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１ 周辺環境による生物多様性保全効果への影響調査

【調査目的】環境保全型農業の実施による生物多様性保全効果は、周辺環境の要因によっても
異なることが指摘されているため、取組による効果の向上に資するよう、取組に
よる生物多様性保全効果に与える周辺環境要因の影響について既存知見を整理す
る

【調査対象取組】有機農業、冬期湛水管理、IPM、江の設置、中干延期

【調査手法】 文献調査及び専門家への聞き取り調査

２ 取組によるトレードオフの可能性評価と解消に向けた技術検討

【調査目的】環境保全型農業の取組による効果的な環境保全効果の発揮を図るため、地球温暖
化防止効果と生物多様性保全効果の間にトレードオフが存在する可能性が指摘さ
れている一部の取組について、トレードオフの可能性を評価するとともに、ト
レードオフ解消に向けた技術を検討する。

【調査対象取組】冬期湛水管理、長期中干し

【調査手法】 現地調査及び文献調査、専門家への聞き取り調査
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〇 取組の環境保全効果に与える周辺環境要因の影響（取組と周辺環境との交互作用）については、欧米では一定の知見があ
るものの我が国における知見は非常に少ない。欧米と我が国では農村環境が大きく異なる（日本の方が環境の多様性が高く、農
地以外にも生物の生息場所が残されやすい）ため、欧米での知見を我が国に直接適用できるとは限らない

〇 そのため、農業生態系を構成する代表的な生物分類群の生活史・生息地利用を踏まえ、取組を行うことで各生物分類群の保
全効果が発揮されるポテンシャルが高い周辺環境要因およびその空間スケールについて整理した（P4～8）

〇 これらの知見を参考に、各地域の多様な環境条件に応じた保全対象種や取組が選択されることで、結果的に我が国の農業
生態系の生物多様性全体の保全に寄与すると期待される

作物 周辺環境
×環境保全型農業

知見の概要

水稲 地域（気候）
×農薬使用量低減

(Amano et al. 2011)

アシナガグモ属の個体数は除草剤・殺虫剤の成分使用
回数が少ないほど多く、その程度は景観や気候（気温、
降水量）に依存する。

水稲 水田のまとまりの大きさ
×江の設置

(宇留間ら 2012)

ヤマアカガエルでは、水田(1枚の水田)と水田群(4～14 
枚のまとまった水田)レベルで異なる農法が正の効果を示
した。水田レベルでは、圃場の湛水面積率に強い正の効
果があらわれ、水田群レベルでは、江の存在が強い正の
効果を示した。

水稲 水田のまとまりの大きさ
×有機農業

(Katayama et al. 
2019)

水田群のスケールでみると、水鳥類の種数・個体数は有
機栽培田の面積率と正の相関を示しており、これは食物
量の増加によるものと考えられた。

水稲 圃場周囲の土地利用
×殺虫剤不使用

(Baba et al. 2019)

開放的な景観を好むノシメトンボは、周囲に森林が少な
い水田で環境保全型農業（殺虫剤不使用）の取組
の効果が高まる。

ナス 圃場周囲の土地利用
×非選択的殺虫剤

(馬場ら 2016)

最適な空間スケールは圃場周囲200mであり、周囲に
森林が少なく、市街地と耕作地の被覆割合が高い圃場
ほど、ヒメハナカメムシ類の個体数が増加していた。なお、
非選択的殺虫剤の影響は検出されなかった。

取組と周辺環境との交互作用に関する国内の知見

作物 周辺環境
×環境保全型農業

知見の概要

小麦畑・
牧草地

景観異質性
×化学肥料等の低減
(Concepción et al. 
2012)

欧州6か国における調査により、景観異質性（圃場周
囲半径500m内における圃場と半自然植生との境界
長・農地以外の土地利用の割合）は、各生物群の種
数に強い影響を及ぼすことがわかり、その関係性は多くの
生物群で直線よりもＳ字曲線（景観異質性がある値
を超えると一気に増加し、頭打ちになる）の当てはまりが
よいことが判明した。
化学肥料等の低減が行われている土地ほど生物の種
数が増え始める値が低く、景観の複雑さが中程度の場
合に管理の効果が最も高くなる。

穀物畑 空間スケール
×有機農業

(Rundlöf et al. 
2008)

スウェーデンにおける調査で、チョウ類に対しては、圃場レ
ベルの有機栽培が最も影響するものの、周囲で面的に
まとまって有機栽培を行うことで、種数がさらに底上げさ
れることが示唆された。

60種の
作物

空間スケール
×有機農業

(Smith et al. 
2020)

メタ解析の結果、有機栽培地は、生物多様性が高く、
圃場サイズが大きいほど有機栽培の生物多様性保全
効果が高まった。

取組と周辺環境との交互作用に関する海外の知見（例）
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分類群 生物多様性保全効果に関係する空間スケール・ネットワーク

鳥類 取組ほ場周辺における鳥類（保全対象）の生態に応じた生息環境・行動圏スケール（例：留鳥であれば繁殖場と採餌場、冬
鳥であれば採餌場とねぐら、等）

（各種群における空間スケールと保全効果の考え方の例）

➢ コウノトリ：比較的広域の生息圏（豊岡におけるつがいの縄張りサイズは一般的に約100ha）をもち、水田の湛水時期に繁
殖を行うため、営巣場所を中心としたなわばり内に、採餌に適した水田が広く存在することで保全に寄与する可能性

➢ トキ：佐渡全島（平野部）において環境保全型農業の取組を行うほ場の「まとまり」が保全効果を高めている可能性あり

➢ ガンカモ類：越冬地において採餌場となる環境保全型農業取組ほ場から飛来可能な範囲にねぐらとなる湖沼や冬期湛水水
田が存在することが必要

両生類 取組ほ場（繁殖場）と森林や畦畔等（幼体の成育場・成体の越冬場）を含む空間スケール

魚類 越冬と産卵が可能な生息環境を含む水域ネットワーク

なお、「ほ場」の取組（江の設置・冬期湛水管理・中干延期）において考慮すべき種群は、水田を産卵場や越冬場として利用する
種群（メダカ類、ドジョウ類、ナマズ類、タモロコ類等）に限定される。

また、周年湛水される江が存在する場合などを除き、水田内の取組によって魚類の保全効果を発揮するためには、越冬環境となる
水路やため池等と出入りできる接続性が確保されていることが前提となる。農業水路における魚類の生息環境の調査・評価法は
「魚が棲みやすい農業水路を目指して～農業水路の魚類調査・評価マニュアル～」（農研機構）にまとめられている。

無脊椎動物
（主に水生昆虫類）

周辺の生息地と取組ほ場との距離（飛来可能な距離）や連結性。完全変態類（水生コウチュウ類）は蛹化の際に土に潜るため、
土の土手が必要となる。

（各種群における空間スケールと保全効果の考え方の例）

➢ 水生コウチュウ類・水生カメムシ類：個体数の決定に有効な空間スケールは水田周囲の半径2,000～3,000mであり、森林
や水田以外の水域（越冬環境としてのため池等）の面積率が正の効果を与える。

➢ 訪花性昆虫類（ハナバチ類など）：採餌場となる取組ほ場から飛来可能な範囲に営巣地が存在すること

植物
（陸上、水生）

周辺地域における対象種の生育分布状況（希少性が高い保全対象種が存在し、取組ほ場以外での生育可能な環境が少ない
場合、取組ほ場における保全の重要性がより高まる。）

https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/pamphlet/tech-pamph/079440.html
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分類群 水生植物 クモ類

取
組
の
保
全
効
果
*

有機農業 ↑ ↑

冬期湛水管理 ↑

特別栽培・IPM ↑ ↑

江の設置 ↑

中干延期

代表的な生活史・
生息地利用

• 一年生草本であるスブタは水田においては6月上旬から出芽し、開花
した後に埋土種子を生産する(山河ら 2003)。クログワイやオモダカな
どの多年生草本は塊茎を形成して越冬する。

• アシナガグモ類：水田や用水路、池、渓流などの水辺にみられる。
イネの株間や草間に水平円網を造り、昼間はイネの葉裏に足を伸
ばした状態で静止する。耕作期間は水路より水田を主に利用する
(Tsutsui et al. 2016)。
コモリグモ類：水田とその周辺に生息し、イネの株元や水面・地表
上、周辺の雑草の間などを歩行、静止して餌昆虫を待ち伏せする
(農林水産省農林水産技術会議事務局ら 2012)。

生活史を完結する上
で必要な周辺環境

• ため池・水路などの外部水域が種の供給源となる場合がある (嶺田
2020)

• アシナガグモ類：森林（餌の供給源）、水路（非耕作期におけ
る成体の生息場所）

• コモリグモ類：畦畔を含む草地（幼体・成体の生息場所）

空間スケール • 水田内や畦畔に生育する維管束植物の種数や被度は、周辺環境よ
りも農法（無農薬・減農薬）の影響を受けるとする報告もある(内藤
ら 2020)。

• 周囲数百メートル内の森林面積率が高い水田ほど、アシナガグモ
属の個体数が多い。また、森林面積率の高い水田では土着天敵
であるアシナガグモ類の個体数が増加するため、害虫であるヒメトビ
ウンカの個体数が減少する（Baba et al. 2018; Tsutsui et 
al. 2016）。

• 一方、サラグモ科やヒメアシナガグモ属は周囲の森林面積率の高い
水田ほど個体数が少なくなることが報告されており、種によって景観
に対する応答は異なる。（Baba et al. 2018）。

＊片山ら(2020)による分類 【保全効果】↑正の効果、↓負の効果、→正負の効果なし、【信頼度】 ■十分確立、■確立しているが不完全、■競合する解釈あり
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分類群 水生コウチュウ類・水生カメムシ類 トンボ類

取
組
の
保
全
効
果
*

有機農業 ↑ ↑

冬期湛水管理 ↑ ↑

特別栽培・IPM ↑ ↑

江の設置 ↑ ↑

中干延期 ↑ ↑

代表的な生活史・
生息地利用

水田を繁殖場として利用し、水田の非湛水時には隣接する江やため池な
どの恒常的な水域を利用する(西城 2001)。森林は越冬場所や餌生物
の供給源として機能する(渡辺ら 2019)。

水田や江、ため池などの水域を幼虫期の生息場所、越冬場所として
利用する。成虫の採餌場所や越冬場所として森林を利用する(上田
1998)。

生活史を完結する上
で必要な周辺環境

越冬場所や餌の供給源として森林を利用する種、繁殖場所や水田落水
時の避難場所としてため池・水路などの水域を利用する種が存在する。
水生コウチュウ類は、蛹化環境として水際の土手等を利用する。

成虫の採餌・休息場所として森林・山地を利用する種、幼虫の生息
場所としてため池・水路などの水域を利用する種が存在する。

空間スケール • 水生コウチュウ・カメムシ類は圃場周囲2000～3000 mの森林、ため
池などの水域の面積率が高いほど、個体数・種数ともに増加する。これ
は、森林が水生昆虫類の越冬場所や餌生物の供給源として機能する
ことや、ため池などの止水域が越冬場所や水田の渇水時における避難
場所として機能することのためであるとされる。(渡辺ら 2019)。

• 生息に必要となる空間スケールは種によって異なる(Baba et al. 
2019)。

• 特にアカネ類は長距離を飛翔可能であり、生息に必要な空間ス
ケールは広大である。水田で羽化した成虫は山地の森林へと移動
し、休息・摂餌する。圃場周囲数百メートル内の森林面積率が高
い水田ほど、アカネ属の個体数が多いことが知られる(Baba et al. 
2019; 内藤ら 2020)。

• 一方、開放的な景観を好むノシメトンボは、周囲に森林が少ない
水田の方が個体数は多く、森林が少ない景観において環境保全
型農業（殺虫剤不使用）の取組の効果が高まることが示唆され
ている(Baba et al. 2019)。

＊片山ら(2020)による分類 【保全効果】↑正の効果、↓負の効果、→正負の効果なし、【信頼度】 ■十分確立、■確立しているが不完全、■競合する解釈あり
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分類群 両生類 魚類

取
組
の
保
全
効
果
*

有機農業

冬期湛水管理

特別栽培・IPM

江の設置 ↑ ↑

中干延期 ↑

代表的な生活史・
生息地利用

• 水田や江、ため池などの水域を幼生期の生息場所として利用する。成
体の採餌場所や越冬場所として森林等を利用する(松井・前田
2018)。

• ドジョウ類・タモロコ・メダカ類・ナマズ：水田や水路に移動し、産卵
と初期成長の場として利用する。

• タナゴ類・オイカワ・カワムツ・モツゴ：水田や水路を稚魚期の生活
場所として利用する。

• ドンコ・ウキゴリ・ヌマチチブ：水田地帯を稚魚から成魚までの生活
場所として随時利用する(金尾 2020)。

生活史を完結する上
で必要な周辺環境

餌の供給源や成体の生息場所として森林を利用する種、幼生・成体の
生息場所や幼生の越冬場所（特にツチガエルの場合）としてため池・水
路などの水域を利用する種、越冬場所として土の畦（特にシュレーゲルア
オガエルの場合）を利用する種が存在する。

水田落水期の生息場所（以下の例）及びそこへの移動経路
• ドジョウ類・タモロコ・メダカ類・ナマズ：ため池・水路など
• タナゴ類・オイカワ・カワムツ・モツゴ：河川やため池、水路など
• ドンコ・ウキゴリ・ヌマチチブ：小排水路（採餌場）、河川

空間スケール 景観に対する応答は種によって異なる。
• ヤマアカガエルは成体の生息場所である森林が周囲1000m内に多い

水田ほど、個体数が増加することが知られる。クロサンショウウオも同様
に森林を利用するが、移動能力が低いため、周囲100m内に森林が
あることが重要である。一方、サドガエルは景観要因の影響を受けない
ことが知られる。(宇留間ら 2012)。

• トノサマガエルは、冬眠には畦を利用し、雄は広範囲を移動するなど、
生活史を完結するために水田全体を広く利用する(後藤ら 2011)。

• トウキョウダルマガエルは成体の生息場所となる江や林、畔の草丈が高
い水田ほど個体数が多い。アマガエルでは成体の生息場所となる林や
草丈高が高い水田ほど亜成体の個体数が多い(佐藤・東 2004)。

• 種によって生息地利用様式は異なるが、生活史を完結するうえで、
恒久的水域（河川、ため池等）－水路－水田のネットワークが
保たれていることが重要である(金尾 2020)。

＊片山ら(2020)による分類 【保全効果】↑正の効果、↓負の効果、→正負の効果なし、【信頼度】 ■十分確立、■確立しているが不完全、■競合する解釈あり
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分類群 鳥類

取
組
の
保
全
効
果
*

有機農業 ↑

冬期湛水管理 ↑

特別栽培・IPM →

江の設置 ↑

中干延期

代表的な生活史・
生息地利用

• 水田を利用する鳥のほとんどが、営巣地やねぐらには水田周辺の別の環境を必要とし、水田は採食地として重要な機能をもっている。冬期
湛水田は、乾田よりもカモ類やハクチョウ類、シギ・チドリ類、サギ類に利用される。水田環境に依存している鳥類は、ガンカモ類、サギ類、シ
ギ・チドリ類を中心に60種程度である(東 2017)。

• コウノトリ：丘陵斜面の樹木上に営巣し、河川・水路・水田といった水域の浅瀬を採餌場として利用する。
• サギ類：春から夏に雑木林や河畔林などで繁殖し、水田を採餌場として利用する（ダイサギ）。((国研) 農業・食品産業技術総合研究

機構 農業環境変動研究センター 2018)

生活史を完結する上
で必要な周辺環境

それぞれの種の生活史特性により、森林、湖沼・河川・干潟などの水域、休耕田や畑などの乾燥地（採餌場）等を利用する種が存在する。

空間スケール 一般に鳥類の空間スケールは広大であり、シギ・チドリ類のような渡り鳥は国を超えた広大なスケールを必要とするが、ここでは個体レベルの行動
範囲（採餌や繁殖期におけるなわばり範囲等）に関する知見を整理した。
• コウノトリ：繁殖期に形成するなわばりの大きさは最小でも半径2 km。
• トキ：止まり場所から採餌場所間の飛行の最短直線距離は400 m未満が大半。行動範囲は75.6～98.7 ha(中津ら 2011)。
• サギ類：個体の移動範囲は20 km程度 (東 2017)
• ガンカモ類：個体の移動範囲は20 km程度（ガン）(東 2017)
• シギ・チドリ類：1 km程度（タマシギ）(Katayama et al. 2020)

＊片山ら(2020)による分類 【保全効果】↑正の効果、↓負の効果、→正負の効果なし、【信頼度】 ■十分確立、■確立しているが不完全、■競合する解釈あり



取組によるトレードオフの可能性評価と解消に向けた技術検討 ①冬期湛水管理
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• 生物多様性保全（水生生物の生息環境の確保）を目的として行われる冬期湛水管理の取組により、水田土壌が嫌気的環
境にある期間が長期化し、温室効果ガスであるメタンの排出量が増加すること

• 冬期の湛水期間にも水田土壌でメタンは生成されるが、低温のため夏期の作付け期間のメタン排出量と比較して限定的

• 冬期湛水管理の終了後に無排水で作付けを行うと、土壌の還元状態が長期間継続するため夏期のメタン発生量が増加する
が、春に落水して土壌を酸化的環境にすることで、夏期のメタン発生量の増加が抑制される

• 冬期湛水管理の終了後、春に落水してほ場を乾かすことで、メタンの追加的な発生を抑制できる

懸念されるトレードオフ

トレードオフに関する既存知見

トレードオフ解消技術

※ 冬期湛水管理の実施地域において春落水は一般に励行されている

※ 春に落水することで、冬期の湛水で低下した地耐力を代かき時の機械作業に支障がない水準まで回復することができる

※ 冬期湛水管理により保全効果が期待される地域の保全対象生物のうち、春落水による影響が懸念される生物が存在する場合には、地域
の状況を踏まえて順応的に対応できるようにすることが望ましい（原則として春落水を推奨するが、アカガエル類の産卵が確認されたほ場では
春落水を行わないことを認める等）



取組によるトレードオフの可能性評価と解消に向けた技術検討 ②長期中干し
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• 地球温暖化防止（水田からのメタンの排出削減）を目的として行われる長期中干しの取組により、水田の湛水期間が短縮
し、魚類・両生類・昆虫類等を含む水生生物（特に幼生期の生息場所として水田を利用している生物）の生息に悪影響が
生じること

• 長期中干しの取組による生物多様性への影響を直接的に検証した既存知見は確認できなかったが、中干しの長期化により一
部の水生生物の個体数が減少している知見が存在

• 長期中干しによる水生生物への影響は、水生生物が湛水環境を必要とする時期と中干し時期が重なった場合に発生すると
想定されることから、既存知見に基づきトレードオフの発生可能性を整理（P11～14）

• トレードオフの可能性及びトレードオフ解消技術の有効性を検討するため、取組ほ場での生物調査を実施（P15～16）

• 長期中干しを実施して強く乾燥したほ場では水生生物の生息が確認できなかったが、部分的に水たまりが残っている場合には
水生生物の生存が確認された。水生生物のうち、より長期間の湛水環境を必要とする種は、中干しを実施しない水田や、水
田に接続して設置された「江」において多く確認される傾向があった

• 地域の営農の実態（作付け品種、農事暦）や地域の生物相を踏まえた以下のような対応によってトレードオフを解消し、
地域における温室効果ガス削減と生物多様性保全を両立できる可能性

➢ ほ場単位では、中干し時期に生物の避難場所となる「江」を設置する（水たまりが残ることで結果的にトレードオフが回避される場合も）

➢ 地域単位では、地域の中に中干し時期の生物の生息場所となる環境（江、ビオトープ、中干しを実施しない水田等）を確保する
※地域単位では作期分散等により地域内での中干しの時期が結果的に分散されるようにすることも有効である可能性

➢ これらの対策は、高い生物多様性が期待できる水田（有機水田等）等を中心に行うことで効果的に機能する可能性

懸念されるトレードオフ

トレードオフに関する既存知見

現地調査概要

トレードオフ解消技術



既存知見に基づくトレードオフ発生可能性の検討（水田を利用する水生生物の生活史を踏まえた検討）
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〇 長期中干しの実施による水生生物（幼虫・幼生時期に水田を利用する昆虫類・両生類等）への影響を検討する上では、飛
翔や歩行による移動が困難な幼虫・幼生の出現時期が、中干しの延長期間と重複するか否かが重要な情報となる

〇 水田を幼虫・幼生の生息場所として利用する水生生物の出現時期は、地域差よりも水田の湛水開始時期により左右されると
考えられるため、幼虫・幼生の出現時期と水田の湛水開始時期との関係で水生生物を3つのグループに類型化

① 湿田等で早春に幼虫・幼生が出現

概要 中干し前に変態を終えるため、中干しの直接的な影響は受けにくいと
考えられるグループ。常時湛水された休耕田や冬期湛水田、湿田に
できた水たまり等で繁殖を行う。

トレードオフ
の可能性

中干し前に変態を終えるため、長期中干しによるトレードオフが発生す
る懸念は比較的低い

② 入水開始直後に幼虫・幼生が出現するもしくは成長が早い

概要 中干しと幼虫・幼生出現期の一部が重複するため、中干しの影響を
受けやすいグループ。水生昆虫類では、水生植物の葉や茎の表面に
産卵を行う小・中型ゲンゴロウ類が該当する。

トレードオフ
の可能性

長期中干しの実施により、幼虫・幼体の出現時期と中干し期間との
重複が大きくなる場合は、トレードオフが発生する可能性

③ 入水開始1～2か月後もしくは入水から長期間幼虫・幼生が出現

概要 中干しと幼虫・幼生出現期が大きく重複するため、慣行的な水管理
においても中干しの影響を特に受けやすいグループ。水生昆虫類では、
オモダカ等の水生植物の茎中のスポンジ組織内に産卵するゲンゴロウ
属や畦畔に生育する植物を産卵基質として利用するイトトンボ類が該
当する。入水開始直後の水田には、産卵基質となる水生植物が十
分に生息していないこともあり、これらの種はグループ２の種と比較して
幼虫の出現時期が遅い傾向にある。

トレードオフ
の可能性

慣行的な中干しを行うほ場においても生息可能性が低いため、長期
中干しによるトレードオフが発生する懸念は比較的低い

水生生物の類型化 ※詳細な種名等は次頁

⇒ 各地域に生息する水生生物の出現時期と水管理スケジュールとの
比較により、トレードオフの発生可能性を評価することが可能

水生生物の生活史と水管理スケジュールの比較（イメージ）



既存知見に基づくトレードオフ発生可能性の検討（各グループに含まれる水生生物と詳細な生活史）
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分類群 科 種名 分布 卵(日) 幼虫・幼生（日） 産卵回数 備考
水生昆虫類 ゲンゴロウ マメゲンゴロウ 北海道～南西諸島 ー ー 複数回・年1化 幼虫・成虫越冬、春先繁殖（西城 2001；市川 2020）
両生類 アカガエル エゾアカガエル 北海道 ー 約60 年1回 春先繁殖（松井・前田 2018）

ニホンアカガエル 本州～九州 ー 約180 年1回 春先繁殖（松井・前田 2018）
ヤマアカガエル 本州～九州 ー 約180 年1回 春先繁殖（松井・前田 2018）

ヒキガエル アズマヒキガエル 北海道～本州東北部 ー 約30~60 年1回 春先繁殖。繁殖期は1週間ほどで短い。（松井・前田 2018）

分類群 科 種名 分布 卵(日) 幼虫・幼生（日） 産卵回数 備考
水生昆虫類 ガムシ コガムシ 北海道～南西諸島 ー 27~28 複数回・年1化 水田入水後、即繁殖（西城 2001）

ヤマトゴマフガムシ 北海道～南西諸島 ー 文献情報なし。コガムシより短い
と考えられる。

複数回・年1化 水田入水後に即繁殖し、幼虫の個体数は６月上旬から下旬にピークを迎え、
７月になると減少する（林 2009）

ゲンゴロウ チビゲンゴロウ 北海道～南西諸島 ー 文献情報なし。シマゲンゴロウよ
り短いと考えられる。

複数回・年1化 水田入水後、即繁殖（林 2009）

シマゲンゴロウ 北海道～南西諸島 5 約18~26 複数回・年1化 幼虫の個体数は５～６月にピークを迎え、7月にはほとんど見られなくな
る（Watanabe et al. 2020）

コシマゲンゴロウ 北海道～九州 ー 文献情報なし。シマゲンゴロウと
同程度か少し短いと考えられる。

複数回・年1化 水田入水後、即繁殖（市川 2020）

ヒメゲンゴロウ 北海道～南西諸島 ー 文献情報なし。シマゲンゴロウと
同程度と考えられる。

複数回・年1化 水田入水後、即繁殖（林 2009）

トンボ ウスバキトンボ 北海道～南西諸島 5 34 複数回・多化性 佐賀県では田植え後6月頃から産卵し、1か月で成虫になる（上田 1998）
アキアカネ 北海道～九州 72,151 80 複数回・年1化 卵越冬、水田入水後に即孵化（尾園ら 2012；田和ら 2014）
ナツアカネ 北海道～南西諸島 96,167 94 複数回・年1化 卵越冬、水田入水後に即孵化（尾園ら 2012；田和ら 2015）
ノシメトンボ 北海道～九州 30,229 67 複数回・年1化 卵越冬、水田入水後に即孵化（尾園ら 2012；田和ら 2016）
マユタテアカネ 北海道～九州 54,150 163 複数回・年1化 卵越冬、水田入水後に即孵化（尾園ら 2012；田和ら 2017）
シオカラトンボ 北海道～南西諸島 6,8 55 複数回・多化性 幼虫越冬（上田 1998；尾園ら 2012）

アオイトトンボ オオアオイトトンボ 北海道～九州 136 約60~90 複数回・多化性 樹木上で卵越冬、水田入水後に即孵化（尾園ら 2012）
ホソミオツネントン
ボ

本州～九州 15 80 複数回・年1化 成虫越冬、水田入水後即産卵（尾園ら 2012）

コオイムシ コオイムシ 北海道～九州 約30(春), 
約7(夏)

約29 複数回・年1化 水田入水後、即繁殖（西城 2001）

両生類 アオガエル シュレーゲルアオガ
エル

本州～九州 ー 約45 水田入水後、即繁殖（夏原 2020；水谷 2007）

アマガエル ニホンアマガエル 北海道～九州 ー 約30~60 複数回 6月中旬ごろから幼体が上陸（夏原 2020）
アカガエル トノサマガエル 本州（関東～東北南

部を除く）～九州
ー 30~60 年1回 水田入水後、即繁殖（夏原 2020）

ヌマガエル ヌマガエル 本州中部以西～南西
諸島、関東（国内移
入）

－ 30 複数回 本州では5~8月に産卵（松井・前田 2018；夏原 2020）
福岡県で麦の裏作を行っている地域では、田植えが非常に遅く、ヌマガエ
ルが95%を占める（(国研) 農業・食品産業技術総合研究機構農業環境変
動研究センター）。したがって入水～中干までの湛水期間が短くても生存
できる可能性がある。

魚類 メダカ ミナミメダカ 本州～南西諸島 10* 当歳魚は当年内に繁殖できるサイ
ズに達しない可能性がある
＊2種の区別がされていない

複数回 入水直後に水路から水田に移動し、直後に繁殖を行うと考えられている
（小林 2002）。

キタノメダカ 本州（兵庫以東日本
海側）

入水直後に水路から水田に移動し、直後に繁殖を行うと考えられている
（小林 2002）。

グループ① 湿田等で早春に幼虫・幼生が出現

グループ② 入水開始直後に幼虫・幼生が出現するもしくは成長が早い
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分類群 科 種名 分布 卵(日) 幼虫・幼生（日） 産卵回数 備考
水生昆虫類 ガムシ ヒメガムシ 本州～南西諸島 － 文献情報なし。コガムシより短い

と考えられる。
複数回・年1化 幼虫は水域があれば９月まで出現する（林 2009）

ゲンゴロウ ゲンゴロウ 北海道～九州 13 63 複数回・年1化 オモダカ等が育ってから繁殖（西城 2001；市川 2020）
クロゲンゴロウ 北海道～南西諸島 13 63 複数回・年1化 オモダカ等が育ってから繁殖（西城 2001；市川 2020）
コガタノゲンゴロウ 本州～南西諸島 13 76 複数回・年1化 オモダカ等が育ってから繁殖（市川 2020；Ohba and Oguhsi 2020）

コオイムシ タガメ 北海道～九州、（南
西諸島）

7~14 30~40 複数回・年1化 1回目の繁殖は池や水路で行い、次に水田へ移動して繁殖を行う（市川
2020）

トンボ ギンヤンマ 北海道～南西諸島 8, 18 57 複数回・多化性 幼虫越冬。イネ等の産卵基質となる植物が生育した後に成虫が水田に出現
し、産卵（上田 1998；尾園ら 2012）

イトトンボ アオモンイトトンボ 本州～南西諸島 6 115 複数回・多化性 イネ等の産卵基質となる植物が生育した後に成虫が水田に出現し、産卵
（上田 1998；田和ら 2014）
冬季湛水田では中干後に個体数が増加した報告がある（中西ら 2009）

アジアイトトンボ 北海道～南西諸島 11 45~210 複数回・多化性 イネ等の産卵基質となる植物が生育した後に成虫が水田に出現し、産卵。
（上田 1998；田和ら 2014）

両生類 アカガエル ツチガエル 北海道（国内移入）、
本州~九州

－ 60~365 複数回 房総半島では6~7月に産卵（長谷川 1998）

トウキョウダルマガ
エル

本州（関東他） － 60 複数回 4月下旬～7月にかけて水田で産卵（林 2007；夏原 2020）

ナゴヤダルマガエル 本州（静岡県西部～
広島県）

－ 30~60 複数回 4月下旬～8月にかけて水田で産卵（夏原 2020）

魚類 ドジョウ ドジョウ 北海道～沖縄 2~3 条件が良ければ1年で成熟 複数回 中干後に個体数が激減した報告がある（金尾 2020；中西・田和 2020）

グループ③ 入水開始1～2か月後もしくは入水から長期間幼虫・幼生が出現

※文献情報が得られなかった場合は”-“と表記



既存知見に基づくトレードオフ発生可能性の検討（各地域における検討イメージ）
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〇 各地域の水生生物の出現時期と水管理スケジュールとの比較により、地域におけるトレードオフの発生可能性を評価できる

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

中干し 落水間断
かんがい

滋賀県におけるカエル類の生活史

滋賀県コシヒカリの水管理(夏原 (2020)を改変)

ヤマアカガエル

卵塊

幼生

入水

二ホンアカガエル

アズマヒキガエル

シュレーゲルアオガエル

モリアオガエル

トノサマガエル

ナゴヤダルマガエル

ツチガエル

グループ1

グループ2

グループ3

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

中干し 落水間断
かんがい

島根県東部における水生甲虫類の生活史
（ゲンゴロウ科・コガシラミズムシ科）

島根県東部の水管理(西城 2001)

ゲンゴロウ

幼虫

入水

コガシラミズムシ

ツブゲンゴロウ

クロゲンゴロウ

マメゲンゴロウ

クロズマメゲンゴロウ

ヒメゲンゴロウ

水たまり

成虫

グループ1

グループ2

グループ3



現地調査
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【現地調査の目的】 長期中干しを実施するほ場及びトレードオフ解消技術の候補としての「江の設置」を実施するほ場において、
中干し期間の前後を通して水生生物相を調査し、トレードオフの発生状況及び解消技術の有効性を検討

【調査対象ほ場】 近畿地方の同一市町村内に所在する以下の７ほ場

【調査時期】 令和３年６月～８月

【調査手法】 各ほ場及び江の水生生物群集を以下の手法により調査

• D型フレーム網による魚類・水生昆虫類・両生類幼生の採捕

• 畦畔水際又は江に設置したモンドリによる魚類の採捕

• 畦畔のカエル類の見取り調査

• 稲株上のトンボ成体及び羽化殻の見取り調査

ほ場 営農者 栽培区分 中干し 江の設置 備考

やや開けた
地域

ほ場１ A氏 5割低減 6/17～7/4（溝切あり） なし 中干期間終了後も全体的に土壌が乾いている傾向

ほ場２ A氏 5割低減 未実施 なし ほ場１と同様の栽培だが、中干しの開始を遅らせたとこ
ろ水はけが弱くて水が抜けきらず、水深が不安定

ほ場３ A氏 5割低減 6/17～7/6（溝切あり） なし ほ場の一部に常時水がたまっている

ほ場４ B氏 慣行栽培 7/7～8/7（溝切あり） なし

やや起伏
のある地域
の谷津田

ほ場５ C営農組合 5割低減 未実施 あり 排水しにくいほ場のため、排水改善等のために江を設置

ほ場６ C営農組合 5割低減 未実施 なし 排水しやすい

ほ場７ C営農組合 5割低減 未実施 あり 排水しにくいほ場のため、排水改善等のために江を設置

※「5割低減」は、化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から５割以上低減した栽培をいう
※長期中干しと江の設置を同時に行っているほ場は調査対象とすることができなかった

ほ場５及び江

トノサマガエル幼体
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□生物調査実施日、 ■栽培記録上の中干し開始日・終了日、■田面が乾いている期間、■田面に水が存在する期間、■ 水が抜けきらず部分的に水たまりが存在
水生生物種数（全体） 水生生物種数（当歳個体：昆虫の場合は幼虫、両生類の場合は幼生及び変態直後の幼体）

〇 中干し未実施や江の設置により湛水環境が維持されたほ場５・６・７では調査期間を通じて水生生物相が維持された

〇 中干しにより溝切部分も含めたほ場全体が強く乾燥したほ場１・４では中干しが進むにつれて水生生物が確認されなくなったが、ほ場内の
凹凸等により部分的に水たまりが存在したほ場２・３では水生生物相が維持されていた

〇 グループ③に該当するギンヤンマ、アオモンイトトンボ、ドジョウは、ほ場３・５・６・７で確認頻度・個体数が多い傾向があり、グループ②の一
部（ヌマガエル、アカネ属、コオイムシ）もほ場３・５・６・７で継続的に確認される傾向があった

⇒ 長期の中干しにより強く乾燥したほ場の中では水生生物の生息が難しくなるが、ビオトープや江、中干し未実施のほ場、部分
的な水たまりなどの水生生物が生存可能な環境が存在することで、地域全体での生物多様性を維持できると考えられる

水生生物の調査結果（総種数及び当歳個体の種数の推移）
6月 7月 8月

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 ① ② ③ 未分類 計

ほ場１
中干し実施
５割低減

0 8 1 6 15

ほ場２
中干し未実施
水深不安定
５割低減

0 10 1 9 20

ほ場３
中干し実施
水たまり有
５割低減

0 16 2 11 29

ほ場４
中干し実施
慣行栽培

0 11 0 13 24

ほ場５
中干し未実施
江を設置
５割低減

1 13 3 14 31

ほ場６
中干し未実施
５割低減

0 12 2 10 24

ほ場７
中干し未実施
江を設置
５割低減

0 14 2 10 26

調査ほ場全体
※ほ場1の2～4回目
調査及びほ場2～7
の1～4回目調査を
集計

1 17 3 22 43

ほ場
各グループの種数

0

25

0

25

0

25

0

25

0

35

0

25

0

25

0

25
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