁殖期を迎えると水田など

の水辺に移動する。幹線道路や U字溝などの流速の早い水路

（図 48）がその際の障害となることがある。これらの障害は手

を加えることで改善が期待できる。例えば U字溝に木製やコン

クリート製の蓋をすることで産卵数が増える（川嶋 2007）、

休耕地が生息地となり周辺の水田にアカガエルが増える（大

澤, 勝野 2001）などの報告があることから、水路に何らか資

材を用いて覆いや橋渡しをすることや、休耕地を活用することで、水田のカエルの保全につなが

ると考えられる。 

 

④ 水生コウチュウ 

本地域の水田で特に普通に見られる水生コウ

チュウはゴマフガムシ類（図 49）およびコガム

シで、このうちゴマフガムシ類は慣行水田より

も有機水田で多く見られる。これらのガムシ類

の成虫と幼虫は５月～７月に水田の水中で過ご

すことから、この時期に使用される農薬の影響

を受けることが懸念される。実際に、ある種の水稲用除草剤

はガムシ類に悪影響があることが報告されている（石橋, 伊

藤 1981）。また、ゴマフガムシ類の幼虫はアオミドロなどの

藻類にまとまって発生し（Minoshima and Hayashi, 2015）、

アオミドロは水稲用除草剤によって悪影響を受けることが知

られている。これらのことから、水稲用除草剤の種類や使用

量に注意することで、これらのコウチュウ類の保全につなが

ると考えられる。また、ガムシ類は畦畔際の雑草に産卵する

（図 50）ため、例えば除草回数を低減して畦畔際に雑草をあ

る程度残しておくことも（神宮字，露埼 2008）有効だろう。 

 

 

図 48.流速の早い水路 

図 49.ゴマフガムシ類の成虫（左）と 

幼虫（右） 

 

図 50.コナギの葉に産み

付けられたコガムシの卵

図 47.ニホンアカガエル 
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⑤ トンボ 

本地域の水田で６月下旬から７月上旬にかけて羽化するトンボの多くはアキアカネで、環境保

全型水田で慣行水田よりも多く羽化する傾向がある。アキアカネの発生には農薬（（１）全国共

通の改善方法を参照）や中干しが影響する。例えば中干しにより田面が乾燥すると、トンボのヤ

ゴは減少する（若杉 2012）。これらのことから農薬以外

にも、中干し時期に注意することが、アキアカネの保全

につながると考えられる。実際に兵庫県のある水田地帯

では、ヤゴなどの水生動物の保護のために中干し開始時

期を慣行栽培より約３週間遅らせる取り組みを実施して

おり、一定の成果を上げている（松島 2010）。山形県で

もヤゴの羽化がピークを過ぎてから中干しを実施する水

田ではアキアカネが多く羽化する（図 51）。 

 

⑥ クモ 

6月から７月の水田で朝露に濡れてきらめくクモの巣

（図 52）の多くはアシナガグモ類のものである。アシナ

ガグモ類は本地域の水田でごく普通に見られるクモで、

栽培方法ごとの発生傾向やその保全方法は全国と同様で

ある（（１）全国共通の改善方法を参照）。餌生物の発生

を促す手段としては、例えば中干しの程度を軽くする

（完全に干上がらせない）ことでユスリカ類の発生は促

進される（村田,1995）。また、マルタニシ（いわゆる田

んぼのタニシ）（図 53）を水田に放飼すると、ユスリカ類

などの水生生物の数が増えるという報告もある（Dewi et 

al.,2017)。マルタニシは山形県では絶滅危惧Ⅱ類（絶滅

の危険が増大している種）に分類されている。かつては

水田に普通に見られたこのような生物の保全がクモの保

全に繋がるかもしれない。 

 

⑦ 植物 

本地域の栽培方法ごとの植物の発生傾向は全国での傾向と同様である（（１）全国共通の改善方

法を参照）。その保全のためには可能な限り除草剤の使用を控え、機械除草につとめると良い。ま

た、除草剤の使用は除草剤抵抗性雑草の繁殖を招き、種数の減少を加速させる恐れもある。畦畔

では、除草剤を使用するケースは少なく、草刈により雑草管理を行うことが多い。草刈の頻度と

刈草の処理が生育する植物の種数に大きく影響する。畦畔に最もよく見られるイヌビエなどの大

型雑草は他の植物種と比べて生育速度が著しく大きく、おおむね草高が 30 cmを超えるようにな

ると小型雑草や地表を覆うタイプ（被覆型）の雑草の生育に影響を及ぼすようになる（図 54）。し

図 51.アキアカネが多い水田

図 52.アシナガグモ類の巣 

図 53.水たまりに集まるマル

タニシ 
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たがって、可能であればこの高さに成長するまでに草刈りを行うことが望ましい。また、草刈後

の刈草をそのまま放置し地面を覆ってしまうと、小型・被覆型雑草の生育だけでなく、多くの雑

草の種子発芽を阻害する（図 55）。畦畔の植物の多様性のためには刈草を除去することが最も望

ましいが、刈草を細かく粉砕する機能を持った草刈り機を使用することによって、畦畔の植物の

多様性を高めることができるだろう（図 56）。 
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図 56.こまめに草刈された

畦畔．多くの種の小型雑草

や地表を覆うタイプの雑草

がみられる。 

図 55.刈草が放置された畦

畔．刈草をそのまま放置す

ると雑草の再生が遅れる。 

図 54.雑草が大型化した畦

畔．雑草はこれくらいの高

さに成長すると、小型雑草

や地表を覆うタイプの雑

草の生育を強く阻害する。 



 

 

52 

 

（３）北陸における改善方法 

 北陸地方は、日本有数の水田単作地帯であり、稲作が盛んに行われている。石川県の耕地面積

は 42,100haで、うち 83.6％が田、16.6％が畑として利用しており、全国の水田率（54.4％）と比

べても高い特徴を示す（平成 27 年～28 年農林水産統計年報）。気候は、年平均気温は約 13～14

度。年間降水量は約 2,200～2,500mm で、日本海側気候型に属し、夏季は高温・多照である一方、

冬季は多雪・寒冷で日照時間は太平洋側の半分程度と少ないのが特徴といえる。 

 

① 植物 

北陸地方の水田畦畔では、どの植物種でも枯れる除草剤（非選択性除草剤）を使用することが

多く（図 57 左）、また草刈りをする場合でも、いつも畦の隅から隅まで、土を露出させるほど地

面ギリギリに刈り込むことが多い。そうした場合には、植物種の多様性は保たれにくい。これを

改善するには、除草剤を使う場合でも、非選択性除草剤を使うのではなく、選択性の除草剤や植

物が大きくなり過ぎないように制御する抑草剤を使うことが有効である。草刈りをする場合でも、

多少は刈りムラ（刈る時期や刈る高さを変える）を作る方が様々な種類の植物が生きやすくなる。 

水田の中（本田）の植物の改善方法については、「（１）全国共通の改善方法」と同様である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 57.（左）除草剤を使う畦と（右）使わない畦（使わない畦は草刈りで管理されている） 

 

② 昆虫類 

水生コウチュウ類（ゲンゴロウやガムシなど）、水生カメムシ類（コオイムシやタイコウチなど）

およびトンボ類（アキアカネやノシメトンボなどのアカネ属のトンボ）の個体数が有機水田で増

える傾向は見られなかった。 

これらの生物のうち、水生コウチュウ類および水生カメムシ類は、水田の休閑期や落水期にた

め池など水田以外の環境を生息地として利用しているため、農薬施用よりもむしろほ場周辺に生

息に適した環境があるかどうかが影響した可能性が考えられる。 

一方、アカネ属のトンボについては、「（１）全国共通の改善方法」の結果（有機水田で増える）

と異なった。この理由は、（１）での解説と同様に、輪作・裏作の実施が影響しただけでなく、中
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干しも影響したと考えられる。中干しについては、アカネ類の羽化時期（6月中旬～7月上旬）よ

り前に行うと、水中で生活する幼虫（ヤゴ）が生存できなくなる恐れがあるため、中干し開始時

期の延期などの水管理がアカネ類の個体数を増やす上で有効だと考えられる。 

 

③ クモ類 

水田の代表的なクモのグループであるアシナガグモ類は有機水田で個体数が多い。クモ類の改

善方法は、「（１）全国共通の改善方法」と同様である。 

 

      
図 58.（左）本田防除風景および（右）育苗箱に施された殺虫剤（白い粒）． 

これらの殺虫剤の使用を控えることでクモ類の個体数を増やすことができる。 

 

④ 魚類 

ドジョウの個体数に対して、栽培方法（有機・慣行・特栽）による統計的な差が認められたも

のの、ドジョウがいない水田が多かった。これは、ドジョウの個体数に影響する要因として、水

田と水路のつながりなど、水田に個体が入って繁殖できることが大切だからだと考えられる。そ

のため、水田内の魚類の個体数を増やす上で、例えば、水田魚道（図 59）を設けることによって、

周囲の生息地からの移入を可能にすることなどが有効だと考えられる（鈴木ら 2001）。 

 

  
図 59. 水田魚道の例 

（排水路のドジョウなどの魚が水田へ上れるようになる） 

 

⑤ カエル類 

 ツチガエルは有機水田で個体数が多い傾向があり、トノサマガエルもツチガエルほど顕著では

ないものの有機水田で多い傾向が見られた。また、両種とも畦畔の化学合成除草剤の使用回数が
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少ない水田では個体数が多かった。畦畔はカエルのエサを取る場所（Hirai and Matsui 2000）、

あるいは休息場所として重要であるため、畦畔での化学合成除草剤の使用回数を減らすことが個

体数を増やすことにつながると考えられる。 

 また、調査現地の水田では、6 月下旬頃にオタマジャクシから変態したばかりの子ガエルが多

く見られた一方、中干し途中の水田の水たまりに多数のオタマジャクシが取り残されている様子

も観察された。オタマジャクシの変態前に中干しを行うと、オタマジャクシが生存できなくなる

恐れがある。そのため、中干し開始時期を遅らせるなどの水管理もカエル類の数を増やすことに

つながると考えられる。 

 

引用文献 
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の試作と実験. 応用生態工学, 4(2), 163-177. 
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（４）関東における改善方法 

 関東地方は、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の 1都 6県を含む。

日本最大の平野である関東平野が中央に広がり、気候は夏に雨が多く、冬は乾燥する太平洋側気

候に属する。平成 29年農林水産統計（農林水産省）によると、関東地方における国土の総面積に

占める農地面積の割合は全国平均（11.9 %）に比べてやや高く（14.2%）、特に茨城県（27.5%）と

千葉県（24.4%）で高い。一方、東京都の農地面積割合は 3.1%と極端に低い。農地面積に占める水

田の割合は関東地方では 55.8%であり、全国の平均（54.4%）よりやや高い傾向を示す。一方、水

田割合は地域差も大きく、茨城県・埼玉県・栃木県・千葉県では 50%以上を占めるが、都市の発達

した東京都・神奈川県では 20%以下、山間部の多い群馬県では 38%と低い。このように関東地方は

全体的に農業が盛んな地域ではあるが、地域によって農地をとりまく環境は大きく異なる。ここ

では稲作が盛んな北関東（茨城県・栃木県）における水田の生き物調査の結果を基に、植物、昆

虫類、クモ類、ドジョウ類、カエル類について、生き物ごとに水田の生物多様性を改善する方法

を記す。 

 

① 植物 

 田面の植物の総種数は栽培方法（慣行・特別栽培・有機）の影響をうけており、慣行水田や特

別栽培水田よりも有機水田で種数が多くなる。種数が増える仕組みの一つとして、有機水田では

化学合成除草剤を使用していないことが関係すると考えられる。そのため、田面の植物の総種数

を増やす上で、化学合成除草剤を使用しないことが有効だと考えられる（図 60）。ただし、化学合

成除草剤の不使用は、イネの生産に悪影響を及ぼす強害雑草を増やす恐れがあるため、深水管理、

早期湛水、機械除草・手取り除草などの雑草対策を行う必要がある（民間稲作研究所 1999）。 

 

 

図 60. 田面の植物を増やすための方法 

 

② 昆虫類 

ア） 水生コウチュウ類・水生カメムシ類 

 全国共通の改善方法と同様（P.42）。 

イ） トンボ類 

 全国共通の改善方法(P.42)と同様にトンボに対する影響が弱い薬剤を使用することがアカネ類

の数を増やす上で有効だと考えられる(図 61)。また中干しについて、アカネ類の羽化時期（6 月
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中旬～7月上旬）より前に行うと、水中で生活する幼虫（ヤゴ）が生存できなくなる恐れがあるた

め、中干し開始時期の延期などの水管理もアカネ類の数を増やす上で有効だと考えられる。 

アカネ類とはグループが異なるイトトンボの仲間についても、有機水田で個体数が多く、その

仕組みとしてトンボへの悪影響が強い育苗箱施用殺虫剤を使用していないことが関係していると

考えられる。そのため、イトトンボの仲間の個体数を増やす上でもアカネ類と同様にトンボへの

影響が弱い殺虫剤を使用することが有効だと考えられる。 

 

 

図 61. トンボ（アカネ類）を増やすための方法 

 

③ クモ類 

 全国共通の改善方法と同様（P.42)。 

 

④ ドジョウ類 

 ドジョウの個体数に対して栽培方法による明確な影響は見られなかった。これは、ドジョウの

個体数を決める要因として、水田と水路のつながりなど、水田に個体が入って繁殖できることが

大切だからだと考えられる。そのため、水田内のドジョウ類の個体数を増やす上で、例えば、水

田魚道を設けることによって、排水路から水田への移入を可能にすることなどが有効だと考えら

れる（鈴木ら 2001）。 

 

⑤ カエル類 

 トウキョウダルマガエルは有機水田で個体数が多い傾向があり、ニホンアカガエルもトウキョ

ウダルマガエルほど顕著ではないものの、有機水田で個体数が多い傾向があった。また、畦畔へ

の化学合成除草剤の使用回数が少ない水田ほど両種の個体数が多かった。畦畔はカエルの餌を取

る場所（Hirai and Matsui 2001）、あるいは休息場所として重要であるため、畦畔への化学合成

除草剤の使用回数を減らすことが個体数を増やすことにつながると考えられる（図 62）。一方、

ニホンアマガエルの個体数は栽培方法の影響を受けない。これは本種が水田以外の様々な環境に

も生息しており、生息地として水田に強く依存していないことが関係していると考えられる。 

アカガエル類は 6 月中旬頃から、トウキョウダルマガエルは 7 月上旬頃からオタマジャクシから

カエルに変態し始めるため、この時期よりも前に中干しを行うと、オタマジャクシが生存できな
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くなる恐れがある。そのため、中干し開始時期を遅らせるなどの水管理もカエル類の数を増やす

ことにつながると考えられる（図 62）。 

 

 

図 62. カエル類（トウキョウダルマガエル・ニホンアカガエル）を増やすための方法 
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（５）静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県、三重県、和歌山県における改善方法 

 愛知県や滋賀県では、伝統的に水田や水路に遡上してきた魚を利用する食文化が根付いていた。

近年の水路の近代化等によって、多くの水田で魚を見ることはなくなった。魚類をはじめ、多く

の生物の繁殖の場が失われた。それと同時に生きものと人間の関係も希薄となり、それが種の減

少や絶滅に拍車をかけた。 

 しかし、最近になって、もういちど水田の生き物を復活させようと、様々な取り組みが行われ

るようになった。琵琶湖周辺の水田では排水路を堰上げして魚道化し、田んぼに魚が入ることの

できる「魚のゆりかご水田プロジェクト」の取組みが始まった（図 63）。また、愛知県でも農業総

合試験場によって、「水田魚道の設置・観察・管理マニュアル」が作成され、魚道設置が取り組ま

れている。 

 

 

図 63．排水路を堰上げした魚道 

 

１）水田魚道による効果 

 滋賀県野洲市の魚道設置水田での調査では、40のうち 16の水田で、稚魚が確認できた（図 64）。 

 

 

図 64．魚道を設置した水田で確認された稚魚 
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したがって、水田魚道の設置により、水田に魚類を増やす効果が期待できるものの、必ず魚類の

個体数が増加するとは言えない。この理由としては、水路内に魚類の移動を妨げるような構造物

がある場合、水田魚道を設置した地点まで魚が移動してこないことが考えられる。水田魚道を設

置する場合には、水路そのものにも魚道をつくり、魚類の移動を妨げないようにする必要がある。 

 

２）小水路（江）の設置や休耕田の湛水による効果 

 5月下旬に水田で産卵されたナゴヤダルマガエルは約 43日後の 7月上旬から上陸を始める。一

部のおたまじゃくしは、中干しによって死んでしまう（上瀧・大塚 2013）。水田で産卵する水生昆

虫も産卵時期によって、中干しの影響を受けている。そこで、水田隅に中干し時にも水がたまっ

ている江（図 65）を掘ったり、休耕田に水をためてあると、中干しの間の逃げ場所となる。 

また、水生昆虫は、非灌漑期には、湿地やため池などに移動することが知られている。湿地や

ため池が近くにない地域でも、こうした水たまりがあれば、水生昆虫の多様性が高まることが期

待できる。 

 

 

図 65．江が設置された水田 

 

３）無農薬による効果 

 殺虫剤を使用しない水田では、アカトンボ類やイトトンボ類などが多く見られた。ただし、地

域全体でアカトンボが見られない場合もあるので、本地域の指標生物には選定されていない。ま

た、有機水田の本田にはヒメガムシの個体数が多かった。畦の除草管理が、除草剤ではなく、刈

取りによる場合には、ヨモギやワレモコウなど多年生の植物が見られた。したがって、無農薬、

減農薬による取組の改善は、本地域においても有効な手段である。 

 

引用文献 

大瀧七美・大塚泰介：水田のナゴヤダルマガエル幼生は中干しまでにカエルになれるか？，地域

自然史と保全, 35(1),45-52,2013 
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（６）中国・四国・九州の田植えの時期が遅い地域における改善方法 

１）適用される範囲 

 ここでは、適用範囲を「ヒノヒカリ、元気つくし、夢つくしなど、稲作ごよみにおいて田植え

の時期が 5月下旬以降となる品種を栽培している水田（地域）」とする。 

 九州や中国・四国地方では、田植えの時期が遅い地域が多数存在する。日本の多くの地域 

ではゴールデンウイーク前後が田植えのピークになるのが普通であるが、上述の地域では田植え

が 5 月下旬から遅い場合では 7 月上旬になるのである。それらの地域では、例えばヒノヒカリ、

夢つくし、元気つくしが主な栽培品種となっている。 

 さて、上述したような適用範囲を設定するのには理由がある。田植えの時期が遅いと、水田に

暮らす様々な生物にも大きな影響を与えることになり、その結果として、水田の生物相が他地域

と比べ大きく異なってくる。このため、九州北部、四国、中国地方の田植えの遅い水田では、生

物相が他地域とは異なっているという特徴があり、その特徴を勘案した指標種や調査法が必要に

なるのである。 

 

２）生物多様性や指標種に関する特徴 

 上記の地域では、他地域と比べ生物相が異なっているが、その理由についてまず説明する。暖

かくなり春を迎えると、水田とその周辺に暮らす様々な生物たちが目覚め活動を開始する。例え

ばカエル類は土中で冬越しするが、春になると土から出てきて水のある場所へ移動し、そこで繁

殖することが多い。日本の多くの水田では、ちょうどその頃に水が入るので、カエル類も水田を

繁殖場所に選ぶことができる。ところが、田植えの遅い地域では、春になっても水田に水が入っ

ておらず繁殖場所として適さない。そのため、そのような地域の水田のカエル相はとても貧弱と

なり特定種のみが繁栄することになる。アカガエルの仲間、トノサマガエル、ツチガエルは、山

間部や、冬も水が溜まっているか湿っている水田などに限定されており、ほとんどの水田ではそ

れらのカエル類を見かけることがない。したがって他地域では指標種となりうるこれらのカエル

類は、田植えの遅い九州、四国、中国地方では、広く使える指標種として指定することができな

い。これらのカエル類がいない水田が多すぎるからである。その一方でこれらのカエル類は希少

種でもあり、加点対象に入れる。 

 さて、繁殖の時期を遅くできるヌマガエルとアマガエルは田植えの遅い地域の水田でも普通に

生息することができる。特にヌマガエルはどの水田でも圧倒的に多く、福岡県の平野部の水田で

は、記録されたカエル総個体数の 95％以上を占めることが普通である。なお、この 2種のカエル

は地域により個体数に差がある一方で、農薬の使用回数と個体数に関係が認められず、指標種と

しては適していなかったため、カエル類は指標生物として指定していない（加点対象の希少種は

除く）。 

 また赤トンボ（アキアカネやナツアカネなどのアカネ類のことで、後述するウスバキトンボを

含まない）は卵で越冬するが、卵がふ化する春の時期に水がないとヤゴは育つことができない。

このため田植えの遅い水田では、赤トンボ類もほぼ発生せず、調査を行っても生息を確認できな

い水田が大多数となる。このような理由から、例えば福岡県の平野部ではアキアカネやナツアカ
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ネを水田で見ることがほとんどできない。したがって、他地域では指標種として指定されいる赤

トンボであるが、田植えの遅い地域では指標種として使うことができない。 

 このように、九州・四国・中国地方の田植えの時期が遅い水田地域においては、水田の生物相

が他の地域と大きく異なっており、それゆえに指標生物（そして調査時期）も他地域とは異なっ

てくる。 

 

３）生物多様性を改善するためには 

 水田には多くの生物が生息するが、水田の中そのものは彼らにとって永続的な生息環境ではな

く、あくまで一時的な環境にすぎない。一方、水田の周辺にある様々な環境（畦、休耕田、水路、

ため池、林とその林縁部など）こそが永続的な発生源となっている。水田の生物多様性は水田内

と周辺部の生物多様性によって形作られるものであり、周辺部の環境が生物にとって適さないの

であれば、必然的に水田の生物多様性は貧弱なものとなる。水田の生物多様性を改善するには水

田内だけでなく、その周辺の環境についても考慮する必要があるのはこのような理由からである。

指標生物が増えやすい環境を作るために必要なことの多くは、他地域と共通しているため基本的

な改善法などは前の項を参照にしてもらい、以下に追加の改善法とその生物学的な理由を解説す

る。 

 

① 畦畔の管理 

水田内に見られる陸上生物の多くは、畦や隣接する休耕田や空き地から水田内に移動してきた

ものである。水生生物を除いて、水田内にいる生物の多くは必然的に畦にも生息していると考え

て差し支えない。つまり畦の管理は水田の生物多様性管理にとって非常に重要となる。水田は一

時的な生息場所であるが、畦はうまく管理すると永続的な生息場所になり、指標生物や害虫の天

敵の発生源として活用できるため、畦の管理が重要となる（図 66）。 

図 66.クモ類などの天敵生物が多い畦畔．左の写真のように草が適度に生え、少し背丈のある植

物が混ざっていると下草周辺にはコモリグモなど、背の高い植物にはアシナガグモ、コガネグモ

などが居着く。それらはやがて水田内へと移動していく。右の写真は推奨できない植生管理の１

例で、管理しやすい植物を植えることで雑草の蔓延と天敵の保存をはかることできるが、生物多

様性の観点からは単一植物種を利用した畦の植生管理はすぐれた方法とはいえない。 



 

 

62 

 

 

畦への除草剤の使用は、畦の植物相に大きな影響を与え、指標植物や希少植物種が減る。それ

だけでなく、畦の土壌表層が露出することにより過度な乾燥が起こる結果、害虫の天敵となる各

種のクモ類の著しく減少する。またイトトンボ類成虫の生息場所としても適さない。このように

過度な草刈りや除草剤の使用は、畦の植生環境自体が破壊されるため指標種や天敵を含む有用生

物が激減する結果につながる。一方、まったく畦を管理しない状況に置いておくと、背丈の高い

イネ科植物などが蔓延ることになるが、そうなると指標植物やイトトンボ類にとっては不適な環

境になり、また斑点米カメムシ類の一部の発生源にもなる。このため、適度な草刈りによる管理

が重要になる。適度な植生が存在すると、その場所には指標生物であるアシナガグモやイトトン

ボ類が生息できる。 

 

② 水路回りの管理 

また水路回りの草が生えている場所は、生物多様性を維持する上でも、指標生物の生息環境と

して保全する上でも、重要となる。そこが様々な生物の永続的な生息場所になっているからであ

る。特に恒常的に水がある水路周辺は、指標種であるアシナガグモ類の永続的な生息場所になっ

ている。水の流れが弱い場所や淀みがある場所ではイトトンボ類も発生する。繰り返すが、水田

内そのものはそのような指標種にとって永続的な生息場所ではなく、春から秋にかけての時期限

定の一時的な繁殖場所にすぎない。指標種やほかの生物にとって重要な生息場所であり逃避先に

もなる水路とその回りの環境が生物にとって良好な状態に保たれていると、そこを起点に生物が

畔や水田へと分散していくことになり、水田の生物多様性の改善につながる。水路回りに様々な

植物が育つ環境がある場合は、畦の植生管理と同様、草刈りをするにしても適度に抑えてやるの

がよい。表土が露出するような草刈りは生息環境の過度な乾燥を引き起こすので避けるほうがよ

い。水路回りの植物が茂っている場所を観察すると、イトトンボ類やアシナガグモ類といった指

標生物が生息していることが確認できるので、水田内だけでなく水路周りに指標生物が生息して

いるかどうかもチェックするとよい。 

 

③ 水田（本田）の管理 

 殺虫剤、除草剤、殺菌剤の使用は、当然ながら水田の生物に大きな影響を及ぼす。生物多様性

の保全の観点からは、可能な限り、必要最低限の使用回数（使用量）にとどめるべきである。殺

虫剤に関して言えば、上述の地域では、まず箱施用剤を使用する水田が多く、その後、出穂期前

後に１回、さらに追加の防除としてもう 1 回か 2 回、使用することが普通である。箱施用剤は稲

の生育初期の害虫類防除に非常に有効である一方、生育初期に発生する害虫の多くは個体密度が

よほど高くない限り、収量には大きな影響を与えない（一部の病原性物媒介性ウンカなどを除く）、

その使用が必要ないと判断される地域であれば、使用を控えることが可能である。また、出穂前

後の殺虫剤の使用も、斑点米カメムシやウンカの発生量に応じて使用を控えることが可能である

ため、予察情報に注意するとよい。 

 ところで、指標種であるイトトンボ類を含むトンボ類は水田内に水面が露出している場所が多
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いほど、その発生量が増加する。夏場には大量のウスバキトンボ（図 67）が発生することがよく

あるが、それらのヤゴは、田植え後から稲の生育初期の頃の、まだ水面が露出しているに産卵さ

れた個体が育ったものが多い。またジャンボタニシ（スクミリンゴガイ）の被害を受けた水田で

も水面が露出している所があちこちにあるため、総じてトンボ類の発生量が多くなる。水面が露

出している場所ではヤゴだけでなくアメンボやゲンゴロウなどの水生昆虫やオタマジャクシ、カ

ブトエビが多数発生している例を見かける。そういった場所ではサギ類が餌を漁っている場面に

も遭遇する。水面を露出させた場所を水田内にわざわざ設ける必要はないかもしれないが、常に

水がある場所や水面が露出している場所が水田地域内にあることは、一部の指標種の増加や生物

多様性の改善につながる。 

 

 
図 67. ウスバキトンボの成虫（左）と抜け殻（右）．本種は低地の水田では最も普通に見かける

トンボの１つで、よくアカトンボと混同されるが、アキアカネなどのアカネ類の仲間ではない。

移動性がとても強く、街中のプールや水たまりにも発生するが、冬には消滅し、次の年の春に中

国や沖縄などから移動してきては発生を繰り返す。ヤゴは箱施用剤の影響を受けるため農法の指

標生物としては有用かもしれないが、水田と周辺の生物多様性を反映しない種であるため、水田

環境の指標性は低い。 

 

また、緑肥植物の活用も生物多様性の改善につながる。九州や四国、中国地方では、田植えの

時期が遅い分、春の時期には水田にレンゲや菜の花が植えられていたりする。そのような水田で

は、植物によって水田が覆われている分、適度な湿気が保たれており、各種クモ類にとって好適

な場所になっている。レンゲや菜の花には、ミツバチだけでなく、様々な野生のハナバチ類、ヒ

ラタアブ、テントウムシなどが集まるが、それらは水田周辺部で発生している生物であり、一時

的ではあってもそれらの生物に好適な環境を提供することになる。 

なお、輪作や裏作はアカネトンボ類など一部の生物の密度を下げる効果があるが、九州・四国・

中国地方の田植えの遅い水田で指標種となるイトトンボ類は、ほとんどがアオモンイトトンボ（図

68）とアジアイトトンボであり、これらの種は輪作や裏作の影響を受けない。これらのイトトン

ボ類は年多化性（一年に三世代以上、世代交代すること）であり移動性も高く、周辺の水路や湿

地から速やかに移動してくる。 
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図 68. アオモンイトトンボの雄（上）と雌（下）．指標生物イトトンボ類において最も普通に

見られる種。同じくアジアイトトンボも非常によく似た外観をしているが指標として両者は特に

区別しなくてもよい。ただし、雄と雌ではずいぶん見かけが違うことに注意を要する。 
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（７）「コウノトリ育む農法」を実施する地域における改善方法 

１）コウノトリ育む農法とは 

 兵庫県北部で行われている環境保全型農法の多くは「コウノトリ育む農法」である。この農法

では、環境配慮として化学合成農薬の削減（減農薬タイプのコシヒカリでは慣行水田比 75％減、

無農薬タイプでは不使用）と化学肥料の削減、水管理として深水管理、中干し延期、早期湛水及

び冬期湛水など、資源循環として有機資材（牛糞堆肥・鶏糞堆肥など）の活用などを行っている

（表６）。このように、農薬使用量の多寡のみを問う一般的な保全型農法よりも動植物の保全に関

する配慮事項の多いことが、水田の生物多様性を高めていると予想される。 

 

表６.兵庫県北部で実施されている「コウノトリ育む農法」の要件．兵庫県のサイトより転載。

（https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/toyookanorin/kounotori_hagukumu_nouho.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）生き物別の改善方法 

① 鳥類 

 ア．田んぼの湛水 

ハクチョウ類、ガン類、カモ類などの水鳥（水禽）の採餌や避難の場所として、冬期に田ん

ぼに湛水する“ふゆみず田んぼ”が機能すると考えられている（Kurechi 2007）。「コウノトリ

育む農法」でも田植え前の早期湛水と非耕作期の冬期湛水は行われるので水禽を誘引できる可

能性がある。 

ただし、湛水するためには水の確保にコストがかかり、かつ管理も必要となるので、実施は

必ずしも容易ではない。しかし、雨や雪など、降水量の多い地域では、慣行型田んぼでも排水

を止めるだけで湛水できるので“ふゆみず田んぼ”に近い状態を維持できると予想される（図

69）。 

一方で、“ふゆみず田んぼ”はカエル類の越冬には適さないので、実施にあたってはカエル

類の越冬場所を確保するような工夫（例えば、全ての田んぼを湛水しないなど）が必要である。 

  

主な内容

１　生きものの多様性確保 ・中干し前にオタマジャクシの変態確認

２　化学合成農薬削減

(1)農薬を使用しないタイプ (1)栽培期間中不使用

(2)農薬使用を減らすタイプ (2)兵庫県地域慣行レベルの7.5割以上減（使用する農薬の種類制限あり）

(3)農薬削減技術導入 (3)温湯や食酢による種子消毒（化学合成農薬不使用）、畦草管理

 ３　化学肥料削減 ・栽培期間中不使用

・冬期湛水及び早期湛水（冬期湛水が実施困難な場合は早期湛水のみでも可）

・深水管理、中干し延期

・牛糞堆肥・鶏糞堆肥等、地元有機資材を活用

・各種認証の何れかを取得

　（有機JAS、ひょうご安心ブランド、コウノトリの舞、コウノトリの贈り物）

項目

環
境
配
慮

資源循環

水管理

その他
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       図 69. 降水量の多い地域の冬の田んぼ（雨や雪で湛水される） 

 

イ．本田の耕作と畦畔の管理への配慮 

田んぼとその周辺に生息し地上で営巣するキジ、ケリ、カルガモにおいては、巣造り、抱卵

中の耕作や畦畔の草刈りが、親鳥の殺傷、巣・卵の放棄をもたらすことがある。地上営巣性鳥

類の雛は、ふ化後、すぐに巣を離れるので、耕作や草刈り前にこれらの種の営巣が確認された

場合は、ふ化するまで作業を遅らせることが望ましい。 

 

② 魚類、カエル類、昆虫類、クモ類 

ア．水田周辺における景観の重要性 

水生動物（魚類、カエル類、水生昆虫類）は水田の立地条件、とくに「山地が隣接するか」

もしくは「平地に存在するか」で構成種が異なる傾向がみられた。このことは、周辺の景観構

成により動物の群集構造が決まってくる可能性を示唆する。また、水生コウチュウ類の多様性

は、生息水田の周辺 500 m圏内に存在する水域景観の数が多いほど高くなる結果を得た。以上

より、水田周辺域における景観構成の多様さも併せて保全することが望ましい。 

 

イ．トンボ（アカネ属）の産卵のための秋季の湛水環境の創出 

アカネ属幼生の生息密度は本種の産卵時期である秋季の湛水の有無に強く影響を受ける。本

地域では、特に秋季に 20 日以上の湛水期間を有する水田がアカネ属幼生の生息に重要である

と考えられた。以上より、本種が産卵できるような水たまり（例えば、トラクターの跡にたま

るような水たまり）が水田内に創出されるような配慮が望まれる。 

 

③ 植物 

本田の植物に対しては、（１）全国共通の改善方法と同様に、本田除草剤の使用回数・毒性を下

げることが望ましい（P.42）。 

畦畔の植物においても、畦畔の除草に農薬を使用していないにもかかわらず、本田における除

草剤の使用は畦畔の植物の出現種数を減少させることが示唆された。また、平均的な草の高さが
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概ね 10～30 cmの畦畔で植物の出現種数が多い傾向が見られた。したがって、畦畔の植物を増や

すためには、平均草高が概ね 20cm程度に保たれるような畦畔の刈取り管理が望ましい。 
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