
●風土に支えられる農山漁村の美しさ

農山漁村の美しさは、そこにある自然環境

の健全さと豊かさに支えられています。

農山漁村では、人間が住み着いて以来、何千年

にもわたって生活と生産が営まれてきました。

人々は、自分たちの土地で、安全に暮らし、豊

かな恵みをえるため、山や川、平野や海などの

地形や気候、さらにはそこに棲む生き物たちと、

上手につきあい、うまく利用してきました。農林

漁業は気候や地形、水の有無など、風土の影響

を強く受けていますし、どこに家を構えるか、

どのような家にするかなどの住まい方も風土に

強く影響されます。その結果として育まれたの

が、今日見られる豊かな水辺と緑に囲まれた美

しい農山漁村の風景です。いいかえれば、地形

や気候など、その土地の風土は景観の土台を

支えていると言えます。

●風土の違いが育む農山漁村の豊かな個性

風土は地域によって異なります。それぞれ

の地域の風土とうまくつきあうための工

夫が、地域ごとに豊かな個性を持った農山漁村

の美しさを育んでいます。日本列島は南北に細

長く、また地殻変動により地形が入り組んでい

るため、地域ごとに様々な風土があり、人々は

自分たちの地域の風土に合った住まい方を工

夫してきました。例えば、富山県の砺波地方や

岩手県の胆沢地方では、扇状地を流れるこま
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1．農山漁村の景観を特徴づける地域の自然
景観の土台を支える地域の風土

農山漁村の美しさは、地形や気候など、その土地の風土に適した人間の営みにより形成されてきまし

た。各地に個性豊かな景観がみられるのは、風土が地域ごとに異なるためです。美しい農山漁村づ

くりには、まず、景観の土台となる地域の風土への理解が必要です。

自然堤防上に形成された集居村と後背湿地の水田
（岩手県花巻市）

奥山のブナ林、里山の雑木林と杉林からなる山村
（岩手県湯田町）



かく緩やかな小川を効率よく生活や農業に利用

するため、独特の散居集落を形作りました。逆

に利根川や北上川などの大河川のそばでは、

洪水から身を守るため人々は自然堤防などの

わずかに高い土地に集まって住む集居村が見

られます。また、関東地方など季節風の強い地

域では農家の周りを屋敷林が囲んでいます。

農林漁業も風土によって違いが見られます。

水の得られるところには水田が広がっています

が、水の得られない火山山麓や台地は広大な

畑地になっています。一方、山の中腹から水が

湧いているような場所では長い年月をかけて棚

田が築かれています。

●美しい農山漁村は地域の風土を知ること

からはじまる

健全で豊かな美しい農山漁村をつくるため

には、まず、地域の風土について知るこ

とが大切です。農山漁村の美しさは地域の風

土と上手くつきあうことで育まれてきました。し

かし、それぞれの地域で受け継がれてきた風土

とのつきあい方は、近代化や過疎化のなかで失

われつつあります。なぜここに家があるのか、

なぜここは田であちらは畑なのか、などを日常

生活のおりに考えてみるといろいろな発見があ

るはずです。また、各村々に伝わるタブーや災

害の記憶を古老から聞けば、そこには先人達の

風土とつきあってきた知恵が隠されているでし

ょう。個性豊かな農山漁村の美しさは、見た目

の美しさを飾り立てるだけではなく、身近な自

然についての認識を高めることによって育まれ

るものです。
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緩やかな扇状地の小さな流れを有効的に利用した散居景観
（岩手県胆沢町）

火山山麓の緩斜面を利用した大規模畑作地帯
（群馬県嬬恋村）
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地域の風土を知るために

地域の風土を知る方法

地域の風土を理解することは、必ずしも難しいことではありません。先人たちは地域の風土と上手

くつきあうことで農山漁村の美しい景観を育んできました。したがって、先人たちの知恵を理解するこ

とで地域の風土を知ることができます。

風土とは、ある土地の気候・気象・地形・地質・景色（ときに風俗を含ませる）などを総称する言葉

です。環境アセスメントなどの際には、気候、気象、地形、地質などについて専門家による綿密な調

査が行われる場合が多いのですが、その報告書は一般に図やグラフ、表などが多用され、地域住民

には理解しづらいものです。これに対して地域の景観は、先人達がその土地の風土とどのように向き

合い、どのように付き合ってきたかを刻み込んだ歴史の報告書とも言えます。たとえば、地域の中を

散策しながら次のような点を観察すると、風土について様々なことを読みとることが出来ます。

○古い農家や神社の位置 地質：引用水（地下水）の存在

地形：土砂崩れや洪水など災害時の安全性

○古い農家の屋敷林 気候：季節風の向きや強さ

○松林や杉林の位置 土壌：里山の地味（生産力）。やせた土地は松林

○ため池の有無や位置 地質：用水確保の手段（地下水、表面水、天水）

地形：ため池に水が集まる集水域

このほかにも、その土地で受け継がれてきた風土に関する知識は数多く存在します。そのような地域

の知恵は、村々に伝わるタブーや社寺の伝承、民俗芸能などとして伝わっていることが多くあります。これ

らの伝承は親から子へ伝えられていますが、近代化以降の世代には伝わっていないこともままあります。

地域のお年寄りが知っている伝承を受け継ぐことが重要です。さらに、土地につけられた名称（小字の名

前など）には、先人達による「地味」の評価が込められている場合が多く、このような、普段何気なく見過

ごしていることを改めて見直すことが、地域の風土を理解することにつながる重要な一歩となります。

地域に残された古絵図。そこに記された地形や地名、土地の使い方などには、先人
達の風土に対する評価が込められています。（埼玉県小川町の例：トレース図）

参考 参考 
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■農家や古老への聞き込み調査

5W1Hの残り、「いつ（when）」、「誰が（who）」、「なぜ（why）」、「どのように（how）」については、水

辺や緑と密接な関わり合いを持った経験のある人々から教えてもらうことが有効です。日常農地に接

している農家だけでなく、近代化以前に森林や採草地を管理したり、そこで遊んだ経験が豊富な古老

の話は、さまざまなヒントを与えてくれます。

空中写真による水辺と緑の把握（茨城県伊奈町：白黒1962年、カラー
2002年）
白黒の古い空中写真でも、集落（右上）、田（中央、谷津田）、ため池（左
下）、採草地（田周辺の白い場所）、松林（黒っぽい場所）など、さまざまな
種類の水辺と緑が組み合わさっている様子がわかります。現在の写真
（カラー）と比較すると景観の変化を読みとれます。

水辺や緑の種類と人々の関わりを知る方法

農山漁村の美しさを守り育てるためには、その美しさを演出する様々な種類の水辺と緑を把握する

ことが重要です。その際、ただ単に水辺や緑の種類や量を調べるだけでなく、5W1Hに基づいて、地

域の人々と水辺や緑との関わり合いを知ることが肝要です。

■空中写真の有効活用

5W1Hのうち、「どこに（where）」、「何が（what）」を知るには空中写真を活用するのが効果的です。

日常歩いたり自動車に乗ったりしている時には見えない水辺と緑の種類や量、組合せが把握できます。

「空中写真」などと言うと専門家用の難しいものを思い浮かべがちですが、自分が住んでいる地域の写

真であれば、まず自分の家を探すことから始めると接しやすいものです。自宅の次には、普段歩いた

り運転している道をたどり、その周囲に広がる農地や森林に目を向けると良いでしょう。そうして集

落全体を見てみれば、森林は畑に降った雨をため池に集めて水田を潤すなど、地域の人々と水辺や

緑との関わり合いが見えてきます。

空中写真は、国土地理院などによって全国全ての地域で撮影されていますので、必ず自分の家が

見つかるはずです。また、同じ場所が過去に何度も撮影されているため、自分たちの地域の変遷を知

ることもできます。



●ムラ（集落）を単位とした水辺と緑の

組合せ

農山漁村では、長い間のムラ（集落）を単位

とした自給自足的な生活が営まれてきま

した。そのため、ムラの中で衣・食・住を全う

する必要から、さまざまな種類の水辺と緑が、

ムラの中またはごく近くにつくられ、維持されて

きました。その結果として農山漁村では、比較

的狭い範囲に多様な水辺と緑が複雑に混在す

る箱庭的な美しい景観がみられます。このよう

な水辺と緑の組合せの美が、都市や山岳部と

は異なる農山漁村の景観の特徴といえます。

●生産と生活が育む様々な水辺や緑

地域の風土にあわせた生活、生産を営む

ために、農山漁村の人々はさまざまな種

類の水辺と緑をつくりあげてきました。田んぼ

の周りだけでも、イネを植える田面、畦、小川

やため池、農道の路傍にハンノキやヤナギのは

さ木など、さまざまな水辺や緑がみられます。

田んぼのほかにも畑や果樹園、牧草地などの農

地があります。農地以外にも、集落の周りには

農家の庭やそれを取り囲む屋敷林、神社仏閣

の鎮守の森などが、台地や丘陵地、低山地には

里山と呼ばれる林野が見られます。一口に里

山といっても、ナラ類を中心とした雑木林だけ

ではなく、土木材としてのマツや下草を堆肥や

飼料として利用した松林があります。もちろん、

建築材であるスギやヒノキの植林地も古くから

里山の重要な一部です。また、かつては、カヤ

場や刈敷場、さらには牛や馬の餌を確保するた

めの「まぐさ場」など、里山の多くの部分が草地

で占められていました。今日では乳牛や肉牛な

ど食料生産としての畜産を行う採草地や放牧地

が見られます。近くに川や湖沼、海があるとこ

ろでは魚介類や海草などの水産物を採取する

ため、ヤナや、藻場、港、さらには養殖場など

がみられます。

42

生産と生活に息づいた農山漁村の水辺と緑

農山漁村では、長い間のムラ（集落）を単位とした自給自足的な生活のなかで、衣・食・住を全うする

ための様々な種類の水辺や緑がつくられてきました。農山漁村の美しさは、それらの様々な水辺と緑

が織りなす組合せの美にあると言えます。農地、家屋などの美しさを個別に考えるのではなく、ムラ

全体の景観をトータルに作り上げることが重要です。

▲
●
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谷津田を涵養するため池（茨城県土浦市）

水田とイネを干すためのはさ木（新潟県栄町）

ため池の水を田圃に潤す小川（茨城県伊奈町）

文部省歌に謡われた「兎追いし」里山の採草地
（茨城県つくば市）
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自然林 

採草地 

人工林 

水田 

雑木林 アカマツ林 

集落 畑地 

自然林 
人工林 
古くは、藩有林、
天領、今は国有
林などの森林 

谷津田（谷戸田） 水田と河川 集落 集落 畑地 谷津田（谷戸田） 

谷津（谷戸） 

丘陵地 

谷津（谷戸） 低山地 

山地 

（奥山） 

里山 里山 

低地 

段丘崖 

台地 

（里地・里山） 

雑木林 雑木林と採草地 斜面林 松林、雑木林、採草地 

「里山」の概念図

参考 参考 農山漁村の水辺と緑

里山
今日ブームのように「里山」という言葉は、一般的には、村の背後にあるコナラやクヌギなどの落葉

広葉樹からなる小高い山、というような概念で用いられてきました。しかし、元来、里山という用語に

は明確な定義はありません。過去から現在までの各種の文献資料を整理すると、里山という言葉の用

語法には次のような3つの特徴が見受けられます。

①樹種概念と空間概念

「里山」とは「奥山」に対する居住域との距離に基づく概念であり、樹種や林相に対する概念ではあ

りません。環境庁（1998）は「里山林とは、居住地域近くに広がり、薪炭用材の伐採、落葉の採取等を

通じて農村住民に継続的に利用されることにより維持管理されてきた森林であり、落葉広葉樹林、ア

カマツ林のほか、スギ、ヒノキ等の人工林を含む種々の森林から構成されている」としています。

②里山と地形概念

「里山」は「山」という地形と結びつけて画定することはできません。なぜなら「里山」も「平地林」も、

その使い方は同じで、薪炭、肥料、飼料、用材の供給源として利用されていた森林だからです。ちな

みに「山」とは林野に対する農村住民の慣用的な用語「ヤマ」であり、「ムラ（屋敷の立地する付近）」や

「ノラ（農耕地）」に対する概念です。

③里山と土地利用概念

「里山」は森林ばかりではありません。幕末から明治初年にかけての里山は「連々として続く草山」

という状態であったとされます。草山には、屋根材などをとる茅場、肥料をとる刈敷場、農耕用の牛馬

の餌を確保する秣
まぐさ

場などがあり、ススキの草原や、マツが点在した草原、落葉樹の低木林などから構

成されます。このような草山は多くの場合ムラの入会地として管理されてきました。文部省歌「故郷」

の歌詞にある「兎追いしかの山」はこのような草地の多い里山であろうと思われますが、今日ではほと

んど見ることが出来ません。
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裸地 
コケ、地衣類 

草原 

草　地 農耕地 

柴　地 

雑木林 

陽樹林 
（クロマツなど） 

200年以上 5～20年 4～5年 
極相林 

植生遷移系列 

二次植生 
http://www.chitanet.or jp/users/denno/1998/seni.htm

植生遷移と二次植生

「植生遷移」と「二次植生」

■植生遷移

植物の群落は、もし火山噴火にともなう溶岩の流出などで全く植物の存在しない環境が生じると、

まずその土地に微生物が侵入し、つぎにコケ類が生え、草が生えて、やがて森林となります。このよ

うな変化を植生遷移といいます。このような遷移は不安定な群落から安定した群落への変化として捉

えることができ、最終的に安定した植物群落をその土地の極相と呼びます。日本のような温暖湿潤な

風土では極相は森林であり、気候によって、関東地方以南の南西日本ではシイ、カシなどの照葉樹林、

東北日本はブナ林、中部山岳や北海道ではシラビソやトドマツなどの針葉樹林になります。極相まで

遷移の進む過程は遷移系列と呼ばれ、土地の自然環境によって異なります。遷移の途中でタケ類やサ

サ類などが優占した場合には、本来の遷移系列と異なる植物群落が成立する場合があり、これを偏

向遷移といいます。

■自然植生と二次植生

自然植生とは、原生林などのように人為的影響を受けずに自然のままの状態で生育している植物群

落で、極相群落は自然植生です。これに対して、本来の自然植生の代償として二次的に生じた植物群

落で、何らかの人為的影響によって成立し、持続している植物群落は、代償植生または二次植生とい

われます。アカマツ林やクヌギ・コナラ林などの二次林、火入れや放牧で維持されるススキ草原やシ

バ草地などの二次草原（半自然草原）、道ばたや畦などの雑草群落などはみな代償植生（二次植生）で

す。代償植生は一般に極めて不安定で、それを維持している人為が停止されると、他のより安定した

群落への遷移を開始します。なお、造成工事などによって土地の自然環境が改変されると、仮に人為

が停止されて遷移が進行しても本来の自然植生が成立しない場合があります。そこで、植物社会学

では、もし現在の人為が全て停止された場合に成立しうる理論上の極相群落を潜在自然植生と呼び、

本来の自然植生と区別しています。



●農山漁村の二次的自然

生産や生活に密着した農山漁村の水辺と

緑は、それぞれの利用目的に応じて、定

期的、周期的に人間の手が加わります。植物の

群落は、本来、人手が加わらなければ、裸地か

ら草原へ、草原から森林へ変化し、やがて原生

状態に戻ります。このような変化を「植生遷移」

と言います。ところが農山漁村では、周期的に

管理されるため原生自然には戻らず、植生遷移

の途中の状態に止めおかれます。例えば、畑

や水田は年に１回から数回耕され、採草地や放

牧地では草刈り、火入れ、放牧などにより草原

の状態で維持されます。里山の多様な森林も

伐採、下刈り、間伐などが数年から数十年周期

で繰り返されています。水辺の多くでも、泥上

げや底ざらい、藻場洗いなどが行われています。

このように、農山漁村の水辺と緑の多くは定期

的な管理により植生遷移が抑制されているため

「二次的自然」と呼ばれています。

●二次的自然が醸し出す農山漁村の美しさ

と豊かな自然

農山漁村の二次的自然では、さまざまな種

類、様々な遷移段階の緑がパッチワーク

のように混在しています。このような混在が農

山漁村の美しさを演出していると言えるでしょ

う。また、さまざまな緑のパッチワークは、それ

だけ多様なビオトープを形成していると言えま

す。つまり、水田の周辺では、田面や水路の中

だけでなく、田面と水路の境目や、もし林があ

れば林の林縁部などが、それぞれ特有の生物

に生息空間を提供しています。今日、景観ばか

りではなく、生物多様性保全の視点からも農山

漁村が関心を集めています。
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2．農山漁村の二次的自然と身近な生き物たち
水辺と緑の利用と二次的自然

農山漁村の水辺と緑には、生産や生活のために定期的、周期的に人間の手が加わります。このような

人手が加えられることにより維持されてきた自然は、原生自然に対して「二次的自然」と呼ばれます。

農山漁村の自然環境を健全に保つには、貴重な自然を「保護区」として保存するのではなく、二次的

自然の定期的な管理を継続することが重要です。

農林漁業や生活を通じた緑の利用が織りなすパッチワーク
（長崎県南串山町）

定期的な伐採と下草刈りによって維持されてきた雑木林
（茨城県阿見町）



●適切な管理によって守られる二次的自然

二次的自然は定期的、周期的な管理によっ

て維持されたものであるため、管理を停

止すると植生遷移が進行し、パッチワーク的な

美しさや、多様な生き物の生息空間が失われて

いきます。そのため、農山漁村の二次的自然を

守るには、単に「保護区」を設けて人為を排除

するだけでは不十分です。生産や生活を通して

行われてきた定期的な管理が極めて重要です。

また、地域によって風土が異なるように、水辺

や緑の利用、管理の方法にも地域によって個性

があります。それぞれの地域において、これま

でどのような利用、管理がなされてきたのかを

点検し、それに基づいて今後の利用、管理方法

を検討する必要があります。
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放牧によって維持された草地（茨城県北茨城市）

火入れによって維持される採草地景観（熊本県阿蘇地方）



●二次的自然と「身近な生き物」

農山漁村の二次的自然に棲む多様な生き

物たちは、そこに暮らす人々にとってと

ても身近な存在です。農山漁村の多種多様な

水辺と緑は周期的な管理によって維持されてき

たため、そこに生息する生き物の多くは人間活

動のリズムと適合した生活史（生き物の一生の

リズム）を持ち合わせています。また、農山漁

村に広がる二次的自然は、農山漁村に生活す

る人々にとって生活や仕事を通じて日常的に利

用する場であるため、そこに生息する生き物た

ちは人間活動のすぐそばにいて古くから親しま

れてきた身近な存在でした。これらのことは、

二次的自然に育まれてきた生き物の多くが、い

わゆる「希少種」ではなく、人々のそばにたくさ

んいる「身近な生き物」であることを示していま

す。

昔から人々は、農山漁村の身近な生き物に、

食べる、遊ぶ、愛でるなどを通じて親しんでき

ました。小川のフナ、ドジョウなどの雑魚、田畑

の草である春の七草やヨモギ、里山の茸や山

菜、潮干狩りのアサリなどは身近な食材として

人々の生活にとけ込んでいます。雑木林のカブ

トムシや田んぼのトンボ、小川のザリガニや小

魚、磯のカニやエビなどは子供たちの遊び相手

でした。また、秋の七草や紅葉狩り、蝉時雨や

蛍狩りなどは古くから詩や歌にうたわれ、野山

や田畑周辺の生き物を愛でる行為の代表と言

えるでしょう。これらの身近な生き物は童謡に

歌われ、私たち日本人の原風景の一部となって

います。
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二次的自然に育まれる身近な生き物

農山漁村の二次的自然は生産または生活のために日常的に利用する場であるため、そこに生息する

生き物たちは、人間活動に適応したいわゆる「普通種」です。また、人間のすぐそばにいるため、古

くから食べる、遊ぶ、愛でるを通じて親しまれてきた身近な存在です。そのため農山漁村では、希少

種のみにとらわれることなく、身近な生き物を守り育てていくことが求められています。

農山漁村には様々な水辺と緑が混在し多様な生き物のビオトープになっています。

丘陵地 
（里山） 

谷津田 

丘陵地 
（里山） 

低地 
（水田、河川、集落） 

台地 
（集落、畑、 里山 =平地林） 

台地 
（里山） 

まぐさ場（採草地） 雑木林 神社の照葉樹林 松林 

水田 農業排水河川 湧き水の土水路 ため池 



●身近な生き物との繋がりがもたらす豊か

な暮らし

一般的に農山漁村の生き物の多くは、農林

漁業の生産にとっての価値が低いことか

ら「雑（雑木、雑草、雑魚など）」と呼ばれていま

すが、「雑」という言葉には「種々雑多な」という

意味が含まれ、多様な生き物の存在を感じさせ

ます。そして何より、人々の生活とそこにいる

生き物の繋がりが豊かであったことを示してい

ます。

今日、国民の多くは高度に人工化された都市

に住んでいます。そのような都市住民にとって、

水辺や緑に囲まれ、多くの生き物と豊かな繋が

りをもった農山漁村の生活はあこがれの的にな

っています。言い換えれば、農山漁村の人々は

自然の恵みを享受しうる豊かで快適な生活を

営んでいるとの認識が広まりつつあります。し

かしその一方で、農山漁村の人々の生活は自

然から切り離されつつあります。もちろん農林

漁業の生産は地域の自然との繋がりを失うこと

はできませんが、生活スタイルは都市と違いの

無いものになってきています。とくに子供たち

の遊びは、都会の子供も田舎の子供も同じに

なってきています。なかには、自分の家の隣に

カブトムシがいっぱいいるのに、ペットショップ

で購入する子供も増えています。

健全で豊かな農山漁村の自然を保全するに

は、「貴重な自然」を保護するのではなく、ごくあ

りふれた、身近な生き物たちとの繋がりを大切

にし、それを親から子へ受け継いでいくことが

重要です。そして、自然に囲まれた自分たちの

住まい方が、都市住民、ひいては国民全体のあ

こがれの的であるという自信と誇りを持ち、自分

たちの身の回りの自然を見直すことが肝要です。 49
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伝統的な農村環境における人と生き物の共生

ビオトープってなに？

ビオトープ（Biotope）は、生物を意味するBioと場所を意味するTopeが組み合わせられた合成

語です。Topeは地理学的に隣接する他の空間から区別しうる、その内部が均質な土地を指し

ます。いいかえれば、ビオトープとは生態学的に生物が生育･生息できるような特定の環境条件

を備えた均質な限られた空間として定義されます。具体的には、草地、湿地、池、雑木林など

の単位で区分される様々な緑が、それぞれビオトープに該当します。今日、「ビオトープづくり」

が各地で盛んに行われていますが、それらには、限られた狭い空間に多くの生物種を誘導する

ことを目的にトンボ池などを中心に様々な要素が盛り込まれています。ビオトープの定義に基づ

けば、このような「ビオトープ」施設だけではなく、自然生態系はもちろん、農山漁村の水田、採

草地、ため池、雑木林、松林、屋敷林、砂浜、磯などが、元来おのおの一種のビオトープとして

の機能を有していると言えます。
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参考 参考 

身近な生き物との関わり｜食べる、遊ぶ、愛でる

身近な生き物を守り育てていくために

身近な生き物との繋がりを知る方法

農山漁村では、長い間、集落単位の自給自足が図られてきました。そのため、衣・食・住に必

要なさまざまなモノを水辺や緑から得るために身近な生き物を利用してきました。また、今のよう

にテレビや自動車、ましてやパソコンなどが無い時代には、人々の娯楽の中心に生き物とのふれ合

いがありました。そのような身近な生き物との繋がりを再認識し、それを現代に合うかたちで再生

することが、美しい農山漁村における豊かな生活を実現するためには不可欠です。そのためには、

自分たちの地域でかつて育まれていた生き物との繋がりを掘り起こしてみる必要があります。たと

えば、以下のようなキーワードにそって、昔の暮らし、昔の遊びを整理することも有効でしょう。

○食べる 郷土料理＝食材は何か＝その食材をどこで得ていたか

＝その食材を得るためにどのような作業をしていたか

（例えば、山菜や魚であれば、それらを採取し易くするための工夫）

○住む 家屋の屋根や柱の材料は何か＝その材料をどこで得ていたか

＝その材料を得るためにどのような作業をしていたか

（茅葺きであれば、茅はススキか、アシか。茅を採るための火入れは？）

○遊ぶ どのような魚や虫を遊び相手にしていたか

＝それぞれの魚や虫はどこで、どうやって採っていたのか

＝それらの魚や虫をなんと呼んでいたのか

（子供の遊び相手の生き物には地方独自の呼び名がある場合が多い）

○愛でる ホタルはいたか＝どこにいたか＝蛍狩りの時期はいつか

新緑や紅葉、桜など季節感を植物で味わえる場所はどこか
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水田（未整備）

管理された土水路と整備されたコンクリート水路 水路の生き物調査

航空写真を用いた休耕田の変化の把握
土地利用の変化は航空写真により経年比較するとわかりやすい。かつて水田として利用されていた空間は、耕作放棄されてヨ
シ・ススキが繁茂するようになり、さらにヤナギ・ササに覆われて、底が水田であった面影を見ることが出来なくなっています。

放棄（ヨシ、ススキ） 遷移（ヤナギ、ササ）

1960年 1974年 2002年

地域の自然の変化を知る方法

健全で豊かな農山漁村の自然を育むためには、単に「守る」だけではなく「再生」することも必要に

なります。その際、どのように「再生」するのかという目標を定めることは、非常に重要なステップです。

しかし、農山漁村の二次的自然は、地域の風土とそこに住む人々の長年の関わり合いが育んだもの

ですから、他の地域の「優良事例」を単純に模倣するだけでは、かえって自然の破壊につながる場合

が多いのです。そこで必要となるのが、自分たちの地域の自然がどのように変化してきたか、その結

果として「何を」再生すべきかを知ることです。

地域の自然の変化を知るには、次のようなさまざまな方法があります。

○観る コンクリート化や都市化などの変化は、現地を歩いてチェックします。

○採る 移入種の増加や在来種の減少を知るには、採って調べることが必要です。次に、かつ

ていた生き物を年配者から聞き取って、調査結果と比較します。

○比べる 過去の航空写真と現在の航空写真を比べると、開発された場所、放置されて変質し

た場所、変化していない場所などを把握することができます。



●二次的自然の危機

農山漁村の自然は、人間が日本列島に定住

して以来、農林漁業の発達にともなって

つねに変化してきました。古代から中世にかけ

ての焼き畑中心から、徐々に水田中心の農業へ

と移行してきたのです。とくに江戸時代には、

石高制の確立と土木技術の発達により新田開

発が盛んに行われ、大河川沿いの後背湿地な

どが広大な水田地帯となりました。また、水田

の拡大とともに、肥料生産や牛馬の飼料確保の

ため、里山の多くが採草地となったと言われて

います。このような変化を通じて農山漁村の豊

かな二次的自然が形成されてきたと言えます。

第二次世界大戦後には、それまでとは異なる

変化が急速に進みました。その変化を新・生物

多様性国家戦略の中では「３つの危機」として整

理しています。第一の危機は人間活動の拡大

に伴う危機で、都市化やコンクリート化（非緑地

化、無機質化）などの開発や乱獲により二次的

自然の量が減少しています。第二の危機は、人

間活動の縮小や生活スタイルの変化に伴う危機

です。エネルギー革命や生産過剰、過疎化や高

齢化により里山や農耕地の管理が放棄され、二

次的自然が変質しています。第三の危機は、外

来種（移入種ともいう）などの新たな問題です。

都市周辺ばかりでなく農山漁村でも外国や国内

の他の地域から持ち込まれた生物が繁殖し、も

ともと地域の自然に育まれてきた身近な生き物

が駆逐されつつあります。

これらの変化の結果、今日の農山漁村では、

市街地や近代化された農地のような「使われる

場所」と、里山や条件不利地域の農地などのよ

うに「使われない場所」とに二極化が進んでい

ます。そのため、様々な水辺と緑の組合せがも

たらす農山漁村の美しさが失われつつありま
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農山漁村の変化と二次的自然の危機

日本の社会、経済構造の変化、都市化の進展などにより、農山漁村の二次的自然は量と質の両面で

急激に大きく変貌しました。そのため、今日では、農山漁村の二次的自然を保全するだけでなく、そ

の再生が求められています。

農薬 

乾田化 

コンク
リート

化 ゲンゴロウ 

タガメ 

メダカ 

タコノアシ 

ヘイケボタル 

第一の危機：近代化。農業の近代化も様々な影響を身近な生き物に
与えています。とくに過去に使われた農薬の影響、水路や畦のコンク
リート化、冬季の水田の乾燥などの影響が大きいと言われています。



す。また、二次的自然の減少や変質により身近

な生き物の生息空間が失われ、今日では、メダ

カやキキョウなど、かつては農山漁村でごく普

通にみられた動植物が減少しレッドリストに掲

載されるにいたっています。

●求められる二次的自然の再生

現在、国民全体の中で農山漁村の二次的

自然の重要性に対する認識が高まってい

ます。また、そこに棲む身近な生き物とのふれ

あいを求める声も大きくなり、農山漁村の二次

的自然を積極的に再生することが求められてい

ます。そのためには、まず、過去から現在にい

たるまで地域の自然環境がどのように変化して

きたのか、また、現状はどのようになっている

のかを知ることが大切です。その上にたって、

保護区として守るべき場所（環境保全区域）、農

林漁業を通じて活用していく場所あるいは二次

的自然の維持を目的に積極的に管理を進めて

いく場所（環境創造区域）、社会基盤の整備を

進めるべき場所（環境配慮区域）などを見極め、

田園環境整備マスタープランなどに反映させて

いくことが必要です。さらには、特に第二の危

機を回避するためには、単にゾーニングするだ

けでは無く、維持管理の担い手の育成や、その

支援策など、二次的自然の積極的な管理推進

のための方策を明確にすることが必要です。
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1947年（米軍撮影） 1974年 1984年

草原（採草地）が多い アカマツの植林に変化 コナラが増え混交林に変化

第二の危機：里山の変化。採草地にアカマツを植えて利用していましたが、管
理の放棄や松枯れにより雑木林に変化しつつあります。林の中はササ藪にな
っていますが、近年はNPOによる管理が進められています。（茨城県土浦市）

第三の危機：外来種。様々な外国産の種により、ニホンザリガニやタナゴ
類など在来種が駆逐されつつあります。

セイタカアワダチソウ オオクチバス ブルーギル

アメリカザリガニ ウシガエル
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レッドリスト
レッドデータブックとは絶滅のおそれのある野生生物の情報をとりまとめた本のことで、国際

自然保護連合（IUCN）という団体が、1966年に初めて発行しました。レッドデータブックという

名称はその報告書の表紙が赤いことに由来する通称です。1994年には定量的な評価基準に基

づく新たなカテゴリーが採択されています。日本では、1989年に「我が国における保護上重要

な植物種の現状（レッドデータブック植物種版）」が日本自然保護協会、世界自然保護基金ジャパ

ンから発行され、環境庁（環境省）によって編纂が進められました。1994年のIUCN新カテゴリ

ー採択以降はリストの見直しが行われてきています。見直し作業では新カテゴリーの定量的な

基準により全面的な見直しが行われ、まず、は虫類・両生類、ほ乳類、無脊椎動物、植物などの

分類群ごとにレッドリストを作成・公表し、これを基にレッドデータブックを順次編纂するという

2段階に分けて行われました。その結果、メダカやキキョウなど、かつては日本全国に広く分布

していた身近な種がレッドリストに掲載されることとなりました。

外来種（移入種とも言う）
外来種とは、国外又は国内の他地域から、人間の媒介により意図的・非意図的に、本来の自

然分布域外に移動された種（亜種・変種を含む）をさします。外来種のうち、野外において定着

し、在来の生物多様性を変化させ、脅かすものは「侵入種」と呼ばれます。古くはセイタカアワ

ダチソウやセイヨウタンポポ、アメリカザリガニ、ウシガエルなどが外来種として有名であり、今

日ではオオクチバス（ブラックバス）やブルーギルが社会問題化しています。特に近年、は虫類

や昆虫類などペット用に輸入された種が捨てられ大きな問題となっています。またワイルドフラ

ワーによる法面緑化、さらには絶滅に瀕している地域個体群の増殖のために行われる国内他地

域からの個体の移入など、環境に良かれとの思いからなされる行為が、結果的に在来種を駆逐

したり、遺伝子汚染により多様性を低下させたりしています。

生物多様性
生物多様性（biodiversity, biological diversity）という用語は、今では日常語としてひろく用い

られていますが、その歴史は意外と新しく、1980年代の後半につくられたものです。生物多様

性は、生物の種類の豊富さとして用いられる場合が多いのですが、実は、単に種類数の多さ

（種多様性 species diversity）だけを指す言葉ではありません。遺伝子、種、生物群集（生態系）、

景観など、いくつもの生物学的階層にわたる多様性の概念であり、種などの「要素」だけではな

く、生物間相互作用などの要素間の「ネットワーク」をも含む広い内容をもつとされています。と

くに農山漁村が注目をあつめるのは、生活・生産のために様々な水辺や緑が形成されているた

め「景観」レベルでの多様性が高いことにあります。また、種などのレベルで生物多様性の低下

が叫ばれていますが、そのような絶滅の危機に瀕している生物種のリストがいわゆる「レッドリ

スト」です。さらに今日では、外来種による在来種の駆逐や、在来種との交雑による遺伝子汚染

などが関心を集めています。



55

Ⅲ.

健
全
で
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全

（農業・農村の変化） （景観構造・生息空間の変化） （生物相の変化） 

移動阻害の影響を受けやすい

生物の減少 

（例） 

・花粉・種子の撒布距離が短い

植物 

・分布域を拡大する活動の範

囲が狭い動物 

・再生産能力が低い生物 

・寿命の短い生物（植物の場合

には植物体・シードバンク） 

撹乱を背景とした特定の遷移

段階・環境条件と結びつきの

強い生物の減少 

（例） 

・二次林・陽樹林の生物 

・草原性の植物とそれを食草と

するチョウ 

・氾濫原等の生物 

・移行帯的な環境を必要とする

生物 

生息空間の消失・減少 

生息空間の分断化 ほ場規模拡大 

大型機械化 

土地利用画一化 

資材の近代化 

作業の単純化 

省力化 

事業化 

省力化 

都　市　化 

生息空間の均質化 

（例） 

・農用林等植生の減少 

・湿性草原・湿性林の減

少 

・農地及びその周辺の非

生物空間化 

・移動経路としての水系

の分断 

（例） 

・二次林の照葉樹林化

（暖温帯）、林床の荒廃 

・草原での遷移の進行 

・水辺環境の均質化 管
理
粗
放
化 

土
地
改
変 

参考 参考 

農業・農村の変化と景観構造・生物相の変化（井手、1994）

景観構造の変容と生物相の変化

1960年代以降、生産、生活様式の変化に伴い農山漁村の景観構造は大きく変容しました。とくにビ

オトープの消失・減少や孤立化、または均質化が進行し、農山漁村の豊かな二次的自然を維持して

きた時間的・空間的モザイク性が著しく低下しました。その結果、かつての普通種がレッドリストに

掲載されるなど、農山漁村の生物多様性が大きく低下してきています。

ビオトープの消失・減少とは、ビオトープが物理的に無くなる場合で、都市開発による緑の減少や、

農地開発による森林や湿地の減少などがあげられます。多くの場合、空間的モザイク性が低下しま

す。ある種のビオトープの消失・減少がつづくと、周辺にある同種のビオトープとの間の種の移動や

供給が阻害され孤立した状態となります。移動や供給が阻害されると種子散布距離が短い植物やほ

乳類などの地上性の動物は生息が困難になります。

一方、ビオトープの均質化は「集約的に使われる場所」と「放棄され使われない場所」とに二極化の

結果生じます。二次的自然を維持してきた人為的管理が停止することによる植生の遷移が進行する

ため時間的モザイク性が低下します。その結果、比較的遷移初期の段階に位置する二次草原やアカ

マツ林などの陽樹林が失われます。とくに、キキョウやオミナエシなどの植物や、草原性蝶類など、

草原性の動植物の減少が顕著です。蝶類ではレッドリスト掲載種から高山や離島の種を除く52種の

うち、実に73％にあたる38種が二次草原に生息していた種で占められています。



●環境への配慮の原則化

健全で豊かな自然環境と調和した農山漁

村の形成という視点から、今日、各種

の開発行為を行う際には、自然環境との調和

への配慮が求められています。とくに農林漁

業については食料・農業・農村基本法におい

て「国土の保全、自然環境の保全、良好な景

観の形成などの多面的機能が、将来にわたっ

て、適切かつ十分に発揮されなければならな

い」とされました。また、そのための具体的

な施策の一つとして、平成14年の土地改良法

改正では、環境との調和への配慮が事業実施

の原則とされ、農業農村整備事業の新規事業

採択地区は田園環境整備マスタープランに基

づき、食料の安定供給とあわせて自然と共生

する田園環境の創造に貢献する内容に転換す

ることが求められています。

●地域の特性に応じた環境配慮のための考

え方

しかし、農山漁村の自然環境は、地域の風

土と、そこに生きてきた人々の生活また

は生産の歴史によって維持、形成されてきたも

のであり、一様ではありません。そのため、各

種事業や開発行為を行う際には、地域の特性

に応じて自然環境との調和のありかたを検討す

る必要があります。地域の自然環境を的確に把

握し、それに基づいて開発に伴う自然の改変に

よる影響を予測し、回避や軽減などの措置によ

り影響を緩和することが有効です。このような

ミティゲーション（環境影響緩和措置）の考え方

には、回避、最小化、修正、軽減／除去、代償

の5つのレベルがあり、回避から順次、方策を

検討することとされています。

その際には、計画規模の縮小による影響の最
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3．農山漁村の豊かな二次的自然の維持、再生、増進
自然環境に与える影響の緩和

農山漁村の健全で豊かな自然を保全しながら各種事業を実施するために、田園環境整備マスタープ

ラン等に基づき、地域の特性に応じて自然環境との調和に配慮した整備を行うことが求められてい

ます。とくに、ミティゲーションの考え方に基づく計画規模の見直しや、生態系保全工法の採用によ

る影響の軽減を図ることなどが必要です。その際にも、地域の風土や二次的自然の特性にあわせ、

自然の素材や立地特性を生かした方法を地域ごとに検討することが重要です。

▲▲▲▲▲▲



小化等や、生態系保全工法の採用による影響の

軽減、新たなビオトープの創出による代償など

を図ることが必要です。ただしその際、改めて

農山漁村の自然環境が一様ではないことに留

意する必要があります。山間部で有効な石組み

護岸工法が、砂泥質の低地で効果的であるとは

限りません。また、緑化のみにとらわれて安易

に外来の植物などを用いると、それらの外来植

物が移出し、在来の生態系に悪影響を及ぼしま

す。最小化や修正、軽減などの具体的な工法や

素材も、地域の特性に合致したものを採用、開

発することが肝要です。

●二次的自然の再生

今日では、これまでに失われた自然環境の

積極的な再生が求められており、自然再

生推進法にもとづく事業が始められつつありま

す。農山漁村においては、生活や生産を通じた

人間による水辺や緑への働きかけが豊かな二

次的自然を育んできました。そのような観点に

立ち、単に事業や開発行為にともなう環境への

影響の軽減だけではなく、多様な担い手の参画

により積極的な二次的自然の再生を図ることが

重要です。
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排水路（暗渠）とは別に整備されたメダカ保全水路
（栃木県真岡市）

扇状地の湧水下に設けられたイバラトミヨ保全のための水路
（秋田県中仙町）

地元の素材である粗朶を用いた多自然工法（新潟県越路町）

「自然再生推進法」

2003年1月1日から施行された法律で、「自然再生」「生物多様性」をキーワードとした社会づく

り、地球環境保全を目的とするものです。自然再生とは失われた自然を取り戻すことです。この

法律の特徴的な点は、自然再生に向けた保全や創出などの活動を、行政だけが行うのではなく、

地域住民やNGO、NPOなどと協力して行うことを前提としていること。地域住民が望む様々な形

の「地域の自然」が回復されることを期待するものです。
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農道の法面緑化と 
小動物の移動経路の確保 

貴重な植物が生息する 
湧水池保全 

生態系に配慮した護岸 
「メダカの泳ぐ水路」 

石積み水路によるうるおい 
のある居住環境の創出 

集落排水処理施設整備と 
資源リサイクル施設整備 

棚田の保全 

河川 

河川 

河川 

高速道路 

高速道路 

田園環境整備 
マスタープラン 
対象地域 

山間部との境界線、河川や水路沿い、農
村集落周辺等事業を実施する際に環境
の創造を積極的に図る区域 

環境創造区域以外の区域 

環境創造区域： 

環境配慮区域： 

既存の緑（山間部・河川堤防） 

環
境
創
造
の
事
例 

農道 

農道 

農道 

道路 

道路 

水路 

水路 

市街地 

環境に配慮した農村整備手法

田園環境整備マスタープランに基づくゾーニング

農業農村整備事業の事業採択に先だって策定するもので、地域の環境概況、現状と課題、将来的な

地域環境のあり方、整備にあたっての環境配慮のあり方等の基本事項についてとりまとめるとともに、

環境創造区域（自然と共生する環境を創造する区域）及び環境配慮区域（環境への影響緩和等につ

いて配慮した工事を実施する区域）を設定したものです。

田園環境整備マスタープランにおけるゾーニング計画の例

参考 参考 
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環
境
配
慮
の
５
原
則 

回避（avoidance） 
行為の全体又は一部を実行しないこと 
により、影響を回避すること 

湧水池の保全 
湧水などの環境条件が良く、繁殖も行われているような生態系拠点は、 
現況のまま保全 

生態系に配慮した用水路 
水辺の生物の生息が可能な自然石及び自然木を利用した護岸とし、影響 
を最小化 

魚道の設置 
落差工により水路のネットワークが分断されている状況を魚道の設置に 
より修正 

一時的移動 
環境の保全が困難な場合、一時的に生物を捕獲、移動し、影響を軽減 

代償施設の設置 
多様な生物が生息する湿地等を工事区域外に設置し、同じ環境を確保 

 

最小化（minimization） 
行為の実施の程度又は規模を制限 
することにより、影響を最小とすること 

修　正（rectification） 
影響を受けた環境そのものを修復、 
復興又は回復することにより、影響を修 
正すること 

代　償（compensation） 
代償の資源又は環境を置換又は供 
給することにより、影響を代償すること 

影響の軽減／除去 
（reduction/elimination） 
行為期間中、環境を保護及び維持す 
ることにより、時間を経て生じる影響を 
軽減又は除去すること 

▲▲▲▲▲▲
▲▲▲▲▲▲

環境配慮の5原則



●ムラ｜ノラ｜ヤマでとらえる水辺と緑の

ネットワーク

農山漁村でみられる様々な水辺と緑は、伝

統的にムラ｜ノラ｜ヤマ（場所によって

はノラ｜ムラ｜ヤマ）の基本単位をもって配置さ

れています。ムラは人々が住む集落、ノラは田

畑など、主に食料生産に用いられる農用地（漁

村においては海や河川・湖沼）、ヤマは肥料や

飼料、用材やその他の生活資材を生み出す里

山の林野です。これらは農山漁村で衣・食・住

を全うするためには欠かせない水辺や緑です。

そのため、風土が似通った近隣の村々はみな

同じような水辺と緑の配置構造をもっており、

ムラ｜ノラ｜ヤマの基本単位を広い範囲で繰り

返しています。このような基本単位の「繰り返し」

は、農山漁村の二次的自然に生息する生き物

の移動や分散をたすけ、地域全体として豊かな

自然が維持されてきました。例えば、集落を単

位とした伝統的なムラ｜ノラ｜ヤマの繰り返し

が、トンボ類、カエル類の移動距離や、鳥類が

必要とする樹林地率やなわばりの広さと合致す

ることが知られています。

●ネットワーク再生の考え方

今日、都市化の進展や開発に伴う二次的

自然の改変により、おのおのの水辺と緑

は縮小し、孤立化してしまっています。豊かな

二次的自然を再生するには、個々の農地、森

林、水辺などを適切に保全するとともに、ムラ

｜ノラ｜ヤマの基本構造に留意しながら、地

域全体のなかでそれらが結合し、多様な水辺

と緑のネットワークを構築することが必要です。

水辺と緑のネットワークの構築は、自然豊か

な農山漁村の美しさを演出するとともに、そこ

に生息する生き物にとっては非常に重要です。

そのため、田環境整備マスタープランなど、環

境と調和した土地利用の方向性を示す計画の

中で長期的ビジョンにたって積極的な位置づ

けを行うことが求められています。主要な水

辺や緑と、他の主要な場所との間を生き物の

移動が可能な回廊（コリドー）で結んだり、間

隔で中継点となりうるような水辺や緑が踏み石

状に存在することが有効です。また、異なる種

類の水辺や緑のネットワークも重要です。親に

なると林へ移動するアマガエルや、海から砂

浜にあがって産卵するウミガメ類などにとって

は複数のタイプの生息地がネットワーク化され

ていることが不可欠です。
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水辺と緑の配置と生態系ネットワークの再生

農山漁村における様々な水辺と緑は集落を単位とした配置を繰り返しています。この繰り返しによ

る水辺と緑のネットワークが、生き物の移動や分散をたすけ、地域全体として豊かな二次的自然を育

んできました。しかし、無秩序な開発などに伴う分断化、孤立化が進んでいます。長期的ビジョンに

たった計画により水辺と緑の有機的なネットワークを再生することが求められます。

ムラ｜ノラ｜ヤマの例（茨城県筑波地域）。低地の水田、台地端の集落、
台地上の畑、台地中央部の平地林（と採草地）が繰り返し現れます。

松林 畑 農家 

集落の範囲 

農家 農家 農家 畑 畑 松林と採草地 斜面 斜面 斜面 斜面 田 田 田 田 川 川 

ヤマ ヤマ ノラ ノラ ノラ ノラ ノラ ムラ ムラ ムラ ムラ 

集落の範囲 集落の範囲 集落の範囲 



同じ種類のビオトープ間のネットワーク 

異なる種類のビオトープ間のネットワーク 

踏み石型 

土地利用レベル 植生レベル 

回廊（コリドー）型 

樹林 

水田 

のり（湿） 

のり（乾） 

岸辺 流れ 

●ネットワーク再生のための様々な工夫

生態系ネットワークの再生には現在さまざ

まな方法が試みられています。田園環境

整備マスタープランや市区町村の総合計画など

の中で、渡り鳥の中継地としての湿地の保全や、

コリドーとして重要な河川や河畔林などの保全

が検討されています。また、工種としては、水

路の落差を解消するための魚道や階段式落差

工の設置、動物の移動を保証するための橋やト

ンネルの設置、コンクリート垂直壁を解消するた

めの傾斜壁などがあります。しかし、ネットワー

クを構築することは、必ずしも新しいものを造

ることばかりを意味するわけではありません。

例えば、水田の中を流れる水路の落差工を解

消しようとする場合、魚道を造らなくとも、かつ

て行われていた堰上げなどの方法により季節的

な移動が保証されれば効果が現れる場合もあ

ります。それぞれの地域の水辺と緑の配置がど

のようにして生態系のネットワークを構築してい

たかを、全国的に整備されている古い空中写

真や地形図など資料や年長者の経験から調べ、

それに基づいて、様々な方法の中から地域に

適した手法を組み合わせることが、地域全体を

通した有機的なネットワークの構築には有効で

す。
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ネットワークの保全・補完の事例（岩手県胆沢町）
水と緑のネットワークの保全を図るためには、まず現況のネットワークの評価を行って、コリドーとなる空間、中継点となるポイ
ントなどを析出して、開発や整備からこれらを保全していくことが求められます。

さまざまな生態系ネットワークのかたち

現況 ネットワークの評価 ネットワークの保全

生態系保全工法（多自然型工法）による生物生息空間
の再生

生態系保全工法（多自然工法）は、コンクリート三面
張り水路などの機能（事業目的）のみを重視した旧来
工法に代わって、機能を満たしつつ生態系保全への配
慮を加えた工法です。例えば、河川では、護岸整備等
において、治水面の安全性を確保しながらも、生物の
生息・成育環境・景観にも配慮した改修を行うための
工法で、「自然と調和した川づくり」を目的としています。
具体的には、魚巣ブロックやポーラスコンクリートなど
の新しいコンクリート素材の利用や、蛇篭や粗朶の利
用、植栽、瀬や淵などの蛇行形状の再生などが行われ
ています。しかし、実際の生態系への影響や効果が明
らかにされていない場合が多く、技術的課題も少なく
ありません。また、庭園や公園に用いられる修景技術
が援用される場合も多くあります。



62 農村環境のビオトープ結合システムの望ましい姿（守山、1997）

農村環境の基本単位 農村環境の基本単位 

ムラ 

トンボ類の移動 

カエル類の移動 

山地性の鳥の移動 

疎林・草地を利用する鳥、林内空間を利用する鳥の定着 

フクロウの定着 

ムラ 

屋敷林 
社寺林 

屋敷林 
社寺林 

ため池 
谷津田 

ため池 
谷津田 

ノラ ヤマ ノラ 

 二　次　林 畑地 畑地 

約1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可能 

約1km以内　水辺間の土地利用は畑でも可能 

水辺間の土地利用は樹林地の連続が必要 

ニホンアカガエル、アズマヒキガエル 

シュレーゲルアオガエル 

樹林地＞16％が必要 
（伝統的農村の樹林地率は25～30％） 

2～3年間に1回の林床管理が必要 

繁殖地の最短距離は約1.3km（伝統的な集落の間隔と同じ） 

繁殖樹林 
＞0.7ha 
林縁閉鎖 
が必要 

林床利用動物を捕食させるには 
年1回（明るい林）から隔年（暗い林） 
の林床管理が必要 

繁殖樹林 
＞0.7ha 
林縁閉鎖 
が必要 

参考 参考 生態系ネットワークの再生に向けて
生態系ネットワークとビオトープ結合システム

多くの野生動植物は、その種の生存に適した特定の種類のビオトープと密接に結びついています。

植物を例にとると、アザミ類はススキを中心とした多年生草木から構成される草原と、カタクリは春先

に林床が明るい森林と、マコモは緩やかな流れのある小川と、といった具合です。しかし、多くの生

物は一つの生息地のみでその種の継続性が保たれているわけではなく、ある生息地と他の生息地と

の間で遺伝的な交流が必要です。しかし、ビオトープの消失や分断化が進むと、この遺伝的交流が困

難になります。とくに種子散布距離が短い植物やほ乳類などの地上性動物、さらには魚類などでは生

息地間の移動が保証されることが極めて重要なのです。このような生息地間の移動が可能な状態のビ

オトープの配置を、ビオトープ・ネットワーク、または生態系ネットワークといいます。生態系ネットワー

クには、同じ種類のビオトープ同士の結合性だけではなく、異なる種類のビオトープの結合性も含み

ます。なぜなら、多くの生物種が複数の種類のビオトープを利用するからです。例えば、アマガエル

は、幼生（オタマジャクシ）は水田などの止水域に生息しますが、成体（カエル）は主に森林で餌をとり

ます。このような複数種のビオトープ間の空間的な結合性を「ビオトープ結合システム」といいます。

生態系ネットワーク、またはビオトープ結合システムを保全または形成する場合に重要なのが、同種の

ビオトープの間隔や、ビオトープとビオトープを結ぶコリドー（線状または帯状の空間）の存在、複数種の

ビオトープの隣接状態など、ビオトープの配置です。例えば、ため池に生息するトンボ類にとっては隣の

ため池が移動可能な距離にあることが必要です。また、メダカは春先などに越冬場所から水田に移動

すると言われますが、その際、水田と隣接する水路はコリドーとして重要です。もし水路にメダカが遡上

できないほどの落差があれば移動不可能となります。同様にアズマヒキガエルは森林の林床で越冬し、

産卵のために水田に移動しますが、林縁にコンクリートの溝があると移動できなくなります。
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谷津田の水路沿いにおける草刈りによって草原性のビオトープが連続します。

水路と水田の高落差が解消されネットワークが機能する例（左：堰上げ、右：魚道）

生態系ネットワークの維持と再生

現在、生態系ネットワークの再生に向けて、各地で様々な試みがなされています。それらの試みに

は、大きく分けて2つの方法があります。一つは、土地利用計画の中でネットワーク機能を持たせる土

地を担保する方法です。コリドーや飛び石の保全や創出がこれに該当します（P61の岩手県胆沢町の

事例を参照）。他の一つは、現在の土地利用配置の中で分断化または孤立化してしまっているビオト

ープをつなぐ工夫です。魚道や階段式落差工、動物の移動を保証するための橋やトンネル、コンクリ

ート垂直壁を解消するための傾斜壁などの設置がこれにあたります。しかし、これらの方法には、土

地を確保するための費用や合意形成、施設を設置するための経費などが必要となるなどの問題があ

ります。そこで、より簡便で効果的な方法が模索されています。農山漁村の生態系が二次的自然であ

り、それを支える定期的な維持管理の低下によって生態系が変質していることを考えれば、維持管理

を復活することで生態系ネットワークの再生をはかれる場合もあります。例えば、用水路と排水路の

分離以前に行われていた「堰」の操作により水路と水田の高落差を季節的に解消することが出来ます。

また、水田や水路脇の法面の草刈りを、個々の農家が独自に行うのではなく、集落で一致して行えば、

今日各地で失われつつある草原性のビオトープのネットワークを再生することが可能です。



●多様な主体の参画による新しい二次的自

然管理の模索

荒廃した農山漁村の二次的自然を再生す

るため、様々な主体の参画による水辺や

緑の管理が各地で試みられています。過疎化

や高齢化の進展、農林漁業を巡る経済状況の

厳しさなどにより、今まで続けられてきた管理

を継続することが難しくなっている地域も多い

のが現状です。まして国土の約半分を占める農

山漁村の二次的自然の全てを昔と同じ方法で

維持、管理することは不可能です。したがって、

かつてとは違う新しい農地森林管理の方策を

見いだすことが急務となっています。

●都市住民の参画による二次的自然の管理

農山漁村の二次的自然の管理を地元住民

または土地所有者だけの責務とするので

はなく、非農家や都市地域の住民も含めた多様

な担い手の参画によって推進しようとする試み

が各地でなされています。今日、豊かで美しい

農山漁村の自然は、農山漁村の住民または土

地所有者だけのものではなく、国民全体の貴重

な財産であるとの認識が急速に定着しつつあり

ます。都市住民のなかには、自然の恵みを享受

しうる農山漁村の住まい方に対して、豊かで快

適な生活であるとあこがれを持つ人も増えてき

ました。そのような視点から、とくに里山の雑木

林や棚田の保全・管理を目的とした市民団体や

NPO法人が各地で設立されています。草刈り

十字軍のように、積極的に管理を担う団体も生

まれつつあります。最近では農山漁村の住民側

でも都市住民との交流を積極的に推進しようと

いう動きが見られ、「田んぼの学校」などを通じ

て都市の子供達に自分たちの記憶や経験を伝

えようとする活動も盛んになってきています。

さらに、漁村と山村の交流による森林の保全・

管理、植林地の立木の里親制度など、様々な担

い手の参画が検討されています。しかし、農山

漁村に関心をいだく団体の多くが三大都市圏に

偏っていること、たとえ近くに市民団体があって
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二次的自然の再生と管理

農山漁村の二次的自然の保全には適切な管理を行う必要がありますが、今日の社会情勢下では、農

山漁村の自助努力だけで広大な二次的自然の管理を継続することが難しくなっています。非農家や

都市住民など多様な担い手の参画や、畜力の活用などを通じ、順応的に管理を進めていくような新

たな農林地管理の方策の構築が求められています。

都市住民が参加した農林地の管理が盛んになっています。（左：三重県紀和町の棚田、右：神奈川県伊勢原市の雑木林）



も地権者との接点が希薄で交流が進まないこ

と、田植えや稲刈りなどのイベントには大勢の

参加者が見込めても、草刈りや畦塗り、泥上げ

などの日常的作業では大勢の参加を見込めな

いなど、まだまだ課題があります。

●効率的な管理に向けた新しい試み

管理を効率的、効果的に進めていくための

試みもなされています。たとえば、少な

い労働力を効率的に配分するためのローテー

ション管理や、水辺と緑の配置や土地の履歴に

もとづく効果的な管理対象地の選定などです。

また、農山漁村の二次的自然の大きな部分を飼

料生産のための林野が占めていたことから畜

力を見直す動きもあり、放牧による耕作放棄水

田の管理なども試みられています。

今日、かつての農山漁村と同じ方法で二次的

自然の全てを維持・管理することは不可能で

す。地域の実状にあわせて様々な担い手、様々

な方法を組み合わせながら方策を検討してい

くことが必要です。また、実施した方策の効果

についてモニタリング調査を行い、順応的に方

策を再検討し、それぞれの地域に適した二次

的自然の維持・管理方法の改善策を模索してい

かねばなりません。
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「田んぼの学校」田舎の記憶を子供たちに。
（栃木県宇都宮市）

休耕田におけるビオトープの整備（和歌山県本宮町）



●農山漁村における高度な循環の喪失

かつての農山漁村では、地域内の資源をう

まく循環利用し、高度な「自然循環機能」

を発揮していました。食物はもちろん人が食べ

ますが、作物や魚類の非食部や、枝打ち、草刈

りなどで生じた植物体は家畜の餌や薪などの燃

料となりました。さらに、人や家畜の排泄物は

肥料として田畑に戻され食物生産に利用してき

ました。これらの地域内の資源は、植物が自然

エネルギーによって生産する再生可能な資源で

す。それを、衣・食・住を通じて、様々な水辺

と緑、それに家畜の力を組み合わせて有効に

利用してきました。

ところがエネルギー革命以降、化石燃料に依

存した肥料や動力、燃料の利用が進み、地域内

資源の循環利用は行われなくなりました。また、

時を同じくして拡大した都市から大量の有機性

廃棄物が排出されるようになりました。さらに、

二次的自然の保全のために管理を進めれば、

結果として多くの植物体がゴミとして排出され

ます。そのため、今日、「健全で豊かな自然生態

系と調和した持続的な循環型社会を構築する」

という視点から、バイオマス・ニッポン総合戦略

に沿って、農林水産業が元来有している「自然

循環機能」の高度な発揮が求められています。

●バイオマス資源の再評価と活用

このような有機性廃棄物の循環利用による

循環型社会の構築という目標のために

は、有機性廃棄物を未利用のバイオマス資源と

してとらえることが重要です。今日、熱化学・生

物化学的な変換によるエネルギー資源化や、肥

料や飼料としての再生、プラスチックや木質ボ

ードなどの素材化など、さまざまなバイオマス

資源の変換技術が開発されつつあります。
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持続的な自然環境の保全と循環的利用

今日の農山漁村ではかつての資源の循環利用がくずれ、作物や魚類の非食部、草刈りで生じた植物

体などが未利用のまま廃棄されています。また、都市では大量の有機性廃棄物が排出されています。

これらの未利用有機物をバイオマス資源としてとらえ、循環型社会を構築するために、農林漁業が有

する自然循環機能を、たとえば流域を単位とした広域連携のなかで高度に発揮することが求められて

います。

かつての資源循環を支えた家畜と一体の生活／南部曲屋
（岩手県遠野市）

未利用木質資源の再資源化／廃材の堆肥化
（山形県長井市）
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●循環型社会のための広域連携

循環型社会を構築するためには、これらの

変換技術によって生み出された資源を地

域内で消費することが重要となります。とくにバ

イオマス資源については、その多くが農山漁村

で発生し、その利用の相当部分を農山漁村が

担っていることを踏まえて有効活用を図ってい

くことが必要です。しかし今日の農山漁村では、

かつてのようにムラ（集落）を単位とした狭い地

域で資源の循環利用を実現することには限界が

あります。より広域の連携、例えば、流域を単

位として、上流域の山村から、農村、都市、さら

には沿岸域の漁村まで、相互の連携を図り、新

たな循環システムを構築することが必要です。

流域レベルでの資源循環には、新しい技術に

よるバイオマス資源の利用だけではなく、地域

産材の活用など地産池消の取り組み、上流から

下流までの水循環の健全化という視点も含み、

今後、積極的に検討される必要があります。

農山漁村から排出されるさまざまなバイオマスを資源としてとらえ、その再利用をはかることが重要です

都市、平地、中山間の広域連携による流域内循環系の構築

平地農業地域 都市的地域 
中間農業地域 

山間農業地域 

中山間地域 

エネルギーや製品を生産、利用 さまざまな 
バイオマス 

飼料化 

たい肥化 

メタン発酵 

ガス化 

エタノール発酵 

乳酸発酵 

家畜飼料 

たい肥 

家畜飼育 

農産物生産 

発電 
発熱 

自動車燃料 
工業原料 

生分解性 
プラスチック 

メタンガス 

燃料性ガス 
メタノール 

エタノール 

乳　酸 




