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巻頭言

今農業生産の現場では、農業従事者の７割以上が 60 歳を越え、また、新規に農
業に従事する者は医師になる人数より少ないといった、担い手の高齢化と減少が加
速的に進んでいます。こうした状況を背景に、農地を生産の場として適正に管理で
きない、いわゆる耕作放棄地が拡大しています。特に、中山間地域の農地は、作業
性や経済効率の低さから耕作が放棄されることが多くなっています。 　
一方、農業･農村は、食料を生産し供給する役割とともに、農地の管理を通じて、
国土の保全、水源の涵養、環境の保全、景観の形成などの多面的な機能を持つこと
が知られています。しかし、利益に直接結び付かないこうした機能を誰がどのよう
に維持していくかは、明確にされていません。耕作放棄地の拡大とともに農業・農
村の持つ多面的機能の低下が懸念されます。ヨーロッパの国々では、農業の公益性
を評価し、対価として所得保障をする制度が充実しています。地形や気候上ハンデ
を持つ地域には、より高い保障が実施され、平坦地と同様の所得水準を確保するこ
とで、豊かな自然と美しい景観を持つ中山間地域の農業を維持しています。このこ
とは農業に限らず、観光業や地域ブランド化を進める食品産業など地域の産業全般
を潤すことにつながっています。 　
今後、国内においても農業の公益性に対する保障が充実されることが予想され、
その基礎となる科学的な根拠や評価手法が検討されています。当研究所においても、
県レベルの公設研究機関としては先駆的といえるこの課題をとりあげ、３年間の研
究プロジェクト「多面的機能を向上させた環境復元型水田の戦略的創生に関する研
究」を実施してまいりました。本書は、耕作放棄地や休耕田の評価と有効な管理手法、
多面的機能の具体的な活用方法などについて研究を進め、その成果をまとめたもの
です。本書が、農業の持つ機能を再評価する足掛りとなり、今後の地域振興につな
がることを切に希望するとともに、本研究の推進にあたり、御指導、御協力をいた
だきました多くの方々に心からお礼申し上げます。 
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農業のもっとも大切な役割は、米や野菜や果物などの農産物を生産し、供給することにある。
しかし、農業が果たす役割は農産物の生産のみにとどまらない。

研究の背景１

水田は、地下水を貯めたり洪水を防止するなどの役割を有することから、「ダムの働
きがある」といわれている。また、農村には赤とんぼやホタル、メダカなどさまざまな
生き物が豊かな自然を形成しているし、美しい農村風景を見て、心が癒されるというこ
ともあるだろう。このような農業生産以外の役割は「農業・農村の多面的機能」と呼ば
れている。物の豊かさから心の豊かさへと価値観が変化する中で、農業・農村が有する
多面的機能へのニーズは確実に高まりつつある。しかしながら、多面的機能の多くはお
金にならない価値である。そのため、農業の生産性を高める中で多面的機能は失われつ
つあった。
一方、多面的機能は外国から輸入することのできない価値という一面もある。そのため、
一度失ってしまえば、取り戻すことができないし、逆に考えれば、多面的機能を発揮す
ることは、自国の農業の重要性を増すことにもなる。この考えからヨーロッパでは、特
に農業生産性の低い地域を対象に、多面的機能の発揮に着目した研究や施策が進められ
てきた。 　
わが国でも、農業の多面的機能の貨幣価値は８兆円と試算されるなど、多面的機能の
総量を評価することが試みられている。しかしながら、美しい景観や豊かな自然など、
身近な実感として私たちが享受できる多面的機能の評価については、十分に研究が進ん
でいるとはいえず、また、多面的機能を具体的に活用する手法についても明らかではない。 
　そこで本研究プロジェクトでは、水田を中心に多面的機能を科学的に解析し、活用す
る手法の構築を試みた。なお、多面的機能は多岐に渡るが、このプロジェクトでは、①
生物多様性、②水質浄化機能、③景観の３つの項目を中心に解析を行った。 

期待される多面的機能
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研究の背景２

近年、耕作放棄地の増加に伴う農地の減少が問題となっている。静岡県の耕作放棄地
の割合は、全国平均の 9.7％を大きく上回る 18.5％であり、11882ha もの農地が耕
作放棄されている現状にある。さらには、耕作を行わない休耕地や保全管理が行われる
管理耕作地の面積は農地の３～４割に及び、これらの休耕地や管理耕作地は、耕作放棄
地の予備軍となることが懸念されている。 　
このような遊休農地を活用し、生物多様性の向上や環境浄化などの環境貢献の場とし
て活用できないだろうか。これが、本研究プロジェクトの着眼点である。 　
営農活動を行い、農業生産性を維持しながら、同時に多面的機能の向上を図ることは
簡単ではない。そこで本プロジェクトでは、農業生産から切り離された休耕田を多面的
機能発揮の場として活用し、地域としての多面的機能を向上させることを狙いの１つと
した。

眠れる遊休農地を活かした多面的機能の発揮

ドイツ人の著書では、遊休地もまた、豊かな自然や美しい景観を作り出す価値がある場所として
以下のように記述しています。
「遊休地は、マイナスの意味を持った言葉です。しかし、こうした遊休地に対し『荒れている』という
烙印を押すことは、どんなに努力してもできません。　 Eckhard Jedicke（1989）」
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お金にならない価値といわれる多面的機能を活用し、新しいビジネスモデルを作ることが、
本プロジェクト研究が目指した最終的なゴールである。

研究の背景３

よく知られるように、ヨーロッパでは農業生産の集約化を進め、100ha を超える大
規模経営が行われている。しかしその一方で、高効率な農業経営が行えない山間地など
の地域では、農村が持つ豊かな自然や美しい景観の魅力を活用することで、地域農産物
のブランド力を高めて有利に販売したり、グリーンツーリズム等を組み合わせた農業経
営を行っている。すなわち、自然や景観などの地域の魅力が、農業経営の強力なツール
の１つとなっているのである。 　
このように、自然や景観などの多面的機能を解析し、評価することは、農業経営に対
しても多角的な経営戦略を創出する。 　
たとえば、日本では条件不利地の典型として棚田がある。棚田は米生産を行う上では、
極めて非効率で生産性の低い場所である。しかし、美しい棚田の景観に惹かれる人は少
なくないし、希少価値のある棚田のお米が高価に取引されている例もある。 　
生産性という「ものさし」で見れば、条件不利地域と呼ばれる地域であっても、多面
的な「ものさし｣で評価を行えば、高いアドバンテージをもった魅力ある地域となりえ
るのではないだろうか。

多面的機能を活用して地域力をアップ
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研究構成

管理指標の作成 

環境水田プログラムの構築

評価システムの開発  

休耕田・環境保全型水田・棚田の多面的
機能の実態を解明

多面的機能の戦略的な活用手法を開発

多面的機能のポテンシャルの評価

期待される多面的機能
休耕田の類型化
○植生調査にもとづく休耕田の類型化
生態系保全機能の解析
○生物多様性評価
○害虫・雑草の発生調査
○有用生物資源の探索水質浄化能の解析
水質浄化能の解析
○窒素除去能の解析
○浄化メカニズムの解明　
景観評価
○農業景観の特性解析
○農業体験の評価

水田および休耕田を活かした多面的機能の発揮
生態系管理技術の開発
○生態系保全，害虫・雑草の総合管理

水質浄化技術の開発
○冬期湛水，植生管理

多面的機能を活用して地域力をアップ

ポテンシャルマップの作成

多面的機能を活用したビジネスモデルの構築
○ニューツーリズムの構築
○自然や景観等をブランド化した米の有利販売

魅
力
あ
る
水
田
空
間
の
創
出
と
多
面
的
機
能
を
活
用
し
た
地
域
振
興



1110

研究構成

管理指標の作成 

環境水田プログラムの構築

評価システムの開発  

休耕田・環境保全型水田・棚田の多面的
機能の実態を解明

多面的機能の戦略的な活用手法を開発

多面的機能のポテンシャルの評価

期待される多面的機能
休耕田の類型化
○植生調査にもとづく休耕田の類型化
生態系保全機能の解析
○生物多様性評価
○害虫・雑草の発生調査
○有用生物資源の探索水質浄化能の解析
水質浄化能の解析
○窒素除去能の解析
○浄化メカニズムの解明　
景観評価
○農業景観の特性解析
○農業体験の評価

水田および休耕田を活かした多面的機能の発揮
生態系管理技術の開発
○生態系保全，害虫・雑草の総合管理

水質浄化技術の開発
○冬期湛水，植生管理
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わさび田

畑－水田連鎖地形

休耕田管理（アップルミント）

観光資源としてのわさび田
「見に行ってみたい農地景観の No.1は
東京・静岡ともにわさび田」

棚田
棚田でリラックスツーリズム
「グリーンツーリズムへのニーズは体験
活動より、のんびりリラックス」

茶園
グリーンティツーリズムのターゲットは
女性「茶園の風景が好きな女性の数は、
男性の1.4倍」

茶草場
里山草地環境の維持（絶滅危惧
種の保全）茶草投入茶園のCO2
貯留効果59～269ｔ/ha

体験水田
体験により、米の消費量が1人 
2.5kg/年、増加

環境ブランド米
環境に配慮された農産物を
選ぶ女性73.5％

植生と脱窒の組合せによる
窒素除去効果は、生産水田の
3.6倍

下流部の休耕田の活用
（水質浄化機能田）

植生と脱窒の組合せによる窒素
除去効果は、生産水田の3.6倍

「冬期湛水 + 有機物」による
窒素除去効果 531kg N/ha
（経済換算191万円）環境支
払いに基づく支払い

畦畔（あぜ）の高草刈り
問題雑草の抑制率 67％

問題雑草の抑制率 97％
テントウムシ（アブラムシの天敵）の誘引

休耕田管理（レンゲ湛水）
問題雑草の抑制率89％
春季のコモリグモ（水稲害虫の天敵）
の個体数12倍

上流部の休耕田の活用
（水質浄化機能田）

研究成果の集約　― 現場での活用場面 ―
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茶生産などでは窒素肥料の多投入によって付加価値化が図られてきた。静岡県の農耕
地面積あたりの窒素収支は＋390kgN/ha（全国ワーストワン）である。現在では、施
肥量を削減した環境保全型農業の推進が行われている。しかし、植物が与えられた肥料
をもれなく吸収するわけではないため、農地から排出される窒素を完全にゼロにするこ
とはできない。 　
静岡県では、地形的に台地上で畑作を行い、低地で水田稲作を行う「畑地―水田連鎖
地形」の景観が多く見られる。このような連鎖地形において畑地と水田が連携すること
によって地域の環境を向上させることが可能である。 　
ここでは、水田のもつ優れた能力をフル活用して、ふるさとの美しい水を保全するモ
デルを提案したい。

水田は脱窒菌というバクテリアのはたらきによって、窒素を浄化する能力がある（→35 ページ） 。
冬の間も水を張ることで、水田による水質浄化は年間を通じて安定的に行われる。さらに稲わらなど
の有機物を入れることでバクテリアの働きが高まり、浄化能力は著しく向上する（→36 ページ） 。 　
　この水浄化技術の活用により、水田を通ることで水は浄化され、きれいな水が河川に流れ込むよう
になる。 　
なお、この技術は農地・水・環境保全向上対策事業の営農活動メニューに採用されており、実施地

域では地域に対して20万円、実施農家に対して6,000円 /10a が支払われる。

水田の水質浄化機能を活用した環境改善

研究成果の活用モデル１

畑－水田連鎖地形における環境改善

ポイント 水田を活用して水質を改善する1

ポイント 水田を活用して水質を改善する1

水田の機能を活用した水質浄化は生産水田でなく、休耕田を活用しても可能である（→27ページ） 。 
　かつて浜名湖沿岸で栽培されていたシチトウイは、管理が容易で水質浄化能力が高く、休耕田を活
用した水質浄化に適した水生植物である（→28ページ）。  

ポイント 休耕田を活用して水質を改善する2

水質浄化の効果を高める「冬期湛水技術」は、同時に水田雑草の発生を抑制する効果もある（→24
ページ） 。そのため、除草剤に過度に依存しない環境保全型農業が可能となる。 　
一例として、この技術を使って袋井市の一部の地域では環境ブランド米として高付加価値販売を実

現している（→56ページ）。 

・畑地からの環境負荷が軽減される。
・農地・水・環境保全向上対策事業による交付金が支給される。
・冬期湛水の低農薬による、米の付加価値販売が可能となる。

ポイント 冬期湛水により環境保全型農業を行う

農家のメリット

・水質浄化によって地域環境が改善される。
・農地・水・環境保全向上対策事業による交付金が支給される。

地域のメリット

・河川の水質が改善される。
・環境保全型農業による米を購入できる。

市民のメリット

3

ポイント 休耕田を活用して水質を改善する2

ポイント 冬期湛水により環境保全型農業を行う3
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「農地・水・環境保全向上対策事業」により、地域の人々が協働して、水路やあぜ、休耕
田などの農地環境の管理を行う取組みが広がっている。 　
休耕田やあぜは適切に管理すれば、生き物の生息地となり、地域の自然環境を向上させ
る効果がある。しかし、管理法を誤ると、かえって害虫や雑草を増やすことにもなりかねない。 
　せっかく、地域ぐるみで管理するのであれば、適切な管理によって、ふるさとの豊かな
自然を健全に保全したい。 　
ここでは、生物多様性を高めるとともに、害虫や雑草の発生を効率的に抑制する休耕田
や農地周辺環境の管理手法について提案する。

休耕田を活用した景観植物の植栽が各地で行われている。 　
景観植物の中でも、レンゲやヘアリーベッチ、アップルミントは水田害虫の発生源となる雑草を抑

制するとともに、害虫を食べるクモやテントウムシなどの天敵を増やす効果が認められている（→23
ページ ,25 ページ ,34 ページ）。これらの景観植物を活用することで、地域の景観整備を推進すると
同時に、害虫の発生を抑制することができる。

適切な農地管理による健全な生態系の保全

研究成果の活用モデル２

地域の生態系管理と害虫防除

ポイント 景観植物により雑草と害虫を抑制する1

ポイント 景観植物により雑草と害虫を抑制する1

あぜや川の土手、休耕地は草刈り管理が行われることが少なくない。しかし、イネの害虫であるカ
メムシが発生するイネ科雑草は、草刈りに強い性質を持っている。そのため、草刈りをやりすぎると、
イネ科雑草が増えてカメムシを増やしてしまうことにもなりかねない。 　
適切な時期の草刈りを心がけるとともに、少し高めに草を刈って、草刈りの影響を少なくすること

でイネ科雑草の蔓延を防ぐことができる（→29 ページ） 。また、この草刈りは、草地に住むカエルや
昆虫などの生き物にもやさしい管理技術である。 

ポイント 周辺環境技術で害虫を抑制する2

水田をすみかとする生き物は多い。ただし、農業技術の発達や水田環境の変化により、生き物にと
って水田はすみにくい環境となりつつある。そのため、カエルや水生昆虫、水草の中には、絶滅が心
配されるまでにその数を減らしているものも少なくない。しかし、それらの水田の生き物の中には、
休耕田を避難場所として生き延びているものもいる（→21ページ） 。 　
休耕田を生き物のすみかとして保全し、米の生産性を行う水田と役割分担することで、地域全体と

して豊かな自然環境を保全することが可能となる。

・水田周辺における害虫発生が抑制され、環境保全型農業の実現につながる。
・休耕田の荒廃が防がれ、復田可能な状態で保全される。

ポイント 休耕田を活用して生き物を保全する

農家のメリット

・景観植物により地域の景観整備ができる。
・水田の生き物が保全され、豊かな自然環境が創り出される。

地域のメリット

・景観植物により美しい景観を楽しむことができる。
・景観植物や生き物の保全による豊かな自然を享受することができる。

市民のメリット

3

ポイント 周辺環境管理で害虫の発生を抑制する2

ポイント 休耕田を活用して生き物を保全する3
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傾斜地や山間部は、農地の大規模化が困難で作業性が悪いことから、「条件不利地域」
と呼ばれている。しかし、これらの地域は、一方で優れた自然や景観を有している。こ
のような自然や景観の強みを生かすことはできないだろうか。 　
ヨーロッパの中山間地域では地域の自然や景観を生かしたツーリズムや農産物の環境
ブランドが成功を収めている。 　
ここでは地域の景観や自然を活用した農業のモデルを提案したい。

アンケート調査の結果では「棚田の米」に対する消費者のニーズは、けっして高くない。しかし「生
き物がいる水田の米」や「水がきれいな水田の米」、「天日干しの米」など棚田の持つ特徴に対する消
費者のニーズは高い。つまり「棚田米」の魅力が消費者に伝わっていないのである。　 
地域の持つ自然や景観の価値を伝えるためには、積極的な情報発信とともに、体験やツーリズムで

体感してもらうことが一番である。実際に、体験は付加価値となり、体験者は農産物の購買ニーズが
高くなることから（→40 ページ） 、体験やツーリズムと組合わせることで、地域のブランドも高まる
効果が期待される。

地域の自然や景観を活用した農業

研究成果の活用モデル3

条件不利地域における環境ビジネス

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する　　　　　1

ポイント 体験価値をマーケティングに活用する1

ヨーロッパでは、農業と地元の観光業や商工業と連携することによって、多様なグリーンツーリズ
ムを展開している（→46ページ） 。他産業との連携は、グリーンツーリズムの魅力を高めるとともに、
農家の煩雑な負担を少なくする効果もある。 　
これらのプロジェクトの調査結果をもとに、新しいツーリズムのスタイルが試みられつつある（→

55ページ） 。

ポイント 他産業と連携した新しいツーリズムを展開する2

静岡県の茶園では伝統的に茶園に草を敷く技術が行われている。これは全国でも特に静岡で特徴的
に見られる技術である。茶草場と呼ばれる草を取るための場所は、静岡を代表する里山景観として維
持されているとともに、貴重な動植物の生息地ともなっている（→44ページ）。 　
アンケート調査の結果では、この草を敷く技術の環境に対する効果に対して、消費者の87.6％が「評

価する」と回答した。各地で生き物や環境に配慮した「生き物ブランド」や「環境ブランド」の農作
物が作られつつあるが、静岡に特徴的な茶草場を活用した「茶草ブランド」も１つの環境ブランドと
なりえないだろうか。   

・地域農産物のブランド力があがり、高付加価値販売ができる。
・直売などの販売チャネルが拡大される。

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る

農家のメリット

・地域の景観や環境が保全される。
・農業との連携により地元の観光業や商工業が活性化される。

地域のメリット

・美しい景観や豊かな自然など農村の有する魅力を享受できる。
・環境ブランドなど環境に配慮された農産物を購入できる。

市民のメリット

3

ポイント 他産業と連携した
新しいツーリズムを展開する2

ポイント 静岡発　「茶草ブランド」を作る3
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斑点米カメムシの1つであるアカスジカスミカメ

休耕田に見られるニホンアカガエル

生物多様性が高い低草湿性休耕田

研究成果　休耕田の生き物の実態１

水稲害虫で現在最も問題となる害虫は、吸汁による斑点米の被害をもたらす斑点米カ
メムシ類である。斑点米カメムシ類の発生は全国的に拡大しており、被害の拡大した要
因のひとつに近年における休耕田の増加が挙げられている。
しかし、休耕田と一口に言っても、その植生は土壌水分や休耕年数などによって異な
り一様ではない。そこで、植生がそれぞれ異なる休耕田において、8 月下旬に水稲害虫
の発生を調査した。
その結果、ウンカ・ヨコバイ類（ツマグロヨコバイ、ヒメトビウンカ、セジロウンカ）
や斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ、クモヘリカメムシ、ホソハリカメムシ）は、
イヌビエやキシュウスズメノヒエが優占する休耕田において発生の多いことが確認され
た。一方、ヨシやヒメガマが優占する休耕田では、水稲害虫の発生は少なかった。
これらのことから、水稲害虫の発生の観点から留意する必要があるのは、全ての休耕
田というわけではなく、主にイヌビエやキシュウスズメノヒエが優占する休耕田である
ことが明らかとなった。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （松野和夫）

遊休地と一口に言っても、その植生はさまざまである。そこで菊川流域の休耕田や耕
作放棄地112ヵ所を解析した結果、植生のタイプは大きく７つに分類できた。
この７タイプの植生ごとに、休耕田や耕作放棄地の生物調査を行った結果、植生タイ
プによって、さまざまな田んぼの生き物のすみかとして機能していることが明らかとな
ったのである。中には、絶滅が心配されるニホンアカガエルや、水草類など貴重な動植
物も見つかった。
稲作の生産性を高めるために改良された現在の田んぼは、昔に比べると生き物がすむ
には適していない部分も多い。そのため、田んぼの生き物は、田んぼに代わるすみかと
して遊休地を活用していたのである。ホタルや赤とんぼなど農村の生き物を増やす試み
が各地で行われているが、水田で稲作を行いながら、生き物を増やすことは簡単ではない。
むしろ、遊休地などをビオトープとして管理し、地域の生き物を豊かにする拠点として
活用することも一案ではないだろうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

近年、生産効率の良い平坦地においても耕作が放棄されたり水稲栽培が行われない水田が増えている。
これら休耕田は、通常の水稲が栽培されている水田に隣接することも多く、害虫の発生源となることも指
摘されている。そこで、休耕田における水稲害虫の発生を調査した。 

休耕田の植生別水稲害虫の発生状況
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斑点米カメムシ
ウンカ・ヨコバイ類

どんな休耕田に害虫はいるの？　― 水稲害虫の多い休耕田植生の特定  ―

研究成果　休耕田の生き物の実態２

ドイツの遊休地の実態を調査した Eckhard Jedicke の著書では、遊休地は、こんな表現で評価され
ている。 　
「遊休地は、マイナスの意味を持った言葉です。しかし、こうした遊休地に対し『荒れている』という
烙印を押すことは、どんなに努力してもできません。」 　
じつは調査の結果、ドイツの遊休地は、絶滅が心配される種類も含む、さまざまな動植物の生息地と

なっていることが明らかとなったのである。それでは、日本の遊休地は、はたしてどのような評価がな
されるのだろうか？

遊休地は悪者か？　― 遊休地の生物多様性評価  ―
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地際に雑草の発生がみられないアップルミント

研究成果　休耕田の生き物の実態３

休耕された棚田の土を掘り出し、容器に入れ、①水の状態を湛水水位 5cm、②湛水水
位 0cm、③土が湿った状態の 3 段階に設定し、土から発生する植物種の調査を行った。
その結果、今ではヨシに覆われてしまった休耕田の土の中から、イトトリゲモやマルミ
スブタなど貴重な植物種が発生した。これらの植物は、種子の状態で土の中で眠り続け
ていたのである。水生植物の種子は、発芽に適さない環境では、発芽の機会を待って長
い間、休眠することが知られており、これらの種子は「埋土種子」と呼ばれている。休
耕田の土の中には、貴重な植物の埋土種子が眠っていたのである。 　
この現象は休耕田だけでなく、水田でも確認された。棚田や水田から採取した土の中
からは、地上への発生が見られないミズオオバコやミズマツバなど貴重な水生植物の発
生が確認されたのである。また、静岡県内の 3ヵ所で実施した冬期に水を張る冬期湛水
のモデル水田のうち、2ヵ所では絶滅危惧種のシャジクモの発生が見られた。この原因
は明らかではないが、冬期に乾燥する現代の水田環境が、シャジクモの発生を妨げてい
たことが推察される。 　
田んぼや休耕田の中には、まさに宝が眠っているのである。これらの埋土種子を活用
すれば、休耕田や水田に再び多様性豊かな水草の世界を取り戻せる可能性は十分にある
ことをこの結果は示しているだろう。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　富士常葉大学・静岡大学との共同研究）

休耕田にアップルミントを植え付け、雑草抑制効果を確認したところ、アップルミン
トの周囲には雑草の発生が少なかった。アップルミントの草型は直立するため、地面は
露出している。そのため雑草の抑制はアップルミントの被覆による物理的なものではな
く、アレロパシー効果であることが推察された。 　
そこで、レタスを検定植物としてアレロパシー活性を評価した結果、アップルミント
にはレタス種子の根の伸長を抑制する弱いアレロパシー活性が認められた。 　
アップルミントはすでにカメムシの忌避効果が知られており、あぜに導入されている
例が見られる。また、農業環境技術研究所の調査結果からはナミテントウなど天敵を集
める効果も期待されている。今回の試験では、さらに雑草抑制効果が確認されたことから、
休耕田の斑点米カメムシや雑草を抑制する上でも有効であると期待される。 

　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　農業環境技術研究所との共同研究）

田んぼの環境の変化によって、かつて田んぼに生えていた植物が今や絶滅が危惧されるほどまでに心配
されている。田んぼから姿を消した植物たちは、本当に失われてしまったのだろうか。貴重な植物たちは、
再び田んぼに姿を見せることはないのだろうか。

アップルミントの雑草抑制効果

対照 アップルミント

雑草の植被率（％）

土の中に眠る貴重な植物　― 水田および休耕田の埋土種子調査  ―

研究成果　休耕田の問題雑草の管理１

植物が出す物質によって、他の植物の発芽や生育が抑制される作用をアレロパシーという。これまで
もアレロパシーは雑草抑制への活用が検討されてきた。
本研究では、あぜのカメムシ忌避等に用いられるアップルミントの周囲に雑草が少ないことを見出し、

アップルミントのアレロパシーによる雑草抑制効果を確認した。

雑草を抑えるミントの力　― アップルミントのアレロパシー活性による雑草防除  ―

棚田土壌から出現したイトトリゲモ

棚田土壌から出現したミズオオバコとシャジクモ
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研究成果　休耕田の生き物の実態３
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冬にも水を張る冬期湛水田 雑草を抑える効果があるレンゲ

研究成果　休耕田の問題雑草の管理２

ヒエ類の少ない棚田の秘密は、冬の管理方法にあった。この棚田では冬期に土がひび
割れして水がたまらなくなるのを防ぐために、1 月から 2 月の冬期に田んぼに水を張る
技術を、伝統的に行ってきたのである。冬期に水を張る技術は、かつては牧之原周辺の
棚田で広く見られたと言う。 　
棚田はたくさんの田んぼが連なっているが、不思議なことに、ところどころヒエ類が
発生している田んぼがある。そこで 133 筆の田んぼのヒエ類の発生状況と冬期の水深
を調査した結果、ヒエ類が発生している田んぼは、冬の水のたまり方が不十分な田んぼ
であることが明らかとなったのである。 　
冬期湛水がヒエ類の発生を抑制していることを確認するために、田んぼの土を入れた
コンテナに、水を入れる時期や水の深さを変えて試験した結果、冬期に水を入れること
によって春以降のヒエ類の発生を抑制できることが明らかとなった。 　
冬期湛水は、2008 年にラムサール条約 COP10 の水田決議で水鳥の生息地となる効
果が認められた管理法であるが、さらに冬期湛水は、雑草抑制に効果を示し、除草剤の
軽減につながる技術であることが明らかとなったのである。伝統的な棚田から発見され
た冬期湛水による抑草技術を考えると、まさに「温故知新」の言葉を思わずにいられない。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

ヘアリーベッチやクリムソンクローバーは生育が旺盛であり、被覆によって雑草を抑
制した。特にヘアリーベッチはアレロパシーによる雑草抑制効果が知られており、休耕
田の雑草抑制を目的とした被覆植物として優れていると考えられる。 　
一方レンゲは、生育量が少なく、残念ながら被覆によって雑草を抑制する効果は小さ
かった。ところが、レンゲの生えた休耕田に水を入れるとその効果は一変する。水を入
れるとレンゲは枯れてしまうが、速やかに分解されて、休耕田の土壌表面に有機酸を含
んだ有機物の層を形成するのである。これにより土壌表面が露出しているにも関わらず、
雑草の発生は効果的に抑制された。 　
緑肥植物と不耕起を組み合わせた雑草抑制は、かつて有機稲作の技術として検討され
たこともあるが、イネの生育や収量に影響を及ぼすため、広く普及するには至らなかった。
しかし、イネのない休耕田の雑草抑制を考えれば、極めて有効な手法である。私たちの
目を楽しませてくれるレンゲが、水と出会うことによって雑草まで抑制してくれれば、
まさに一石二鳥の技術となるだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

静岡県菊川市に摩訶不思議な棚田が存在する。そこは除草剤や草取りをしていないにもかかわらず、田
んぼの雑草として問題となるヒエ類の発生が少ないのである。ヒエ類がまったくないわけではない。それ
なのに、ヒエ類の蔓延が見られないのは、どうしてなのだろうか。それはちょっとしたミステリーであった。

冬期の水深とヒエ類の発生状況

乾燥 湿潤 湛水

平均被度（％）

冬水田んぼが雑草のヒエを抑える　― 冬期湛水によるヒエ類の抑制効果  ―

研究成果　休耕田の問題雑草の管理３

レンゲは日本の農村風景をいろどる春の風物詩である。レンゲの咲く田んぼはめっきり少なくなって
しまったが、最近では、景観形成を目的に休耕田を活用してレンゲが播かれているのをよく見かける。
レンゲをすきこむことで肥料として利用できることは知られている。しかしレンゲの役割は単なる緑肥
だけにとどまらなかった。
本研究ではレンゲ等のマメ科の被覆植物を活用することで、休耕田の雑草を抑制できることが明らか

となった。 

レンゲと水で雑草を抑える　― レンゲによる休耕田の雑草管理  ―

乾田 湛水処理

問題雑草の植被率（％）

レンゲ植生の有無による休耕田の雑草

対照
レンゲ



2524

0

0.5

1

1.5

2

0

10

20

30

40

冬にも水を張る冬期湛水田 雑草を抑える効果があるレンゲ

研究成果　休耕田の問題雑草の管理２

ヒエ類の少ない棚田の秘密は、冬の管理方法にあった。この棚田では冬期に土がひび
割れして水がたまらなくなるのを防ぐために、1 月から 2 月の冬期に田んぼに水を張る
技術を、伝統的に行ってきたのである。冬期に水を張る技術は、かつては牧之原周辺の
棚田で広く見られたと言う。 　
棚田はたくさんの田んぼが連なっているが、不思議なことに、ところどころヒエ類が
発生している田んぼがある。そこで 133 筆の田んぼのヒエ類の発生状況と冬期の水深
を調査した結果、ヒエ類が発生している田んぼは、冬の水のたまり方が不十分な田んぼ
であることが明らかとなったのである。 　
冬期湛水がヒエ類の発生を抑制していることを確認するために、田んぼの土を入れた
コンテナに、水を入れる時期や水の深さを変えて試験した結果、冬期に水を入れること
によって春以降のヒエ類の発生を抑制できることが明らかとなった。 　
冬期湛水は、2008 年にラムサール条約 COP10 の水田決議で水鳥の生息地となる効
果が認められた管理法であるが、さらに冬期湛水は、雑草抑制に効果を示し、除草剤の
軽減につながる技術であることが明らかとなったのである。伝統的な棚田から発見され
た冬期湛水による抑草技術を考えると、まさに「温故知新」の言葉を思わずにいられない。
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

ヘアリーベッチやクリムソンクローバーは生育が旺盛であり、被覆によって雑草を抑
制した。特にヘアリーベッチはアレロパシーによる雑草抑制効果が知られており、休耕
田の雑草抑制を目的とした被覆植物として優れていると考えられる。 　
一方レンゲは、生育量が少なく、残念ながら被覆によって雑草を抑制する効果は小さ
かった。ところが、レンゲの生えた休耕田に水を入れるとその効果は一変する。水を入
れるとレンゲは枯れてしまうが、速やかに分解されて、休耕田の土壌表面に有機酸を含
んだ有機物の層を形成するのである。これにより土壌表面が露出しているにも関わらず、
雑草の発生は効果的に抑制された。 　
緑肥植物と不耕起を組み合わせた雑草抑制は、かつて有機稲作の技術として検討され
たこともあるが、イネの生育や収量に影響を及ぼすため、広く普及するには至らなかった。
しかし、イネのない休耕田の雑草抑制を考えれば、極めて有効な手法である。私たちの
目を楽しませてくれるレンゲが、水と出会うことによって雑草まで抑制してくれれば、
まさに一石二鳥の技術となるだろう。
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

静岡県菊川市に摩訶不思議な棚田が存在する。そこは除草剤や草取りをしていないにもかかわらず、田
んぼの雑草として問題となるヒエ類の発生が少ないのである。ヒエ類がまったくないわけではない。それ
なのに、ヒエ類の蔓延が見られないのは、どうしてなのだろうか。それはちょっとしたミステリーであった。

冬期の水深とヒエ類の発生状況

乾燥 湿潤 湛水

平均被度（％）

冬水田んぼが雑草のヒエを抑える　― 冬期湛水によるヒエ類の抑制効果  ―

研究成果　休耕田の問題雑草の管理３

レンゲは日本の農村風景をいろどる春の風物詩である。レンゲの咲く田んぼはめっきり少なくなって
しまったが、最近では、景観形成を目的に休耕田を活用してレンゲが播かれているのをよく見かける。
レンゲをすきこむことで肥料として利用できることは知られている。しかしレンゲの役割は単なる緑肥
だけにとどまらなかった。
本研究ではレンゲ等のマメ科の被覆植物を活用することで、休耕田の雑草を抑制できることが明らか

となった。 

レンゲと水で雑草を抑える　― レンゲによる休耕田の雑草管理  ―

乾田 湛水処理

問題雑草の植被率（％）

レンゲ植生の有無による休耕田の雑草

対照
レンゲ



2726

0
0 2 4 6 8 10 12

0.01

0.02

0.03

タンボコオロギ

休耕田の土壌断面（有機物がたまる表層が
茶色いことに注意）

ゴモクムシ

研究成果　休耕田の問題雑草の管理４

水田畦畔に仕掛けた落とし穴トラップで捕獲された昆虫に、斑点米カメムシの餌植物
として問題となるイネ科雑草の種子を与えて、雑草種子を食べる昆虫を探索した結果、
タンボコオロギ等のコオロギ類とコゴモクムシやキベリゴモクムシ等のゴモクムシ類が
イネ科雑草の種子を採食することが明らかとなった。また、これらの昆虫の採食能力を
調査した結果、１個体が 1 日に 10 粒程度の種子を採食することが明らかとなった。 　
　ヨーロッパでは、農地の周辺に緑地帯を作り、雑草種子を採食する昆虫のすみかとす
ることで、畑の中の雑草を減らす試みが行われている。今回の調査結果を基に、日本でも、
タンボコオロギやゴモクムシ類の生態をさらに解析することによって、種子食性昆虫の
働きを雑草防除に活用していくことが期待される。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　静岡大学との共同研究）

4 地域から 11ヶ所の休耕田土壌を採取し、水質浄化能力を近隣の水田土壌と比較し
たところ、表層 5cm の土壌中の有機物含量が休耕田で顕著に高まる傾向がみられた。
これは、休耕田では植生の持ち出しがなく、多くの植物残さが土壌にもどされること、
耕うんなどのかく乱がないため残さの蓄積が表層に限られること、といった理由による。
さらに表層2.5cmの有機物含量が高いほど窒素除去係数（水質浄化能力の指標）が高く、
深さ 2.5 ～ 5cm の土壌の有機物含量は窒素除去との関係が明瞭でなかった。これは田
面水との接触面である表層の有機物含量が水質浄化に重要であることを示している。 　
　これらの結果は、水田の多面的機能としての水質浄化能力を高めるためには必ずしも
水田での水稲作を維持する必要はなく、休耕田に湛水することで水田と同等かそれ以上
の水質浄化機能が期待できることを意味する。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

天敵と聞くと、誰もが害虫を食べる肉食性の昆虫を思い浮かべるであろう。ところが、ヨーロッパでは
雑草の種子を食べる雑食性の昆虫が、雑草の密度を抑える働きを持つことが明らかとなり、注目を集めて
いる。それでは、日本ではどうだろうか？
本研究では、雑草の種子を食べる昆虫の探索とその能力の評価を試みた。

雑草の天敵を探す　― 雑草種子食性昆虫の探索と採食能力の評価  ―

研究成果　環境に配慮した休耕田の活用１

水田の水質浄化能力は主に土壌微生物の窒素除去機能による。このため植物残さ等の微生物の「えさ」
が土壌に添加されると水質浄化能力は向上する。本プロジェクトでは休耕田での植生が植物残さとして
土壌にもどされることが水質浄化にプラスのはたらきをしていることを明らかにした。 

水を張った休耕田の水質浄化能力　― 休耕田の水質浄化能力評価 ―

窒素除去係数（m/d）

表層 2.5 ㎝土壌の有機炭素含有量（％）

有機物含量と窒素除去能（水質浄化能力）

20℃
30℃
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　静岡大学との共同研究）

4 地域から 11ヶ所の休耕田土壌を採取し、水質浄化能力を近隣の水田土壌と比較し
たところ、表層 5cm の土壌中の有機物含量が休耕田で顕著に高まる傾向がみられた。
これは、休耕田では植生の持ち出しがなく、多くの植物残さが土壌にもどされること、
耕うんなどのかく乱がないため残さの蓄積が表層に限られること、といった理由による。
さらに表層2.5cmの有機物含量が高いほど窒素除去係数（水質浄化能力の指標）が高く、
深さ 2.5 ～ 5cm の土壌の有機物含量は窒素除去との関係が明瞭でなかった。これは田
面水との接触面である表層の有機物含量が水質浄化に重要であることを示している。 　
　これらの結果は、水田の多面的機能としての水質浄化能力を高めるためには必ずしも
水田での水稲作を維持する必要はなく、休耕田に湛水することで水田と同等かそれ以上
の水質浄化機能が期待できることを意味する。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

天敵と聞くと、誰もが害虫を食べる肉食性の昆虫を思い浮かべるであろう。ところが、ヨーロッパでは
雑草の種子を食べる雑食性の昆虫が、雑草の密度を抑える働きを持つことが明らかとなり、注目を集めて
いる。それでは、日本ではどうだろうか？
本研究では、雑草の種子を食べる昆虫の探索とその能力の評価を試みた。

雑草の天敵を探す　― 雑草種子食性昆虫の探索と採食能力の評価  ―

研究成果　環境に配慮した休耕田の活用１

水田の水質浄化能力は主に土壌微生物の窒素除去機能による。このため植物残さ等の微生物の「えさ」
が土壌に添加されると水質浄化能力は向上する。本プロジェクトでは休耕田での植生が植物残さとして
土壌にもどされることが水質浄化にプラスのはたらきをしていることを明らかにした。 

水を張った休耕田の水質浄化能力　― 休耕田の水質浄化能力評価 ―

窒素除去係数（m/d）

表層 2.5 ㎝土壌の有機炭素含有量（％）

有機物含量と窒素除去能（水質浄化能力）

20℃
30℃
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研究成果　環境に配慮した休耕田の活用２

田んぼの環境では、脱窒菌という微生物の働きによって、土の中の窒素が大気中に放
出される。このため田んぼの環境によって窒素を浄化することが可能なのである。 　
ところが前ページで紹介したように、表層に植物体が多い休耕田は、脱窒菌のエネル
ギー源となる有機物が多いため、より多くの窒素が浄化される。そこで、植物に窒素を
吸収させるのではなく、植物が枯れることで土の中に有機物を供給し、脱窒菌の働きを
高めるという観点で、水質浄化技術の開発を試みた。 　
休耕田環境に生育する植物 8 種から、「①冬に枯れること」、「②脱窒菌のエネルギー
となる炭素の含有率が高いこと」に着目してスクリーニングを行った結果、カヤツリグ
サ科のシチトウイが水質浄化に優れていると評価された。 　
シチトウイは「遠州い」とも呼ばれ、かつて畳の原料として浜名湖沿岸で盛んに栽培
されていた植物でもある。シチトウイを用いた水質浄化は、植物体の除去を必要としな
いが、高さは 1m ほどなので、簡単に収穫することもできる。シチトウイで水をきれい
にしながら、伝統の「遠州い」のござを編んでみるというのも悪くないのではないだろ
うか。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　岡山大学との共同研究）

イネを食害する斑点米カメムシは、イネに移る前には、田んぼの周辺に生えるメヒシ
バやエノコログサ、イヌビエなどのイネ科の雑草に生息していることが知られている。 
　ふつうの植物は成長点が茎の先端にあるのに対して、イネ科の植物は成長点が地面に
近いところにあることから、草刈り作業によって成長点を失うことが少なく、草刈り後
の伸長が他の雑草より早い特徴を持っている。そのため、草刈りをやりすぎると、イネ
科以外の植物の成長が抑制され、イネ科の植物ばかりが広がってしまうのである。とは
いえ、草刈りをまったくやらないわけにはいかない。 　
そこで、県内 10 地区を対象に、草刈り時に高さを少し高くすることによって、イネ
科以外の植物に対するダメージを弱くすることを試みた。まず心配されるのは、草の高
さが押さえられずに高く伸びてしまうのではないかということである。しかし、草刈り
によって横に伸びる植物が広がり、通常の草刈りに比べて目立つほど高くはならなかっ
た。それでは、イネ科雑草の抑制効果はどうだっただろうか。草刈りの時期や、もとも
と生えている植物の種類数によって効果は異なるが、いずれの試験においても高く草を
刈ることによって斑点米カメムシの発生源であるイネ科雑草を抑えることができた。 　
　草を高く刈ることは、刈り払い機の刃で石を飛ばしたりすることも少なく安全性の向
上も期待される。現在、複数の農機具メーカーと共同で高草刈り用の刈り払い機の開発
に取り組んでいるところである。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

植物を利用した水質浄化技術についてはさまざまな研究が行われている。しかし、植物に窒素分を吸収
させて植物を除去する従来の方法は、窒素を大量に吸収する大型の植物や繁殖力の旺盛な外来植物が利用
され、除去作業が困難であるという問題があった。
そこで、本研究では、植物の力と土の力を組み合わせた新しい水質浄化法を検討した。

植物と土とで水をきれいにする　― 「遠州い」を活用した新しい水質浄化法  ―

研究成果　害虫の発生を防ぐ畦畔管理１

あぜや雑草地の草刈りは、雑草や害虫の発生を抑える上で重要な作業である。
ところが、調査してみると草刈りをすることによって、かえって田んぼの害虫である斑点米カメムシ

が増加してしまう例が見られた。雑草や害虫を抑えるはずの草刈りによって、どうして害虫が増えてし
まったのだろうか？

草刈りは、やりすぎに注意　― 草刈り高が問題雑草の発生に及ぼす影響  ―

休耕田植物を用いた新しい浄化技術
植物を使った従来の水質浄化技術

● 大型の植物を使うため、管理が困難。
● 増殖能力の高い侵略的な外来種。
● 植物の除去作業の労力がかかる。

我々が提案した新しい技術

● 植物残渣から有機物を供給し、
  微生物（脱窒菌）の能力を向上。
● 管理の容易な中型の在来植生。
● 植物の除去作業が不要。

高草刈りによるイネ科雑草の抑制効果

草刈りによって問題雑草が増えるしくみ

普通刈り 高刈り

斑点米カメムシの餌雑草の植被率（％）

問題雑草が生長 刈取り直後 刈取り時

イネ科雑草は成長点が低いため、
生き残り蔓延する。

イネ科以外の植物は、成長点が
高いため、死滅する。
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研究成果　環境に配慮した休耕田の活用２

田んぼの環境では、脱窒菌という微生物の働きによって、土の中の窒素が大気中に放
出される。このため田んぼの環境によって窒素を浄化することが可能なのである。 　
ところが前ページで紹介したように、表層に植物体が多い休耕田は、脱窒菌のエネル
ギー源となる有機物が多いため、より多くの窒素が浄化される。そこで、植物に窒素を
吸収させるのではなく、植物が枯れることで土の中に有機物を供給し、脱窒菌の働きを
高めるという観点で、水質浄化技術の開発を試みた。 　
休耕田環境に生育する植物 8 種から、「①冬に枯れること」、「②脱窒菌のエネルギー
となる炭素の含有率が高いこと」に着目してスクリーニングを行った結果、カヤツリグ
サ科のシチトウイが水質浄化に優れていると評価された。 　
シチトウイは「遠州い」とも呼ばれ、かつて畳の原料として浜名湖沿岸で盛んに栽培
されていた植物でもある。シチトウイを用いた水質浄化は、植物体の除去を必要としな
いが、高さは 1m ほどなので、簡単に収穫することもできる。シチトウイで水をきれい
にしながら、伝統の「遠州い」のござを編んでみるというのも悪くないのではないだろ
うか。　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　岡山大学との共同研究）

イネを食害する斑点米カメムシは、イネに移る前には、田んぼの周辺に生えるメヒシ
バやエノコログサ、イヌビエなどのイネ科の雑草に生息していることが知られている。 
　ふつうの植物は成長点が茎の先端にあるのに対して、イネ科の植物は成長点が地面に
近いところにあることから、草刈り作業によって成長点を失うことが少なく、草刈り後
の伸長が他の雑草より早い特徴を持っている。そのため、草刈りをやりすぎると、イネ
科以外の植物の成長が抑制され、イネ科の植物ばかりが広がってしまうのである。とは
いえ、草刈りをまったくやらないわけにはいかない。 　
そこで、県内 10 地区を対象に、草刈り時に高さを少し高くすることによって、イネ
科以外の植物に対するダメージを弱くすることを試みた。まず心配されるのは、草の高
さが押さえられずに高く伸びてしまうのではないかということである。しかし、草刈り
によって横に伸びる植物が広がり、通常の草刈りに比べて目立つほど高くはならなかっ
た。それでは、イネ科雑草の抑制効果はどうだっただろうか。草刈りの時期や、もとも
と生えている植物の種類数によって効果は異なるが、いずれの試験においても高く草を
刈ることによって斑点米カメムシの発生源であるイネ科雑草を抑えることができた。 　
　草を高く刈ることは、刈り払い機の刃で石を飛ばしたりすることも少なく安全性の向
上も期待される。現在、複数の農機具メーカーと共同で高草刈り用の刈り払い機の開発
に取り組んでいるところである。　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋）

植物を利用した水質浄化技術についてはさまざまな研究が行われている。しかし、植物に窒素分を吸収
させて植物を除去する従来の方法は、窒素を大量に吸収する大型の植物や繁殖力の旺盛な外来植物が利用
され、除去作業が困難であるという問題があった。
そこで、本研究では、植物の力と土の力を組み合わせた新しい水質浄化法を検討した。

植物と土とで水をきれいにする　― 「遠州い」を活用した新しい水質浄化法  ―

研究成果　害虫の発生を防ぐ畦畔管理１

あぜや雑草地の草刈りは、雑草や害虫の発生を抑える上で重要な作業である。
ところが、調査してみると草刈りをすることによって、かえって田んぼの害虫である斑点米カメムシ

が増加してしまう例が見られた。雑草や害虫を抑えるはずの草刈りによって、どうして害虫が増えてし
まったのだろうか？

草刈りは、やりすぎに注意　― 草刈り高が問題雑草の発生に及ぼす影響  ―

休耕田植物を用いた新しい浄化技術
植物を使った従来の水質浄化技術

● 大型の植物を使うため、管理が困難。
● 増殖能力の高い侵略的な外来種。
● 植物の除去作業の労力がかかる。

我々が提案した新しい技術

● 植物残渣から有機物を供給し、
  微生物（脱窒菌）の能力を向上。
● 管理の容易な中型の在来植生。
● 植物の除去作業が不要。

高草刈りによるイネ科雑草の抑制効果

草刈りによって問題雑草が増えるしくみ

普通刈り 高刈り

斑点米カメムシの餌雑草の植被率（％）

問題雑草が生長 刈取り直後 刈取り時

イネ科雑草は成長点が低いため、
生き残り蔓延する。

イネ科以外の植物は、成長点が
高いため、死滅する。
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春先のカメムシ類の餌として可能性のある
チガヤ

天敵として期待されるアシナガグモ

研究成果　害虫の発生を防ぐ畦畔管理２

春期のあぜや休耕田に発生するイネ科植物５種 ( チガヤ、イタリアンライグラス、ス
ズメノテッポウ、スズメノカタビラ、コムギ）について斑点米カメムシ類（アカスジカ
スミカメ等）の発生を調査した。なお、チガヤについては、出穂の早いタイプと遅いタ
イプがあるため、両種を対象とした。 　
その結果、アカスジカスミカメの越冬幼虫は、静岡県において 4 月下旬に発生ピーク
が見られ、出穂の早いタイプのチガヤで多く発生するのが確認されたが、その他の草種
では発生量は少なかった。また、6 月上旬にピークが見られるアカスジカスミカメの第
一世代幼虫は、イタリアンライグラスやスズメノカタビラで発生が多く、その他の草種
では発生は少なかった。このことから、越冬後のアカスジカスミカメは、出穂の早いタ
イプのチガヤを先に寄主植物として利用し、その後、イタリアンライグラスやスズメノ
カタビラを利用していると考えられる。 　
また、アカスジカスミカメが発生するのは、出穂の早いタイプのチガヤで、出穂の遅
いタイプでは発生はほとんど確認されなかった。このことから、チガヤを被覆植物とし
て利用する場合は、害虫発生リスク回避の観点から、出穂の遅いタイプを利用すること
が望まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

水稲害虫の防除を目的とした農薬の使用は、害虫のみならず、天敵も駆除してしまう
可能性が考えられる。その点、農薬や化学肥料の使用回数が少ない環境保全型農業を行
う水田は、通常管理の水田と比較して、生物相が豊かで、水稲害虫の天敵の種類や量も
多いことが期待される。 　
そこで、管理方法の異なる環境保全型水田（①除草剤の代わりに米ぬかを利用する水田、
②肥料としてレンゲをは種した水田、③ぼかし肥料を用いた水田、④冬期湛水を行った水
田）において、水稲害虫の天敵であるクモ類（コモリグモ科、アシナガグモ科）の発生
量を調査した。 　
その結果、水田内に生息するコモリグモ科、アシナガグモ科のクモ類の数は、水稲の
生育期を通して環境保全型水田の方が通常管理の水田より多い結果が得られた。複数年
の調査でも同じ傾向が得られた。これらのデータを基に、コモリグモ科及びアシナガグ
モ科を農業に有用な生物多様性の指標候補とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

河川堤防や道路などののり面の被覆植物として在来植物であるチガヤの利用が広まっているが、チガヤ
を利用するに当たって、チガヤに害虫が発生するかどうかのリスク評価は不十分である。 　
そこで、チガヤが出穂する春期において、チガヤを含むイネ科雑草を対象に、全国的に問題となってい

る水稲害虫である斑点米カメムシ類の発生を調査した。

春期のイネ科植物に発生する
アカスジカスミカメ幼虫（2009）

4/8 4/15 4/22 4/30 5/8 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17

捕獲虫数（頭 /10 回振り）

出穂の早いチガヤ
出穂の遅いチガヤ
イタリアンライグラス
スズメノカタビラ

越冬した斑点米カメムシ類の春のすみかは？　― アカスジカスミカメの発生源となる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春期雑草の特定  　　　　　　　 
― 水稲害虫の天敵（クモ類）はどんな水田に多いの？　― 農業に有用な生物多様性の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指標の選抜　１）天敵　　 

―

研究成果　環境保全型水田の生き物の実態１

環境保全型農業や IPM（総合的病害虫管理）などの農法が、生物多様性の保全・向上に及ぼす効果を
評価することができる農業に有用な生物多様性の指標を選抜する取り組み（農林水産省委託プロジェク
ト）が全国的に展開されている。 　
我々は、水田集落における環境保全型水田を対象に、指標候補となる生物種を選抜するための調査を

行っている。
本調査では、水稲害虫の重要な天敵と考えられているクモ類が指標候補となり得るか、その評価を行

なった。

個体数（頭 /10 株）

コモリグモ科 アシナガクモ科

たたき落とし調査による個体数
（平成 21年度　調査期間平均）

通常管理
環境保全型（ぼかし）
環境保全型（レンゲ）
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研究成果　害虫の発生を防ぐ畦畔管理２

春期のあぜや休耕田に発生するイネ科植物５種 ( チガヤ、イタリアンライグラス、ス
ズメノテッポウ、スズメノカタビラ、コムギ）について斑点米カメムシ類（アカスジカ
スミカメ等）の発生を調査した。なお、チガヤについては、出穂の早いタイプと遅いタ
イプがあるため、両種を対象とした。 　
その結果、アカスジカスミカメの越冬幼虫は、静岡県において 4 月下旬に発生ピーク
が見られ、出穂の早いタイプのチガヤで多く発生するのが確認されたが、その他の草種
では発生量は少なかった。また、6 月上旬にピークが見られるアカスジカスミカメの第
一世代幼虫は、イタリアンライグラスやスズメノカタビラで発生が多く、その他の草種
では発生は少なかった。このことから、越冬後のアカスジカスミカメは、出穂の早いタ
イプのチガヤを先に寄主植物として利用し、その後、イタリアンライグラスやスズメノ
カタビラを利用していると考えられる。 　
また、アカスジカスミカメが発生するのは、出穂の早いタイプのチガヤで、出穂の遅
いタイプでは発生はほとんど確認されなかった。このことから、チガヤを被覆植物とし
て利用する場合は、害虫発生リスク回避の観点から、出穂の遅いタイプを利用すること
が望まれる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

水稲害虫の防除を目的とした農薬の使用は、害虫のみならず、天敵も駆除してしまう
可能性が考えられる。その点、農薬や化学肥料の使用回数が少ない環境保全型農業を行
う水田は、通常管理の水田と比較して、生物相が豊かで、水稲害虫の天敵の種類や量も
多いことが期待される。 　
そこで、管理方法の異なる環境保全型水田（①除草剤の代わりに米ぬかを利用する水田、
②肥料としてレンゲをは種した水田、③ぼかし肥料を用いた水田、④冬期湛水を行った水
田）において、水稲害虫の天敵であるクモ類（コモリグモ科、アシナガグモ科）の発生
量を調査した。 　
その結果、水田内に生息するコモリグモ科、アシナガグモ科のクモ類の数は、水稲の
生育期を通して環境保全型水田の方が通常管理の水田より多い結果が得られた。複数年
の調査でも同じ傾向が得られた。これらのデータを基に、コモリグモ科及びアシナガグ
モ科を農業に有用な生物多様性の指標候補とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

河川堤防や道路などののり面の被覆植物として在来植物であるチガヤの利用が広まっているが、チガヤ
を利用するに当たって、チガヤに害虫が発生するかどうかのリスク評価は不十分である。 　
そこで、チガヤが出穂する春期において、チガヤを含むイネ科雑草を対象に、全国的に問題となってい

る水稲害虫である斑点米カメムシ類の発生を調査した。

春期のイネ科植物に発生する
アカスジカスミカメ幼虫（2009）

4/8 4/15 4/22 4/30 5/8 5/13 5/20 5/27 6/3 6/10 6/17

捕獲虫数（頭 /10 回振り）

出穂の早いチガヤ
出穂の遅いチガヤ
イタリアンライグラス
スズメノカタビラ

越冬した斑点米カメムシ類の春のすみかは？　― アカスジカスミカメの発生源となる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　春期雑草の特定  　　　　　　　 
― 水稲害虫の天敵（クモ類）はどんな水田に多いの？　― 農業に有用な生物多様性の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指標の選抜　１）天敵　　 

―

研究成果　環境保全型水田の生き物の実態１

環境保全型農業や IPM（総合的病害虫管理）などの農法が、生物多様性の保全・向上に及ぼす効果を
評価することができる農業に有用な生物多様性の指標を選抜する取り組み（農林水産省委託プロジェク
ト）が全国的に展開されている。 　
我々は、水田集落における環境保全型水田を対象に、指標候補となる生物種を選抜するための調査を

行っている。
本調査では、水稲害虫の重要な天敵と考えられているクモ類が指標候補となり得るか、その評価を行

なった。

個体数（頭 /10 株）

コモリグモ科 アシナガクモ科

たたき落とし調査による個体数
（平成 21年度　調査期間平均）

通常管理
環境保全型（ぼかし）
環境保全型（レンゲ）
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研究成果　環境保全型水田の生き物の実態２

田植直後の水田に発生する生き物の大半はユスリカである。このため、ユスリカは水
稲生育初期のクモ類の重要な餌生物となることが指摘されている。そこで、管理状況の
異なる環境保全型水田（①除草に米ぬかを利用する水田、②肥料としてレンゲをは種し
た水田、③ぼかし肥料を用いた水田、④冬期湛水を行った水田）において、クモ類の餌と
して知られるユスリカの発生量を調査した。 　
その結果、ユスリカ幼虫は、米ぬか使用や冬期湛水で通常管理の水田より発生が多い
ことが確認された。また、ユスリカ成虫はレンゲをは種した水田とぼかし肥料を使用し
た水田で、複数年にわたり安定して発生が多いことが確認された。その他の水田では通
常管理の水田と同程度の発生であった。 　
これらのことから、環境保全型水田はクモ類の餌生物であるユスリカが多く存在こと
が示され、水田の管理方法によってユスリカの発生を促すことができる可能性が示唆さ
れた。これらのデータを基に、ユスリカを農業に有用な生物多様性の指標候補とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

6月～ 7月に県内 3箇所（浜松市、袋井市、焼津市）の冬期湛水水田の生き物を、隣
接する通常管理の水田と比較した結果、袋井市の冬期湛水田では、ホウネンエビ、カイ
エビ、マルタニシ、ヒメゲンゴロウが多く発生することが明らかとなった。また、冬期
湛水に加え無農薬栽培を行う浜松市の水田では、シュレーゲルアオガエル幼生、シオカ
ラトンボ幼虫、イトトンボ類幼虫、コマツモムシ、ハイイロゲンゴロウ、コオイムシが
観察された。 　どの水田も冬期湛水は初年度であったが、袋井市と浜松市の水田ではそ
れまで認められなかったシャジクモ（絶滅危惧種）の発生が確認された。 　
以上の結果から、冬期湛水を行うことは水鳥以外の生物種の保全にとっても有効であ
る可能性が示された。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

水稲害虫の天敵であるクモ類の発生量に影響する要因の一つに、餌生物が考えられ、天敵の個体数を高
く維持するためには、餌生物の存在も欠かせない要素と考えられる。そこで、環境保全型農業を行う水田
において、クモ類の餌生物と考えられている生き物の発生状況を調査した。

研究成果　環境保全型水田の生き物の実態３

冬の間、水田に水を張る冬期湛水田は、水鳥の生息地となることが明らかとなっている。それでは、
この冬期湛水を実施した水田では、水鳥以外の生き物にとってどのような役割を果たしているのだろうか。
そこで、冬期湛水水田に特徴的に見られる生物種を探索した。

個体数（頭 /㎡）

冬期湛水田で特徴的にみられる生き物

通常管理
冬期湛水

個体数（頭 /10 株）

平成 20 年度 平成 21 年度

たたき落とし調査によるユスリカ成虫の
個体数（調査期間平均）

通常管理
環境保全型（ぼかし）
環境保全型（レンゲ）

天敵のえさはどこにいる？　― 農業に有用な生物多様性の指標の選抜　２）天敵の餌生物  ― 冬期湛水水田で特徴的な生き物は？ 　― 冬期湛水水田の生き物  ―

ホウネンエビ マルタニシ
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研究成果　環境保全型水田の生き物の実態２

田植直後の水田に発生する生き物の大半はユスリカである。このため、ユスリカは水
稲生育初期のクモ類の重要な餌生物となることが指摘されている。そこで、管理状況の
異なる環境保全型水田（①除草に米ぬかを利用する水田、②肥料としてレンゲをは種し
た水田、③ぼかし肥料を用いた水田、④冬期湛水を行った水田）において、クモ類の餌と
して知られるユスリカの発生量を調査した。 　
その結果、ユスリカ幼虫は、米ぬか使用や冬期湛水で通常管理の水田より発生が多い
ことが確認された。また、ユスリカ成虫はレンゲをは種した水田とぼかし肥料を使用し
た水田で、複数年にわたり安定して発生が多いことが確認された。その他の水田では通
常管理の水田と同程度の発生であった。 　
これらのことから、環境保全型水田はクモ類の餌生物であるユスリカが多く存在こと
が示され、水田の管理方法によってユスリカの発生を促すことができる可能性が示唆さ
れた。これらのデータを基に、ユスリカを農業に有用な生物多様性の指標候補とした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

6月～ 7月に県内 3箇所（浜松市、袋井市、焼津市）の冬期湛水水田の生き物を、隣
接する通常管理の水田と比較した結果、袋井市の冬期湛水田では、ホウネンエビ、カイ
エビ、マルタニシ、ヒメゲンゴロウが多く発生することが明らかとなった。また、冬期
湛水に加え無農薬栽培を行う浜松市の水田では、シュレーゲルアオガエル幼生、シオカ
ラトンボ幼虫、イトトンボ類幼虫、コマツモムシ、ハイイロゲンゴロウ、コオイムシが
観察された。 　どの水田も冬期湛水は初年度であったが、袋井市と浜松市の水田ではそ
れまで認められなかったシャジクモ（絶滅危惧種）の発生が確認された。 　
以上の結果から、冬期湛水を行うことは水鳥以外の生物種の保全にとっても有効であ
る可能性が示された。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

水稲害虫の天敵であるクモ類の発生量に影響する要因の一つに、餌生物が考えられ、天敵の個体数を高
く維持するためには、餌生物の存在も欠かせない要素と考えられる。そこで、環境保全型農業を行う水田
において、クモ類の餌生物と考えられている生き物の発生状況を調査した。

研究成果　環境保全型水田の生き物の実態３

冬の間、水田に水を張る冬期湛水田は、水鳥の生息地となることが明らかとなっている。それでは、
この冬期湛水を実施した水田では、水鳥以外の生き物にとってどのような役割を果たしているのだろうか。
そこで、冬期湛水水田に特徴的に見られる生物種を探索した。

個体数（頭 /㎡）

冬期湛水田で特徴的にみられる生き物

通常管理
冬期湛水

個体数（頭 /10 株）

平成 20 年度 平成 21 年度

たたき落とし調査によるユスリカ成虫の
個体数（調査期間平均）

通常管理
環境保全型（ぼかし）
環境保全型（レンゲ）

天敵のえさはどこにいる？　― 農業に有用な生物多様性の指標の選抜　２）天敵の餌生物  ― 冬期湛水水田で特徴的な生き物は？ 　― 冬期湛水水田の生き物  ―

ホウネンエビ マルタニシ
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研究成果　環境保全型水田の生き物の実態４

「耕起－入水－代かき」といった一連の田植え準備作業が始まる前の春期の水田は、
①耕起されて植物がない状態、②耕起はされずにスズメノテッポウが多く自生する状態、
③耕起されずにレンゲが繁茂している状態のいずれかであることが多い。これら植生の
異なる水田においてそれぞれのコモリグモ類の個体数を調査した。 　
その結果、レンゲの繁茂する水田は、スズメノテッポウの自生する水田や耕起による
無植生の水田に比べてコモリグモ類の生息密度が高かった。また、レンゲの自生する水
田内には、コモリグモ類の餌生物と推察されるアブラムシやアリ、コウチュウ類など様々
な昆虫が生息していることが観察された。一方、無植生ではこれらの昆虫はほとんど見
られなかった。 　
これらのことから、春期においてレンゲが繁茂している状態の水田は、他の植生の水
田に比べて餌環境が好適であり、コモリグモ類の個体数を維持する環境であると考えら
れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

近年、畑地では肥料成分による環境負荷が問題となっている。一方、水田のもつ重要
な機能の一つに水質浄化機能があることが知られている。水田にかんがいされた水の窒
素は除去され、pH は中性に保たれる。本プロジェクトでは、このような水田の水質浄
化能力を積極的に活用し、模式図のように上流から流れてくる水を水田を使って浄化し、
河川に入る水の水質を保全する技術を検討した。 　
畑地は台地上に位置することが多く、台地直下にある棚田は水質浄化の場として特に
重要である。そこで棚田の水収支を調査したところ、作付期間中の用水のうち、水尻か
ら排水された割合は 10％であり、残りの水は蒸発散か地下へ浸透していることが明ら
かとなった。調査地付近の平坦地水田では水尻から排出される水の割合は 75％であり
（戸田 ,1995） 、棚田では地下への浸透割合が高いことが示唆される。また、棚田の窒
素濃度を調査したところ、地下浸透する水の中の窒素濃度は極めて低く、地下への浸透
割合が高い棚田では窒素の浄化率が高い可能性が示された。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

水稲害虫の重要な天敵と考えられているコモリグモ類を利用して害虫密度を抑制しようとする場合、
水稲作付け前のクモの初期密度を維持することは非常に重要であると考えられる。
水稲作付け前の水田の状態は管理方法によって様々であることから、田植え前の植生の異なる水田に

おいて、コモリグモ類の発生状況を調査し、コモリグモ類の個体数を維持するほ場管理の方法を検討した。

研究成果　水田の水質浄化機能の活用１

水田・休耕田のもつ重要な機能の一つに水質浄化機能がある。本プロジェクトでは、棚田の水収支が
見積もられ、水を張った休耕田の水質浄化能力が営農水田と同等かそれ以上であることが明らかとなった。
また、水田を利用した水質浄化技術が提案され、環境支払いのメニューとして認定された。

個体数（頭 /㎡）

無
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春期（3月）におけるコモリグモ類の
植生別の発生程度

水田を用いた水質浄化の模式図

レンゲの水田はコモリグモ類が多くなる　― 春期のコモリグモ類の生息地  ― 水田の水質浄化能力と棚田の特徴 　― 水田の水質浄化機能  ―

地下へ浸透水尻からの排水

棚田での水尻からの排水と地下への浸透
水での窒素浄化率の比較（水尻からの排
水は 1.5ha の棚田の最終的な排水口にお
ける除去率）

畑が分布する台地からの流下水が水田で浄化され、
河川へと注がれる。浄化の主体は水田にすむ土壌微
生物による窒素除去（脱窒）である。

畑

浸透

浸透

湧水

水田

河川へ

浄化
浄化
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研究成果　環境保全型水田の生き物の実態４

「耕起－入水－代かき」といった一連の田植え準備作業が始まる前の春期の水田は、
①耕起されて植物がない状態、②耕起はされずにスズメノテッポウが多く自生する状態、
③耕起されずにレンゲが繁茂している状態のいずれかであることが多い。これら植生の
異なる水田においてそれぞれのコモリグモ類の個体数を調査した。 　
その結果、レンゲの繁茂する水田は、スズメノテッポウの自生する水田や耕起による
無植生の水田に比べてコモリグモ類の生息密度が高かった。また、レンゲの自生する水
田内には、コモリグモ類の餌生物と推察されるアブラムシやアリ、コウチュウ類など様々
な昆虫が生息していることが観察された。一方、無植生ではこれらの昆虫はほとんど見
られなかった。 　
これらのことから、春期においてレンゲが繁茂している状態の水田は、他の植生の水
田に比べて餌環境が好適であり、コモリグモ類の個体数を維持する環境であると考えら
れる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

近年、畑地では肥料成分による環境負荷が問題となっている。一方、水田のもつ重要
な機能の一つに水質浄化機能があることが知られている。水田にかんがいされた水の窒
素は除去され、pH は中性に保たれる。本プロジェクトでは、このような水田の水質浄
化能力を積極的に活用し、模式図のように上流から流れてくる水を水田を使って浄化し、
河川に入る水の水質を保全する技術を検討した。 　
畑地は台地上に位置することが多く、台地直下にある棚田は水質浄化の場として特に
重要である。そこで棚田の水収支を調査したところ、作付期間中の用水のうち、水尻か
ら排水された割合は 10％であり、残りの水は蒸発散か地下へ浸透していることが明ら
かとなった。調査地付近の平坦地水田では水尻から排出される水の割合は 75％であり
（戸田 ,1995） 、棚田では地下への浸透割合が高いことが示唆される。また、棚田の窒
素濃度を調査したところ、地下浸透する水の中の窒素濃度は極めて低く、地下への浸透
割合が高い棚田では窒素の浄化率が高い可能性が示された。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

水稲害虫の重要な天敵と考えられているコモリグモ類を利用して害虫密度を抑制しようとする場合、
水稲作付け前のクモの初期密度を維持することは非常に重要であると考えられる。
水稲作付け前の水田の状態は管理方法によって様々であることから、田植え前の植生の異なる水田に

おいて、コモリグモ類の発生状況を調査し、コモリグモ類の個体数を維持するほ場管理の方法を検討した。

研究成果　水田の水質浄化機能の活用１

水田・休耕田のもつ重要な機能の一つに水質浄化機能がある。本プロジェクトでは、棚田の水収支が
見積もられ、水を張った休耕田の水質浄化能力が営農水田と同等かそれ以上であることが明らかとなった。
また、水田を利用した水質浄化技術が提案され、環境支払いのメニューとして認定された。
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レンゲの水田はコモリグモ類が多くなる　― 春期のコモリグモ類の生息地  ― 水田の水質浄化能力と棚田の特徴 　― 水田の水質浄化機能  ―
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水での窒素浄化率の比較（水尻からの排
水は 1.5ha の棚田の最終的な排水口にお
ける除去率）

畑が分布する台地からの流下水が水田で浄化され、
河川へと注がれる。浄化の主体は水田にすむ土壌微
生物による窒素除去（脱窒）である。
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研究成果　水田の水質浄化機能の活用２

1.5ha の面積を持つ棚田での実証試験では、冬期湛水を行うことで窒素の浄化量が
3.4 ～ 13 倍に増加することが示された。さらに 600kg/10a の稲わらをすきこんでか
ら冬期湛水を行うと、冬期間の窒素除去量は約 2 倍となることが明らかとなった。 冬期
湛水に稲わらすきこみを組み合わせることにより水質浄化能力がさらに高まることが期
待される。 　
稲わらすきこみと冬期湛水を組み合わせた水質浄化技術は平成 21 年より農水省が所
管する「農地・水・環境保全向上対策事業」の営農支援メニューとして認められており
（http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/）、いわゆる環境支払いの要
件の一つとなっている。天竜川左岸から大井川右岸までの地域を対象とした試算ではこ
の範囲内に存在する 14,000ha の水田のうち 1/3 以上に相当する 5,000ha の水田で
この技術が利用可能であると見積もられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

環境教育水田におけるセジロウンカとヒメトビウンカの発生量は、慣行水田と同程度
か少なく推移し、特にウンカ類の初期密度は低かった。一般にウンカ類は葉色の濃いイ
ネを選好することが知られている。環境教育水田では、葉色が濃くなりやすい化学合成
肥料を使用せず、無肥料か有機質肥料を使用する場合が多いことから、イネの葉色が生
育初期に薄くなる傾向がある。そのためウンカ類の選好性が低くなり、発生量が少なく
なったと考えられる。 　
一方、環境教育水田における斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ・クモヘリカメ
ムシ）の発生時期は、通常管理の水田よりも遅かった。環境教育水田には、古代米やも
ち米などを作付けすることが多いため、通常管理の水田に比べて稲の穂が出る時期（出
穂期）は遅いことが多い。一般に、斑点米カメムシ類は、出穂後に本田内に侵入するこ
とが知られており、水稲の出穂期が影響している。したがって、出穂期の早い通常管理
の水田に先に斑点米カメムシ類が発生し、その後環境教育水田に発生したと考えられる。
このことから、環境教育水田から通常管理の水田への斑点米カメムシ類の移動は少ない
と考えられる。 
以上のことから、環境教育水田の栽培方法が、化学合成肥料を施用せず、また出穂期
の遅い品種を作付けするのであれば、環境教育水田は水稲害虫の発生源として問題とは
ならないと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

本プロジェクトでは、水田の水質浄化能力を最大限に活用するために、稲わらすきこみと冬期湛水を組
み合わせた水質浄化技術を提案した。具体的には、本来水田に水を引き込まない時期の冬から初春にかけ
て湛水期間を延長し、より多くの水を水田で浄化する技術である。

水田の水質浄化能力を高める新しい技術　― 冬期湛水と稲わらすきこみを組み合わせた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水質浄化技術  　　　　　　　 　　　  
― 農業体験をする水田に害虫は多いか？　― 環境教育を目的とした水田における 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水稲害虫の発生状況　　　　　　　 

―

研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果１

環境教育を目的として農業体験を実践する水田（以下、環境教育水田）は、生き物への影響や子ども
たちの水や土とのふれあいを考慮して、無農薬で栽培することが多い。そのため、環境教育水田が水稲
害虫の発生源となり、周辺水田に被害をもたらすことが懸念されており、このことは環境教育水田の普
及の障壁の一つとなっている。そこで、無農薬の環境教育水田におけるウンカ類と斑点米カメムシ類の
発生状況を調査した。

脱窒活性（㎎N/ ㎏ /4h）

水稲の吸収以外による窒素除去量（㎏N/ha/y）

5℃ 10℃ 15℃

通常管理 冬期湛水

ヒメトビウンカセジロウンカ

冬の稲わらすきこみと低温環境での
脱窒活性（水質浄化能力）

冬期湛水による水質浄化の強化に関する
実証結果

対照
稲わらすきこみ

稲わらすきこみを行った土壌では低温環境
下でも脱窒活性（窒素浄化能力の指標）
が高い。

塗りつぶし部分は推定された窒素除去量の範囲

個体数（頭 /株）

環境教育水田と通常管理水田における
水稲害虫（ウンカ類）の発生状況
（7～9月平均値）

通常管理
環境教育
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研究成果　水田の水質浄化機能の活用２

1.5ha の面積を持つ棚田での実証試験では、冬期湛水を行うことで窒素の浄化量が
3.4 ～ 13 倍に増加することが示された。さらに 600kg/10a の稲わらをすきこんでか
ら冬期湛水を行うと、冬期間の窒素除去量は約 2 倍となることが明らかとなった。 冬期
湛水に稲わらすきこみを組み合わせることにより水質浄化能力がさらに高まることが期
待される。 　
稲わらすきこみと冬期湛水を組み合わせた水質浄化技術は平成 21 年より農水省が所
管する「農地・水・環境保全向上対策事業」の営農支援メニューとして認められており
（http://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/nouti_mizu/）、いわゆる環境支払いの要
件の一つとなっている。天竜川左岸から大井川右岸までの地域を対象とした試算ではこ
の範囲内に存在する 14,000ha の水田のうち 1/3 以上に相当する 5,000ha の水田で
この技術が利用可能であると見積もられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（高橋智紀）

環境教育水田におけるセジロウンカとヒメトビウンカの発生量は、慣行水田と同程度
か少なく推移し、特にウンカ類の初期密度は低かった。一般にウンカ類は葉色の濃いイ
ネを選好することが知られている。環境教育水田では、葉色が濃くなりやすい化学合成
肥料を使用せず、無肥料か有機質肥料を使用する場合が多いことから、イネの葉色が生
育初期に薄くなる傾向がある。そのためウンカ類の選好性が低くなり、発生量が少なく
なったと考えられる。 　
一方、環境教育水田における斑点米カメムシ類（アカスジカスミカメ・クモヘリカメ
ムシ）の発生時期は、通常管理の水田よりも遅かった。環境教育水田には、古代米やも
ち米などを作付けすることが多いため、通常管理の水田に比べて稲の穂が出る時期（出
穂期）は遅いことが多い。一般に、斑点米カメムシ類は、出穂後に本田内に侵入するこ
とが知られており、水稲の出穂期が影響している。したがって、出穂期の早い通常管理
の水田に先に斑点米カメムシ類が発生し、その後環境教育水田に発生したと考えられる。
このことから、環境教育水田から通常管理の水田への斑点米カメムシ類の移動は少ない
と考えられる。 
以上のことから、環境教育水田の栽培方法が、化学合成肥料を施用せず、また出穂期
の遅い品種を作付けするのであれば、環境教育水田は水稲害虫の発生源として問題とは
ならないと考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（松野和夫）

本プロジェクトでは、水田の水質浄化能力を最大限に活用するために、稲わらすきこみと冬期湛水を組
み合わせた水質浄化技術を提案した。具体的には、本来水田に水を引き込まない時期の冬から初春にかけ
て湛水期間を延長し、より多くの水を水田で浄化する技術である。

水田の水質浄化能力を高める新しい技術　― 冬期湛水と稲わらすきこみを組み合わせた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水質浄化技術  　　　　　　　 　　　  
― 農業体験をする水田に害虫は多いか？　― 環境教育を目的とした水田における 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 水稲害虫の発生状況　　　　　　　 

―

研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果１

環境教育を目的として農業体験を実践する水田（以下、環境教育水田）は、生き物への影響や子ども
たちの水や土とのふれあいを考慮して、無農薬で栽培することが多い。そのため、環境教育水田が水稲
害虫の発生源となり、周辺水田に被害をもたらすことが懸念されており、このことは環境教育水田の普
及の障壁の一つとなっている。そこで、無農薬の環境教育水田におけるウンカ類と斑点米カメムシ類の
発生状況を調査した。

脱窒活性（㎎N/ ㎏ /4h）

水稲の吸収以外による窒素除去量（㎏N/ha/y）

5℃ 10℃ 15℃

通常管理 冬期湛水

ヒメトビウンカセジロウンカ

冬の稲わらすきこみと低温環境での
脱窒活性（水質浄化能力）

冬期湛水による水質浄化の強化に関する
実証結果

対照
稲わらすきこみ

稲わらすきこみを行った土壌では低温環境
下でも脱窒活性（窒素浄化能力の指標）
が高い。

塗りつぶし部分は推定された窒素除去量の範囲

個体数（頭 /株）

環境教育水田と通常管理水田における
水稲害虫（ウンカ類）の発生状況
（7～9月平均値）

通常管理
環境教育
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研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果２

20 代から 30 代の成人男女を対象にアンケート調査を行い、自然、生き物、農業、
農村に関するそれぞれの経験の多い人と少ない人とで現在の食生活を比較した。 　
その結果、子供の頃に農業農村に関する体験や自然の体験の多い人は、食品の産地を
確認したり、おいしいお店の情報を知りたいなど食への関心が高い傾向にあった。さら
に農業体験の多い人は、「栄養へのバランスを意識している」や「残さず食べる」、「和
食を好む」などの傾向が多く確認された。 　
このため、子供を対象とした農業体験活動は、将来大人になったときに食べ物への関
心を高めることに加え、健全な食生活の学習に効果が期待できると考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

20 代から 30 代の成人男女を対象にアンケート調査を行い、子供の頃の自然や農業
の体験の程度別に、現在の食生活でお米を食べる割合を比較した。 　
その結果、子供の頃に農業経験の多い人ほど、３食をしっかり摂っている割合が高か
った（前ページのグラフ）。さらに農業体験の多い人は、朝食にお米のご飯を食べる割
合が高いことが認められた。 　
このことは、現在行われている子供たちへの農業体験活動が、米を主食とした日本型
食生活を定着させ、将来の米消費を高める可能性を示唆していると考えられる。若い世
代における朝食の欠食率の高さが懸念されている現在において、子供に農業を体験させ
ることで、将来の朝食の摂取やお米の消費拡大につながることが期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

食育基本法において、農業体験は食への関心や理解を増進する手段として位置づけられ、学校や親子連
れを対象に、野菜作りや稲刈りなどの農作業体験が各地で実施されている。本プロジェクトでは、子ども
の頃の自然や農業の経験の多少と大人になった現在の食生活の関係を調査した。

研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果３

主食である米の消費量は年々減少するなかで、田植えや稲刈り時期になると、子供たちの水田での作
業体験が行われている。これらの体験は子供たちの食育や情操教育を目的に行われているが、農業体験
は米の消費行動に影響を及ぼすことはないだろうか。
そこで、本プロジェクトでは、子供の頃の農業経験と現在のご飯食の状況を調査した。
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農業体験の食育効果　― 子供の頃の経験と現在の食生活の比較  ―
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農業体験の頻度と
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お米の消費拡大に貢献するか 　― 子供の頃の農業経験とご飯食の比較  ―

稲刈り体験の様子
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研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果２

20 代から 30 代の成人男女を対象にアンケート調査を行い、自然、生き物、農業、
農村に関するそれぞれの経験の多い人と少ない人とで現在の食生活を比較した。 　
その結果、子供の頃に農業農村に関する体験や自然の体験の多い人は、食品の産地を
確認したり、おいしいお店の情報を知りたいなど食への関心が高い傾向にあった。さら
に農業体験の多い人は、「栄養へのバランスを意識している」や「残さず食べる」、「和
食を好む」などの傾向が多く確認された。 　
このため、子供を対象とした農業体験活動は、将来大人になったときに食べ物への関
心を高めることに加え、健全な食生活の学習に効果が期待できると考えられた。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

20 代から 30 代の成人男女を対象にアンケート調査を行い、子供の頃の自然や農業
の体験の程度別に、現在の食生活でお米を食べる割合を比較した。 　
その結果、子供の頃に農業経験の多い人ほど、３食をしっかり摂っている割合が高か
った（前ページのグラフ）。さらに農業体験の多い人は、朝食にお米のご飯を食べる割
合が高いことが認められた。 　
このことは、現在行われている子供たちへの農業体験活動が、米を主食とした日本型
食生活を定着させ、将来の米消費を高める可能性を示唆していると考えられる。若い世
代における朝食の欠食率の高さが懸念されている現在において、子供に農業を体験させ
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広 し々て女性に好まれる茶園景観稲刈り体験時の米販売　

研究成果　水田を活用した農業体験活動の効果４

調査の結果、水田で行われた稲刈り体験参加者の 96％が、体験した水田で作られた
米を食べてみたいと回答した。さらに水田の体験活動参加者の 81％は、その農家が作
る米以外の野菜やお茶なども購入したいと答えた。 　
このことは単に農産物を欲しいというだけではなく、田畑の生産環境を自分の目で確
認できたことや、生産者に直接会って知っているという信頼感など、体験することで得
られた自分と産地との関係性がその農産物の購入意欲を高めていると考えられる。　　
　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

県内の代表的な農業景観の選好率や印象、起こしたくなる行動を属性で比較した。 　
　その結果、茶園景観は、男性より女性の方が選好率が高かった。また、茶園景観は広々
して整った印象があり、深呼吸したり腰を下ろして見ていたくなる景観であった。 　
一方、森林景観は、成人男性と小学生の選択率が高かった。森林景観は雑然として自
然的な印象があり、周囲の音を聞いてみたくなる景観であった。 　
以上のように、農業景観はそれを好む属性があり、体験内容を検討する際には対象の
嗜好を十分把握することが重要である。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

商品が豊富となり、選択の幅が広がっている現在、消費者は商品に感動という価値を求めていると言わ
れる。農産物では、農業体験は収穫や試食など感動を伴う内容であり、商品価値が高まる要因を含んでいる。
体験したことを付加価値として農産物を販売できれば、農家側のメリットにもつながるのではないだろうか。
そこで、体験活動の参加者に活動場所で収穫された農産物の購入意向を調査した。

静岡県で実施された棚田での
稲刈り体験参加者の棚田米のニーズ

静岡県（一般） 体験参加者 茶園 森林

棚田で作ったお米を食べてみたい割合（％）

体験を付加価値に　― 体験活動参加者の農産物ニーズ  ―

研究成果　農業景観の活用１

農業により形作られる美しい農村風景は、その地域の歴史や風土を背景とした独自のものであり、簡
単に変えることができないという特徴を持つ。そのため、グリーンツーリズムや都市農村交流を行うに
あたっては安易に農業景観を改変するよりも、地域の持つ農業景観を好む人はどのような人なのかを特
定し、その人たちを対象とすることが有効であると考えられる。
そこで、静岡県の代表的な農業景観の特徴とその景観を好む属性や起こしたくなる行動を明らかにした。

景観を好む対象を特定する　― 景観資源の評価  ―

選好率（％）

農業景観の属性別の選好

成人男
成人女
小学生男
小学生女
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研究成果　農業景観の活用２

本プロジェクトの調査結果からも、農村や農家で休日を過ごすグリーンツーリズムに
対する高い潜在的なニーズが認められた。しかしながら、そのニーズは、農業や農村の
ものはまるごと好きという単純なものではなく、「食」や「自然」、「歴史・文化」など、
その興味は人によってさまざまであった。 　
また、グリーンツーリズムというと、これまでは「田植え」や「そば打ち」に代表さ
れるように体験型のものが多かった。しかし、グリーンツーリズムの因子を体験型の「ア
クティブ因子」とのんびり型の「リラックス因子」に分けると、「農業体験してみたい」「調
理体験をしてみたい」というアクティブ因子へのニーズに対して、「自然の中でのんび
りしたい」「地元のおいしいものを食べたい」というリラックス因子のニーズが高く、
その傾向は、特に東京の20代、30代で高い傾向が見られる。 　
グリーンツーリズムは国内観光の 1％のニッチ･マーケットに過ぎない現状にあるが、
このようなニーズをとらえ、テーマ設定型のツーリズムを旅行会社や農業外の分野と連
携しながら企画していくことによって、観光資源としての農業・農村の魅力はさらに輝
きを増していくことが期待される。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　静岡県立大学との共同研究）

音には耳で聞き取ることのできる可聴域の音と、耳には聞こえない可聴域外の音とが
ある。可聴域外を含む音のうち、低周波の音は、人に不快感を与えるのに対して、高周
波の音は人に快適性を感じさせることが知られている。東京都丸の内オフィスで収集し
た音は、低周波の音が極めて高かった。これではストレスもたまるはずである。 　
一方、静岡県の倉沢の棚田はどうだろう。棚田の音には低い周波数の音の成分が少なく、
高い周波数の音の成分が多い。つまり、棚田で聞く音には、癒しの要素が多く含まれて
いるのである。この調査からだけでは、高周波音の音源は特定できないが、高周波の音は、
生き物が発生させている音や水の音から出るとされている。調査は夏に行ったことから、
心地よく流れる水の音や、カエルやセミの鳴き声が高周波の音を出していたことは想像
に難くない。美しい棚田の風景を写した写真をよく見かけるが、サウンドスケープは写
真だけではわからない。棚田の風景は出かけてみて、初めて体感できる風景なのである。 
　これに対して、茶園はサウンドスケープとしての評価は高くなかった。このことは、
茶園の風景は、美しい緑や、幾何学的な畝などを視覚的に見て楽しむのに適した風景で
あることを特徴づけていると言えるだろう。 　
同じ風景であっても「見て楽しむ風景」と「聞いて楽しむ風景」とがある。それぞれ
の特徴を捉えれば、求められるグリーンツーリズムのコンテンツもおのずと変わってく
るはずである。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　農村工学研究所との共同研究）

都市農山漁村交流活性化機構が 2003 年に実施した調査では、「グリーンツーリズムを体験してみたい
ですか？」という問いに対して、98.7% もの人が「してみたいと思う」と回答している。このように、さ
まざまな調査結果が、農村へ出かけてみたいというニーズは高まりつつあることを示している。しかしな
がら、全国の農村地帯が来訪者で混雑しているかといえば、決してそうはなっていない。グリーンツーリ
ズムが、その高まるニーズを十分につかみきれていないのである。
人々は、農業や農村にいったいどのようなニーズをもっているのだろうか？

研究成果　農業景観の活用３

棚田の風景を眺めていると、何となく心が癒される気持ちになる。これは、どうしてなのだろうか。
風景は目で見て楽しむだけのものではない。降り注ぐ太陽や吹き抜ける風も、風景を魅力的なものにし
ている。そして、忘れてならないものに音がある。
棚田の音の風景（サウンドスケープ）を解析した結果、そこには棚田で癒される秘密が隠されていた。

求められる「農村でのんびり」　― グリーンツーリズムに対するニーズ調査  ― やっぱり棚田は癒される 　― 棚田のサウンドスケープ評価  ―
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茶草場（手前）と茶園

カワラナデシコ BDM調査地点地図

スイスの草地風景

研究成果　農業景観の活用４

茶草場では、秋から冬になると、茶草を刈って束ねて干す作業が行われる。こうして
干したススキなどの草を、茶園の敷き草として利用するのである。 　
このような風景は、かつてはどこにでも見られた里山のありふれた風景であった。昔は、
刈った草を屋根の材料としたり、家畜の餌にしたり、田畑の肥料として利用したのである。
しかし現在では、刈り草は利用されなくなり、里山草地は全国で急激に減少している。
ところが、静岡県の茶産地では、茶草を敷くことによって、茶の品質が良くなることから、
今でも里山草地の環境が保全されているのである。全国への聞き取り調査から、この茶
草場は静岡県に特徴的に見られる景観であると評価された。 　
さらに、茶草場は植生や立地から５つのタイプに分類されたが、そのうちの２タイプは、
伝統的な里山環境の特徴を残しており、キキョウやカワラナデシコ、ササユリなど草地
環境の消失によって、全国的には絶滅が心配されるまでに減少している貴重な植物が自
生していることが明らかとなった。また、茶草場の健全性を示す指標種としてツリガネ
ニンジン、ワレモコウ、アキカラマツの３種を選定した。 　
掛川市東山地区の調査では、茶園169ha に対して、茶草場が99ha 分布していたから、
茶園の景観を考える上で無視できない存在と言っていいだろう。 茶草場は茶栽培によっ
て守られていることから、仮に茶産地が衰退してしまえば、貴重な自然環境も失われて
しまうことになる。茶草場は茶産地静岡県が誇る自然環境として、後世に伝えたい風景
である。

　　　　　　　　　　　　　　　　（稲垣栄洋　農業環境技術研究所との共同研究）

スイスでは、都市郊外には、丘陵地に広がる草地や点在する伝統的な農家の家屋、草
をはむ家畜の姿がいたるところで見られる。観光客の目を楽しませるこれらの景観の多
くは、政府が農家に支払う直接所得補償の対象でもある。環境保全型農業の実践が助成
の前提となる支払いメニューには、農地の条件別に、草地への施肥量や刈り取り時期、
自生植物のは種、家畜の飼養方法などが細かく規定される。これらの政策は、研究機関
の学術的な基礎調査による科学的な根拠に基づいて実施されている。 　
わが国では、環境保全に対する直接所得支払いは、始まったばかりであり、将来に向
けた支払いメニューの充実が必要とされているが、根拠となる科学的データは不足して
いる。 　
本プロジェクトでは、指標植物を基準とした支払いが行われているドイツのバーデン
ビュルデンベルグ州と生物多様性の保全が先進的に行われているスイスのエントレブフ
地方を対象に、施策の根拠となる学術的調査の方法や、農地の有する自然や景観などの
価値を評価するシステムについて情報収集を行った。スイスで行われる BDM
（Biodiversity Monitoring Switzerland) などは、日本における研究展開や、農地の評
価システムとして参考となる部分が多いと考えられる。　 　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

東海道新幹線や東名高速道路から眺める茶園の風景は、静岡県を代表する景観である。しかし、よく見
てみると、茶園の周辺にはススキやササなどが生えた草地が分布していることに気がつくだろう。茶草場
と呼ばれるこの場所は、茶のうね間に敷く草を刈るために管理されているが、調査の結果、この茶草場は、
じつに豊かな自然が保全されている重要な環境であることが明らかとなった。

研究成果　欧州における事例調査１

欧州では、早くから自然環境や生物多様性に価値を見出し、昔ながらの景観の保全やそこに住む生き
物の多様性を維持することを目的とした農業政策が施されてきた。保全する農家には、所得保障という
形で助成金を支払い、政策の効果についても検証作業が行われている。これらは、わが国において現在
進められている生物多様性を保全する手法や指標生物の特定作業の参考となると思われるため、ドイツ
とスイスでの事例を調査した。　

茶園を支える「すごい場所」　― 茶草場の生物多様性評価  ― 多面的機能を維持する農業政策
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研究成果　欧州における事例調査２

生物多様性を積極的に保全するエントレブフ地方では、原風景とも言えるりんごの木
と草地の景観や農家で飼われる多種類の家畜が、ファームステイや農家が企画するツー
リングなどのツーリズムに積極的に活用されている。また、エントレブフ地方では、地
域の魅力である豊かな自然を付加価値としたブランドマークが認定され、チーズやソー
セージなど 187 の製品に使用が許可され、レストランでも使用されるなど地域ブランド
として広く活用されている。 　
景観や生き物などの価値は、直接経済に結びつくのは難しいと評価されることもあるが、
欧州に見られるような、観光業や農産加工業などの他産業と連携して地域ブランドを確
立することで経済的価値を生み出す手法は、日本でも応用が可能であると考えられる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（大石智広）

水田や棚田の機能に関する研究成果は、県民を対象とした講座や講演という形でわ
かりやすく伝えられた。 　
特に菊川市倉沢の棚田では、研究に携わった職員が講師となり、野鳥や水路の生き
物観察、水質の測定、美しい棚田の写真撮影など、わかりやすく県民に成果を説明した。
これらの講座は、棚田の理解推進も兼ねて年間を通じて保全管理作業の日にあわせて
開催した。 　
新たな視点で調査解析したこれらの結果は、そこに住む人々や今まで農作業に携わ
ってきた人達にも新鮮な内容であり、地域の魅力を再発見する場としても好評であった。 

スイスでは、施策により山岳地域での農業、水質や景観の維持、生物多様性への配慮など、環境づくり
に対して助成金が支払われている。しかし、農業経営は単に助成金のみによって維持されているわけでは
ない。各農家は創意工夫し、美しい牧歌的な風景や豊かな自然価値を付加価値とした農業ビジネスに取り
組んでいる。

研究成果の発信１

地域の魅力をブランドに

県民向け講座 
地域をブランドとして販売しているチーズ

２階の各部屋をファームステイに活用する農家

水質調査の様子
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県の公設研究機関としては、新しい分野である本プロジェクトの取り組みは、県外
でも関心が高く、その研究成果は県内のみならず県外各地でも広く講演された。 　
また、農林水産省研究運営会議や学会のシンポジウム等でも、我々の研究成果が取
り上げられ、講演の機会を得た。 　
一方、この分野は欧州を中心に研究が先進的に進んでいる。そこで、海外の学会や
国際学会で情報収集を行うと共に、我々の成果についても積極的に発表し、情報交換
に努めた。 

研究成果の発信２

県外・海外への発表

研究成果を広く県民にＰＲするために、学会誌や行政向け資料だけでなく一般誌や新聞か
らの情報発信を行った。 　
棚田については、「棚田百景」を静岡新聞に連載し、県内の主要な棚田を紹介するとともに、
棚田の多面的機能について共同研究機関とともに「静岡の棚田研究　その恵みと営み」を発
刊することで、一般的に知られていなかった県内の棚田の魅力を紹介した。 　
また、水田の生物調査の結果は「静岡県　田んぼの生き物図鑑」として取りまとめた。さらに、
棚田にすむ生き物を調査する様子は政府インターネットＴＶに取り上げられ、ホームページ
から全国に向けて動画が放映された。 　
全国的にも先進的な本プロジェクトの取り組みや成果は、数多くの報道機関に注目され、
全国紙の一面を含む新聞や雑誌に掲載された。 

研究成果の発信３

パブリッシング 

The 6th APCE 2009 (in Beijing, China)

プロジェクト関連出版物
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研究成果をもとにした多面的機能を発揮させる水田や休耕田の管理手法は、研修
会などにより農家に紹介された。 　
特に生物保全や水質浄化に効果のあることが明らかとなった冬期湛水については、
講師による管理方法の指導と確認を行うとともに、生き物調査による生物保全効果
を報告した。 　
また、こうした地域研修会は地域の魅力の再確認につながり、生き物や風景など
の水田環境を付加価値とした地域ブランド創出の気運が高まっている。 　
一方、棚田についても県内の主要棚田の代表を集めた会議を開催した結果、相互
の情報交換が棚田運営の改善に役立っている。 

研究成果の発信４

農家向け研修会

県内では、ＮＰＯや学校活動により、自然再生や子供達への体験を目的としたビオ
トープ水田や体験水田の取り組みが行われている。 　
本プロジェクトでは、このようなグループからの要請に対応し、現地における動
植物の調査手法の指導や観察会を実施した。動植物の名前や生態を知ることで、今
まで以上に地域の自然への興味が広がり、水田環境の恩恵を感じることにつながっ
ている。また、生き物に配慮した管理方法を指導することは、生物多様性の保全に
もつながる。 

研究成果の発信５

グループサポート 
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欧州では、営農活動や農地保全活動によって生み出される公益的な環境保全機
能に対して直接的に所得を補償する「環境支払い」が先進的に行われている。本
プロジェクトでは、水田の多面的な機能を科学的に評価し、わが国でも導入が試
行されつつある環境支払いに対して、メニューの提案や科学的な根拠を提出する
ことを目指した。 　
本プロジェクト研究で提案した「冬期湛水+有機物すき込み」技術（36ページ）
については、農林水産省の「農地・水・環境保全向上対策事業」の環境支払いメ
ニューとして平成 21 年度より採択された。これは環境貢献に対する直接所得支
払いでは、2例目である。 　
また、農林水産省生物多様性戦略に基づいた研究プロジェクト「農業に有用な
生物多様性の指標開発」に参加し、生物多様性の指標種の候補を選抜した。これ
らの指標種は、他研究機関と精査し、2010 年にわが国で開催される生物多様性
条約締結国会議（COP10）に提出される予定である。 　
他方、休耕田を活用した水質浄化技術については、佐鳴湖への流入河川流域の
休耕田4haを活用した浄化技術を提案した。

研究成果の発信６

行政向け施策提案 

県内外の複数の大学と共同研究を実施し、研究を展開するとともに、環境、生
態分野を志す大学生へ、研究の場を提供し調査手法の指導を実施した。 　
大学との交流は、学生にとっては大学では得られにくい現場での調査研究手法
を学ぶことができると同時に、農業に接する良い機会となった。また、本プロジ
ェクトにとっても、学生の若く柔軟な発想により新たなアイデアが創出されるな
ど、研究が活性化された。 　
このような大学とプロジェクトとの人的交流は、相互に刺激を与え、研究の推
進にとって大いにプラスとなった。

研究成果の発信７

大学との連携

水質浄化機能の高い棚田水質浄化機能の高い棚田

静岡大学との共同調査
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本プロジェクトにおけるニーズ調査の結果から「農村の美しい風景を見たい」、「農作
業を体験してみたい」と思っている人が多いことが確認された。しかし、これらの人が
今後実際に農村に足を運ぶには、農家などの現地の詳細な情報が必要となるが、現状で
は発信される情報が限られており、このことは人々が農村を訪れる際の障壁となっている。
そこで本プロジェクトでは、情報発信の必要性および内容について株式会社ウエブサ
クセスと検討を重ねた結果、ウエブサクセスは上倉沢棚田保全推進委員会の協力を得て、
ホームページ「棚田いこうよ．ｎｅｔ」を立ち上げた。内容として、イベントの日程や棚
田の現在の様子が随時紹介され、一方、来訪するときに必要な情報（現地への交通手段
や体験時の持ち物など）が提供されている。
これまでの情報伝達と違い、即時性の高い、参加型のツールとしてブログを活用する
ことにより、ラジオや広報誌では伝わらないタイムリーかつ双方向の送発信が可能とな
った。この情報をもとに、新たなツアーの企画や、来訪者の増加が期待され、実際にホ
ームページを見て棚田の稲刈りに参加した人もいるなど成果を挙げている。

将来方向１

研究の成果から明らかになった「農村の豊かな自然や美しい景観」は、どのように活かされるべきだろうか。その１つ
としてツーリズムへの利用が考えられる。グリーンツーリズムへのニーズは、アンケート調査の結果から、従来の農業体
験や加工体験などばかりでなく、「おいしいものを食べたい」や「のんびりしたい」など特定の内容を求める人が少なくなく、
そのニーズも活動的なものよりも、むしろリラックスを求めるニーズが強かった。これらのことから、ターゲットを絞り、
そのニーズに対応したツーリズムを企画することが示唆される。 　
しかし、これまでのように農家や地域が事業主体では、そのようなきめ細かい企画は難しく、さらに、農家の負担が大きく、
宿泊や飲食のための許可を必要とする等の問題があった。そこで、本プロジェクトでは旅行会社などがツアーオペレータ
ーとなった新しいグリーンツーリズムの形を提案する。ツアーオペレーターが企画し、農家は農業・農村体験や農村景観
の保全維持を提供するという役割分担により、ツーリズムを計画することが効果的である。たとえば、１年間でもっとも
美しい景観でありながら、農家が多忙でありツーリズムが実施できなかった新茶の刈り取り時期の茶園ツアーも、旅行業
者が実施主体となることによって実現可能となる。 　
このような農家と旅行会社との連携は、着地型観光の推進を目的とした第３種旅行業の拡大によって実現した。この連
携により、農家の負担は軽減し、グリーンツーリズムを実施する農家が増えることが期待される。さらに、農村地域に完
結することなく、農村体験におしゃれなレストランや、景勝地をプラスするなど、棚田等の農村の観光資源をツアーの一
素材として位置づけることにより、幅広いコンセプトや広域でのツーリズムが可能となり、宿泊業や商店街等の農業以外
の分野への波及効果も期待できる。 

将来方向２

ツーリズムへの展開新しい情報発信ツールの活用 　― ニーズの喚起と来訪の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 実現に向けて　　　　　 
―

「棚田いこうよ．ｎｅｔ」
ホームページ
「棚田いこうよ．ｎｅｔ」
ホームページ 農村体験モニターツアー
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消費者の好みやこだわりは様々といわれる。日本人の主食である米はどうだろうか。
近年、環境にやさしい栽培方法を付加価値とした米が注目されている。たとえば、トキ
やコウノトリなどの生息環境に配慮して作られた米などがある。
我々は水田の景観や自然などの多面的機能に対するニーズ調査を行う中で、「水のきれ
いな田んぼ」で作った米のニーズが高いことを明らかにした。この結果をもとに、磐田
用水東部土地改良区が水質浄化機能の高い冬期湛水田で作られた米を環境ブランド「水
野恵味」として商品化した。さらにニーズ調査の結果から、高くても新しいものや健康
にいいものに関心が高い、働く若い女性を対象に販売を行った。販売ルートは、当初の
店頭販売からネット通販へと拡大しつつある。
今後、このような水田環境や自然・生き物との共生から生まれる新しいニーズに応え
ることにより、これらの付加価値米が一定の市場規模を確立することが期待される。 

将来方向３

ヨーロッパでは、有用生物多様性（Functional Biodiversity) が持続的な農業におけ
る重要な資源の一つとして認識され、指標生物種が選抜されている。さらに、農業活動
が指標生物に及ぼす影響を評価するマニュアルが作成され、維持される生物多様性は直
接所得支払いの対象として位置づけられている。一方日本では、2008 年より農林水産
省のプロジェクトとして「生物多様性戦略」に基づいた農業に有用な生物多様性の指標
の選定およびその評価手法の検討が進められており、本プロジェクトもその一翼を担っ
てきた。 　
我々はこれまでの調査結果から、特に水稲害虫の天敵であるクモ類（コモリグモ科お
よびアシナガグモ科）を、農業に有用な生物多用性の重要な指標生物の一つと考えている。
今後は、水田内の生物多様性を保全するビオトープの併設やクモの個体数を高めるレン
ゲの活用など、有用な生物多様性の機能を高める水田や休耕田の管理技術を検討してい
く予定である。

将来方向４

農地における生物多様性管理付加価値米　― 多面的機能と米を結びつける  ―

水田内のビオトープ環境ブランド米「水野恵味」
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水田のもっとも重要な役割である米の生産性を高く維持しながら、同時に生物多様性
の保全や水質浄化機能などのさまざまな機能を効果的に発揮していくことは簡単ではな
い。そこで本プロジェクトでは休耕田の活用に着目した。 　
たとえば、水田に生息する多様な生き物の中には、水稲に影響を及ぼす雑草や害虫も
含まれ、防除が実施される。そのため水田の生物多様性を高めることはけっして単純で
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「茶草場に豊かな植生」　（読売新聞全国版科学欄，2009
　年 8月 2日）

「お茶作りに不可欠な「茶草場」が貴重な植物を保護」（ア
　ンテナビ，2009年 9月 1日）

「大自在（茶草草地の機能）」（静岡新聞１面コラム，2009
　年 12月 21日）

「プロジェクトの紹介」（農林技術研究所ニュース，2009
　年）

「水田を積極的に活用した水質浄化技術」（けいざいれん
　情報，2009年）

松野ら．2008．植生の異なる休耕田における斑点米カ
　メムシの発生消長の比較．日本応用動物昆虫学会．

稲垣ら．2008．雑草からの水抽出液によるキュウリ炭
　そ病菌の病害抑制．日本雑草学会．

小澤・稲垣ら．2008．静岡県麻機地区に生育するミズ
　アオイの遺伝的多様性．日本雑草学会．(京都大学)

稲垣ら．2008．静岡県中部地域における植生の異なる
　休耕田にみられる動植物．日本緑化工学会．

大石・稲垣．2008．棚田の自然や景観を活かした地域
　づくり．日本地域政策学会．

稲垣ら．2008．Rice paddy fields as a setting for 
　education on environmental sustainability.　グ
　ローカル環境教育国際会議2008．

松野ら．2008．Rice paddy fields as a setting for 
　education on environmental sustainability.　田
　んぼ国際環境教育会議2008．

稲垣ら．2008．Effect of ridge mowing on popula
　tion density of wolf spiders in rice paddy field 
　ridges.　英国生態学会．

市原ら・稲垣．2009．農地の生物多様性がもたらす雑
　草種子捕食サービスの定量化－対照的なランドスケ
　ープでの比較－．日本生態学会．(静岡大学)

稲垣ら．2009．茶草場として維持されている半自然草
　地の多様性．日本生態学会．

根岸・稲垣ら．2009．休耕田管理法が植生と昆虫相に
　及ぼす影響．日本雑草学会．（静岡大学）

丹野・稲垣ら．2009．草刈り高の違いが棚田畦畔の植
　生に及ぼす影響．日本雑草学会．（静岡大学）

大石ら．2009．静岡県の農業景観の選好特性の属性間
　比較．日本造園学会．

稲垣ら．2009．貴重植物種が自生する休耕田における
　ヒエ類の抑制．日本緑化工学会．

稲垣ら．2009．Effects of the flooding of rice 　　
　paddies in winter season on the flora and 　　
　fauna in summer season.　国際生態回復学会．

下田・稲垣ら．2009．Restoration of the land　　
　scape and biodiversity of terrace rice fields in 
　Japan.　国際生態回復学会．(富士常葉大学)

松野ら．2009．環境保全型農業を実施する水田と慣行
　水田に発生するコモリグモの比較．日本応用動物昆
　虫学会．

松野ら．2009．Effects of Chinese milk vetch 　　
　( L.) cultivation on functional 
　biodiversity in rice paddy fields.First ASIA　　
　HORCs Joint symposium.

稲垣ら．2009．棚田畦畔の草刈り管理がコモリグモ類
　の個体数の動態に及ぼす影響．農村計画学会．

松野ら．2009．環境教育を目的とした水田における水稲
　害虫の発生状況．農村計画学会．

松野ら．2009．Effects of Chinese milk vetch 　　
　( L.) cultivation on functional 
　agrobiodiversity in rice paddy fields.　NIAES 
　MARCO シンポジウム2009．

松野ら．2009．Selection of indicator organisms 　
　for functional agrobiodiversity at a landscape 
　level in Japan 3. Effects of Chinese milk vetch 
　( L.) cultivation on functional 
　agrobiodiversity in rice paddy fields. The 6th 
　APCE 2009.

市原・稲垣ら．2009．Increased agricultural 　　　
　landscape diversity enhances post-dispersal 
　weed seed predation.  7th International Sym　
　posium on Integrated Field Science.　( 静岡大学 )

高橋ら．2009．水田における稲わらのすきこみと冬期湛
　水を組み合わせた水系の硝酸性窒素除去技術．関東東
　海土壌肥料技術連絡協議会．

高橋．2009．茶園～水田の地形連鎖を活用した水質浄化
　技術の開発．日本作物学会シンポジウム．

楠本・稲垣ら．2010．掛川市東山地区における茶草場の
　植物群落の多様性．日本生態学会．（農業環境技術研究
　所）

岩崎・稲垣ら．2010．掛川市東山地区における茶草場の
　歴史的変遷．日本生態学会．（農業環境技術研究所）

松野ら．2010．農業に有用な生物多様性の指標の開発：
　レンゲ栽培が水田の有用な生物多様性に与える影響．
　日本応用動物昆虫学会．

知的財産権等の取得
稲垣ら．肩掛け式刈り払い機に装着し草刈り高を調節す
　る装置 ( 出願番号 )

新聞連載
棚田百景「静岡県の棚田の紹介」（静岡新聞）全12回

田んぼのたからもの　「水田の生物の紹介」（日本農業新
　聞）全52回

新聞
「暮らしが育む畦の自然」（静岡新聞，2007年 5月 27日）

「茶に守られ里山維持」（静岡新聞，2007年 6月 3日）

「棚田の効果　科学的に解析」（静岡新聞，2007年 6月
　5日）
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「棚田や休耕田　省力管理手法探る（日本農業新聞１面，
　2007年 6月 17日）

「大自在（静岡県の環境水田プロジェクト）」（静岡新聞１
　面コラム，2007年 7月 10日）

「消えゆく地上の楽園」（静岡新聞，2007年 7月 29日）

「開発者や生産者が勉強会」（静岡新聞，2007年 8月 2
　日）

「水質改善技術生かそう　静大で公開研究会」（中日新聞，
　2007年 9月 4日）

「農業面から佐鳴湖浄化」（静岡新聞，2007年 9月 5日）

「棚田に貴重生物生息　研究チーム調査報告」（中日新聞，
　2007年 1月 27日）

「地域活性策に棚田生かして　研究チームが中間報告」
　（静岡新聞，2007年 1月 29日）

「大自在（静岡県の環境水田プロジェクト）」（静岡新聞１
　面コラム，2007年 2月 15日）

「棚田保全へ体験塾開講」（静岡新聞，2007年 3月 8日）

「菊川・上倉沢、第1回の講座」（中日新聞，2007年 3月
　11日）

「倉沢の棚田で第1回棚田体験塾」（農業農村整備ニュー
　スレター「水土里」，2007年 3月 14日）

「倉沢の棚田で第 1 回棚田体験塾」 （菊川市広報，2007
　　年 3月 14日）

「棚田の冬水田んぼ技術を研究」 （静岡新聞，2007 年 3
　月 25日）

「静岡麻機ミズアオイ多様性豊か ( 京都大学 )」（静岡新聞，
　2008年 4月 5日）

「農ある風景　好みに差」（日本農業新聞　全国版，2008
　年 4月 5日）

「冬期たん水の実証試験始まる」（日本農業新聞　東海版，
　2008年 4月 12日）

「茶園の風景　女性に人気」（中日新聞，2008年 4月 21
　日）

「雨の棚田で代かき作業」（第2回棚田体験塾）（静岡新聞，
　2008年 5月 26日）

「田んぼの魅力と役割を科学する」（県庁新聞，2008年 6
　月 23日）

「環境に優しい稲作推進」（静岡新聞，2008年 7月 1日）

「冬期たん水で良質米」 （日本農業新聞　東海版，2008
　年 7月 9日）

「三ヶ日で観察会」（中日新聞，2008年 7月 15日）

「水田で生物観察」（静岡新聞，2008年 7月 15日）

「「稲わらすき込み」＋「冬季湛水」対象に」（日本農業新聞
　全国版，2008年 7月 29日）

「静岡棚田サミット」（静岡新聞，2008年 7月 29日）

「棚田研究の成果報告」（熱海新聞，2008年 10月 3日）

「棚田に豊かな生態系　県農林研と静大など熱海で共同
　研究発表」（静岡新聞，2008年 10月 5日）

「棚田の生き物講座」（農業農村整備ニュースレター「水
　土里」，2008年 10月 24日）

「しずおか棚田学生フォーラム」（静岡新聞，2008年 12
　月 22日）

「棚田　女性が喜ぶ体験型を ( 静岡県立大学）」（日本農
　業新聞東海版，2009年 2月 20日）

「棚田保全　どう考える」（静岡新聞，2009年 3月 16
　日）

「プロジェクトの紹介」（農林技術研究所ニュース、2009
　年）

「棚田の交流会」（農業農村整備ニュースレター「水土里」，
　2009年 4月 19日）

「茶畑のススキ敷草　里山保全に一役」（静岡新聞，2009
　年 4月 20日）

「静岡県農林技術研究所が茶草場の重要性を評価」（農業
　農村整備ニュースレター「水土里」，2009年 4月 28
　日）

「茶草場は植物の宝庫」（日本農業新聞東海版，2009年
　4月 30日）

「棚田へ行こう！！」( 静岡新聞，2009年 4月 30日）

「五感育て　ご飯好き」（日本農業新聞全国版，2009年
　5月 11日）

「農村で「ゆったり」　棚田リゾート」（日本農業新聞東海
　版，2009年 5月 17日）

「農育・食育が救う牛乳の危機」（日経産業新聞全国版，
　2009年 5月 18日）

「棚田の魅力まとめる」（静岡新聞，2009年 6月 2日）

「茶畑が守る自然の宝庫」 （朝日新聞全国版１面，2009
　年 6月 20日）

「静岡の棚田研究　その恵みと営み」を発刊」（農業農村
　整備ニュースレター「水土里」，2009年 6月 22日）

「茶草場に豊かな植生」　（読売新聞全国版科学欄，2009
　年 8月 2日）

「お茶作りに不可欠な「茶草場」が貴重な植物を保護」（ア
　ンテナビ，2009年 9月 1日）

「大自在（茶草草地の機能）」（静岡新聞１面コラム，2009
　年 12月 21日）

「プロジェクトの紹介」（農林技術研究所ニュース，2009
　年）

「水田を積極的に活用した水質浄化技術」（けいざいれん
　情報，2009年）

松野ら．2008．植生の異なる休耕田における斑点米カ
　メムシの発生消長の比較．日本応用動物昆虫学会．

稲垣ら．2008．雑草からの水抽出液によるキュウリ炭
　そ病菌の病害抑制．日本雑草学会．

小澤・稲垣ら．2008．静岡県麻機地区に生育するミズ
　アオイの遺伝的多様性．日本雑草学会．(京都大学)

稲垣ら．2008．静岡県中部地域における植生の異なる
　休耕田にみられる動植物．日本緑化工学会．

大石・稲垣．2008．棚田の自然や景観を活かした地域
　づくり．日本地域政策学会．

稲垣ら．2008．Rice paddy fields as a setting for 
　education on environmental sustainability.　グ
　ローカル環境教育国際会議2008．

松野ら．2008．Rice paddy fields as a setting for 
　education on environmental sustainability.　田
　んぼ国際環境教育会議2008．

稲垣ら．2008．Effect of ridge mowing on popula
　tion density of wolf spiders in rice paddy field 
　ridges.　英国生態学会．

市原ら・稲垣．2009．農地の生物多様性がもたらす雑
　草種子捕食サービスの定量化－対照的なランドスケ
　ープでの比較－．日本生態学会．(静岡大学)

稲垣ら．2009．茶草場として維持されている半自然草
　地の多様性．日本生態学会．

根岸・稲垣ら．2009．休耕田管理法が植生と昆虫相に
　及ぼす影響．日本雑草学会．（静岡大学）

丹野・稲垣ら．2009．草刈り高の違いが棚田畦畔の植
　生に及ぼす影響．日本雑草学会．（静岡大学）

大石ら．2009．静岡県の農業景観の選好特性の属性間
　比較．日本造園学会．

稲垣ら．2009．貴重植物種が自生する休耕田における
　ヒエ類の抑制．日本緑化工学会．

稲垣ら．2009．Effects of the flooding of rice 　　
　paddies in winter season on the flora and 　　
　fauna in summer season.　国際生態回復学会．

下田・稲垣ら．2009．Restoration of the land　　
　scape and biodiversity of terrace rice fields in 
　Japan.　国際生態回復学会．(富士常葉大学)

松野ら．2009．環境保全型農業を実施する水田と慣行
　水田に発生するコモリグモの比較．日本応用動物昆
　虫学会．

松野ら．2009．Effects of Chinese milk vetch 　　
　( L.) cultivation on functional 
　biodiversity in rice paddy fields.First ASIA　　
　HORCs Joint symposium.

稲垣ら．2009．棚田畦畔の草刈り管理がコモリグモ類
　の個体数の動態に及ぼす影響．農村計画学会．

松野ら．2009．環境教育を目的とした水田における水稲
　害虫の発生状況．農村計画学会．

松野ら．2009．Effects of Chinese milk vetch 　　
　( L.) cultivation on functional 
　agrobiodiversity in rice paddy fields.　NIAES 
　MARCO シンポジウム2009．

松野ら．2009．Selection of indicator organisms 　
　for functional agrobiodiversity at a landscape 
　level in Japan 3. Effects of Chinese milk vetch 
　( L.) cultivation on functional 
　agrobiodiversity in rice paddy fields. The 6th 
　APCE 2009.

市原・稲垣ら．2009．Increased agricultural 　　　
　landscape diversity enhances post-dispersal 
　weed seed predation.  7th International Sym　
　posium on Integrated Field Science.　( 静岡大学 )

高橋ら．2009．水田における稲わらのすきこみと冬期湛
　水を組み合わせた水系の硝酸性窒素除去技術．関東東
　海土壌肥料技術連絡協議会．

高橋．2009．茶園～水田の地形連鎖を活用した水質浄化
　技術の開発．日本作物学会シンポジウム．

楠本・稲垣ら．2010．掛川市東山地区における茶草場の
　植物群落の多様性．日本生態学会．（農業環境技術研究
　所）

岩崎・稲垣ら．2010．掛川市東山地区における茶草場の
　歴史的変遷．日本生態学会．（農業環境技術研究所）

松野ら．2010．農業に有用な生物多様性の指標の開発：
　レンゲ栽培が水田の有用な生物多様性に与える影響．
　日本応用動物昆虫学会．

知的財産権等の取得
稲垣ら．肩掛け式刈り払い機に装着し草刈り高を調節す
　る装置 ( 出願番号 )

新聞連載
棚田百景「静岡県の棚田の紹介」（静岡新聞）全12回

田んぼのたからもの　「水田の生物の紹介」（日本農業新
　聞）全52回

新聞
「暮らしが育む畦の自然」（静岡新聞，2007年 5月 27日）

「茶に守られ里山維持」（静岡新聞，2007年 6月 3日）

「棚田の効果　科学的に解析」（静岡新聞，2007年 6月
　5日）
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「豊かな生態系を育む田んぼの自然」（2009年 5月 1日，
　フラワー＆ガーデンフェスタ2009，浜松市）

「茶産地が守る里山の「茶花」」（2009年 5月 1日，フラ
　ワー＆ガーデンフェスタ2009，浜松市）

「静岡大学との共同研究の内容」（2009 年 5 月 22 日，
　先進的農業推進協議会，静岡市）

「棚田米に対するニーズ調査報告」（2009年 5月 30日，
　倉沢棚田保全推進委員会，菊川市）

「棚田の自然散策」（2009年 6月 14日，棚田ツアー，菊
　川市）

「倉沢の棚田の特徴」（2009年 5月 31日，倉沢棚田保
　全推進委員会，菊川市）

「田んぼの生き物観察会」（2009年7月25日，縄文楽校，
　浜松市）

「田んぼの生き物観察会」（2009年 7月 26日，里山ね
　っと三ヶ日，浜松市）

「茶園～水田の地形連鎖を活用した水質浄化技術の開　
　発」（2009年 9月 26日，日本作物学会シンポジウム，
　静岡市）

「農業と健康を考える」（2009年 10月 15日，横浜国立
　大学市民講座，横浜市）

「プロジェクト成果の紹介」（2009年 10月 23日，環境
　森林フェア，静岡市）

「自然と環境を保全する水田の働き」（2009 年 10 月　
　23日，環境森林フェア，静岡市）

「プロジェクト研究成果の紹介」（2009年 11月 11日，
　ものづくりフェスタ in 袋井，袋井市）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2009年 11月 18日，
　シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」，
　東京都千代田区）

「プロジェクト研究成果の紹介」（2009 年 12 月 4 日，
　実践技術習得研修，磐田市）

「食農体験を始めよう　－食生活や農産物の購買行動に
　及ぼす農業体験の効果－」(2009年 12月 4日，「いの
　ちと食と農を結ぶ」指導者養成講座，東京都新宿区 )

「水田を取り巻く環境問題」（2009年 12月 7日，静岡
　県立農林大学校研究部，磐田市）

「静岡県における環境保全型水田の害虫管理に関する研
　究事例」（2010年 2月 3日，関東東海北陸農業研究推
　進会議　病害虫部門，つくば市）

「検証　農地の持つ能力　プロジェクト研究成果の紹　
　介」（2010年 2月 4日，農村振興総合整備推進事業研
　修会，静岡市）

「地産地消活動を通じた都市型近郊農業の可能性を考え

　る－ヨーロッパの事例を参考に－」（2010年 2月 10
　日，緑の未来学，大阪府吹田市）

「知られざるレンゲの働き－レンゲを活用した水田生態
　系の管理－」（2010年 2月 25日，静岡県養蜂協会講
　演会，静岡市）

「畦畔法面や休耕田の雑草管理のポイント」（2010年 3
　月 6日，平成21年度　雑草対策及び水路補修研修会，
　磐田市）

その他
「ポケット版田んぼの生き物図鑑（家の光協会・PTA全
　国協議会推薦・10万部）」監修

「田んぼの自由研究（家の光協会）」監修
　農林水産省にっぽん食育推進事業「教育ファーム支援
　資材」監修

「田んぼの楽校ワークシート集」( 農山漁村文化協会）監
　修

政策提言
本プロジェクト研究で提案した「冬期湛水 + 有機物す
　き込み」技術については、農林水産省の「農地・水・環
　境保全向上対策事業」の環境支払いメニューとして平
　成２１年度より採択された。

農林水産省のプロジェクト「農業に有用な生物多様性の
　指標開発」に基づき、環境支払いの根拠となる選抜し
　た指標種の候補を農林水産省に提出した。

テレビ
伝統の田んぼを未来へつなぐ　～農地・水・環境保全
　のために(政府インターネットテレビ，2008年10月
　23日配信)

主催シンポジウム・講演会等
佐鳴湖研究会（2007年7月28日，浜松市）

農業景観シンポジウム（2007年10月20日，藤枝市）

総合的害虫管理に関する研究所セミナー（2007年12
　月6日，磐田市）

倉沢棚田調査の成果報告会（2008年1月26日，菊川
　市）

農業における生物多様性管理に関する研究所セミナー
　(2008年2月4日，磐田市)

冬季湛水技術に関する研修会（2008年3月12日，袋
　井市）

スモールマーケッティングに関する研究所セミナー　  
（2008年3月24日，磐田市）

カントリービジネスに関する研究所セミナー（2008年
　3月13日，磐田市）

静岡県棚田サミット（2008年、7月10日，静岡市）

学生棚田フォーラム（2008年11月28日，静岡市）

県民向け講座
「棚田の畦塗り体験と棚田のバードウォッチング」 　
　（2008年3月9日，菊川市）

「棚田の代かき体験と田んぼの水調べ」（2008年5月
　25日，菊川市）

「棚田の夕日撮影会とホタルの夕べ」　（2008年6月
　14日，菊川市）

「棚田の草刈り体験と生き物観察会」（2008年7月　
　13日，菊川市）

「棚田の草刈り体験と文化講座」（2008年8月10日，
　菊川市）

「稲刈り時期の棚田の生き物」（2008年10月12日，
　菊川市）

講演
「農地からの硝酸性窒素の流出実態と対策技術」　　
　（2007年5月25日，静岡大学工学部公開研究会，
　浜松市）

「環境の時代　これから期待される田んぼの役割」　
　（2007年7月28日，かみあかり研究会，静岡市）

「環境の時代を担うこれからの農業の役割」（2007年
　9月3日，佐鳴湖研究会，浜松市）

「静岡県における景観研究の取り組み」（2007年10
　月20日，景観シンポジウム，藤枝市）

「静岡県の棚田景観」（2007年 10月 30日，静岡県景観
　実務者講習会，掛川市）

「静岡県における景観研究の取り組み」（2007 年 12 月
　2日，農と自然の研究所研究会，東京都千代田区）

「田んぼの魅力を知ろう」（2007年 12月 22日，ごはん
　ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽｸｰﾙ，東京都千代田区）

「プロジェクト研究の成果紹介」（2008 年 1 月 26 日，
　倉沢棚田調査の成果報告会，菊川市）

「田んぼの中から見えてくるもの」（2008 年 2月 6日，
　南但馬農業農村活性化フォーラム，兵庫県朝来市）

「春の田んぼの生き物」（2008年 2月 23日，ごはんﾐｭｰ
　ｼﾞｱﾑｽｸｰﾙ，東京都千代田区）

「田んぼの生き物観察会」（2008年 7月 12日，里山ね
　っと三ヶ日，浜松市）

「田んぼの生き物観察会」（2008年7月20日，縄文楽校，
　浜松市）

「農業・農村の新たな価値創造を求めて　－プロジェク
　トの紹介－」（2008年 7月 28日，静岡県幹部職員会
　議，静岡市）

「休耕田および棚田の有用生物多様性」（2008年 8月　
　26日・27日，生物多様性プロ現地視察，磐田市・菊
　川市）

「農地からの硝酸性窒素の流出実態と水田による窒素除
　去」（2008年 9月 3日，日本大学文理学部地球システ
　ム科学科環境・防災研究室セミナー，東京都世田谷区）

「水田の有用生物多様性」（2008年 10月 10日，農林水
　産省研究運営委員会，東京都千代田区）

「棚田の生きもの観察会」（2008年 10月 12日，倉沢棚
　田保全推進委員会，菊川市）

「農業と環境を考える」（2008年 10月 17日，横浜国立
　大学市民講座，横浜市）

「我が国で進めている有用生物多様性指標の選抜状況」
　（2008年 11月 27日，シンポジウム「農業に有用な
　生物多様性の指標開発」，東京都千代田区）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2008年 11月 27日，
　シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」，
　東京都千代田区）

「生き物ブランド米のニーズ調査結果」（2008 年 12 月
　16日，「付加価値米」検討会，袋井市）

「Rice paddy fields as a setting for education on 
　environmental sustainability」（2009年 3月 5日，
　教育ファーム推進セミナー，静岡市）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2009 年 2 月 19 日，
　東海バイオマスフェア，名古屋市）

「農村に見られる生き物」（2009年 3月 17日，袋井市
　農地・水・環境対策推進協議会連絡会，袋井市）
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「豊かな生態系を育む田んぼの自然」（2009年 5月 1日，
　フラワー＆ガーデンフェスタ2009，浜松市）

「茶産地が守る里山の「茶花」」（2009年 5月 1日，フラ
　ワー＆ガーデンフェスタ2009，浜松市）

「静岡大学との共同研究の内容」（2009 年 5 月 22 日，
　先進的農業推進協議会，静岡市）

「棚田米に対するニーズ調査報告」（2009年 5月 30日，
　倉沢棚田保全推進委員会，菊川市）

「棚田の自然散策」（2009年 6月 14日，棚田ツアー，菊
　川市）

「倉沢の棚田の特徴」（2009年 5月 31日，倉沢棚田保
　全推進委員会，菊川市）

「田んぼの生き物観察会」（2009年7月25日，縄文楽校，
　浜松市）

「田んぼの生き物観察会」（2009年 7月 26日，里山ね
　っと三ヶ日，浜松市）

「茶園～水田の地形連鎖を活用した水質浄化技術の開　
　発」（2009年 9月 26日，日本作物学会シンポジウム，
　静岡市）

「農業と健康を考える」（2009年 10月 15日，横浜国立
　大学市民講座，横浜市）

「プロジェクト成果の紹介」（2009年 10月 23日，環境
　森林フェア，静岡市）

「自然と環境を保全する水田の働き」（2009 年 10 月　
　23日，環境森林フェア，静岡市）

「プロジェクト研究成果の紹介」（2009年 11月 11日，
　ものづくりフェスタ in 袋井，袋井市）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2009年 11月 18日，
　シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」，
　東京都千代田区）

「プロジェクト研究成果の紹介」（2009 年 12 月 4 日，
　実践技術習得研修，磐田市）

「食農体験を始めよう　－食生活や農産物の購買行動に
　及ぼす農業体験の効果－」(2009年 12月 4日，「いの
　ちと食と農を結ぶ」指導者養成講座，東京都新宿区 )

「水田を取り巻く環境問題」（2009年 12月 7日，静岡
　県立農林大学校研究部，磐田市）

「静岡県における環境保全型水田の害虫管理に関する研
　究事例」（2010年 2月 3日，関東東海北陸農業研究推
　進会議　病害虫部門，つくば市）

「検証　農地の持つ能力　プロジェクト研究成果の紹　
　介」（2010年 2月 4日，農村振興総合整備推進事業研
　修会，静岡市）

「地産地消活動を通じた都市型近郊農業の可能性を考え

　る－ヨーロッパの事例を参考に－」（2010年 2月 10
　日，緑の未来学，大阪府吹田市）

「知られざるレンゲの働き－レンゲを活用した水田生態
　系の管理－」（2010年 2月 25日，静岡県養蜂協会講
　演会，静岡市）

「畦畔法面や休耕田の雑草管理のポイント」（2010年 3
　月 6日，平成21年度　雑草対策及び水路補修研修会，
　磐田市）

その他
「ポケット版田んぼの生き物図鑑（家の光協会・PTA全
　国協議会推薦・10万部）」監修

「田んぼの自由研究（家の光協会）」監修
　農林水産省にっぽん食育推進事業「教育ファーム支援
　資材」監修

「田んぼの楽校ワークシート集」( 農山漁村文化協会）監
　修

政策提言
本プロジェクト研究で提案した「冬期湛水 + 有機物す
　き込み」技術については、農林水産省の「農地・水・環
　境保全向上対策事業」の環境支払いメニューとして平
　成２１年度より採択された。

農林水産省のプロジェクト「農業に有用な生物多様性の
　指標開発」に基づき、環境支払いの根拠となる選抜し
　た指標種の候補を農林水産省に提出した。

テレビ
伝統の田んぼを未来へつなぐ　～農地・水・環境保全
　のために(政府インターネットテレビ，2008年10月
　23日配信)

主催シンポジウム・講演会等
佐鳴湖研究会（2007年7月28日，浜松市）

農業景観シンポジウム（2007年10月20日，藤枝市）

総合的害虫管理に関する研究所セミナー（2007年12
　月6日，磐田市）

倉沢棚田調査の成果報告会（2008年1月26日，菊川
　市）

農業における生物多様性管理に関する研究所セミナー
　(2008年2月4日，磐田市)

冬季湛水技術に関する研修会（2008年3月12日，袋
　井市）

スモールマーケッティングに関する研究所セミナー　  
（2008年3月24日，磐田市）

カントリービジネスに関する研究所セミナー（2008年
　3月13日，磐田市）

静岡県棚田サミット（2008年、7月10日，静岡市）

学生棚田フォーラム（2008年11月28日，静岡市）

県民向け講座
「棚田の畦塗り体験と棚田のバードウォッチング」 　
　（2008年3月9日，菊川市）

「棚田の代かき体験と田んぼの水調べ」（2008年5月
　25日，菊川市）

「棚田の夕日撮影会とホタルの夕べ」　（2008年6月
　14日，菊川市）

「棚田の草刈り体験と生き物観察会」（2008年7月　
　13日，菊川市）

「棚田の草刈り体験と文化講座」（2008年8月10日，
　菊川市）

「稲刈り時期の棚田の生き物」（2008年10月12日，
　菊川市）

講演
「農地からの硝酸性窒素の流出実態と対策技術」　　
　（2007年5月25日，静岡大学工学部公開研究会，
　浜松市）

「環境の時代　これから期待される田んぼの役割」　
　（2007年7月28日，かみあかり研究会，静岡市）

「環境の時代を担うこれからの農業の役割」（2007年
　9月3日，佐鳴湖研究会，浜松市）

「静岡県における景観研究の取り組み」（2007年10
　月20日，景観シンポジウム，藤枝市）

「静岡県の棚田景観」（2007年 10月 30日，静岡県景観
　実務者講習会，掛川市）

「静岡県における景観研究の取り組み」（2007 年 12 月
　2日，農と自然の研究所研究会，東京都千代田区）

「田んぼの魅力を知ろう」（2007年 12月 22日，ごはん
　ﾐｭｰｼﾞｱﾑｽｸｰﾙ，東京都千代田区）

「プロジェクト研究の成果紹介」（2008 年 1 月 26 日，
　倉沢棚田調査の成果報告会，菊川市）

「田んぼの中から見えてくるもの」（2008 年 2月 6日，
　南但馬農業農村活性化フォーラム，兵庫県朝来市）

「春の田んぼの生き物」（2008年 2月 23日，ごはんﾐｭｰ
　ｼﾞｱﾑｽｸｰﾙ，東京都千代田区）

「田んぼの生き物観察会」（2008年 7月 12日，里山ね
　っと三ヶ日，浜松市）

「田んぼの生き物観察会」（2008年7月20日，縄文楽校，
　浜松市）

「農業・農村の新たな価値創造を求めて　－プロジェク
　トの紹介－」（2008年 7月 28日，静岡県幹部職員会
　議，静岡市）

「休耕田および棚田の有用生物多様性」（2008年 8月　
　26日・27日，生物多様性プロ現地視察，磐田市・菊
　川市）

「農地からの硝酸性窒素の流出実態と水田による窒素除
　去」（2008年 9月 3日，日本大学文理学部地球システ
　ム科学科環境・防災研究室セミナー，東京都世田谷区）

「水田の有用生物多様性」（2008年 10月 10日，農林水
　産省研究運営委員会，東京都千代田区）

「棚田の生きもの観察会」（2008年 10月 12日，倉沢棚
　田保全推進委員会，菊川市）

「農業と環境を考える」（2008年 10月 17日，横浜国立
　大学市民講座，横浜市）

「我が国で進めている有用生物多様性指標の選抜状況」
　（2008年 11月 27日，シンポジウム「農業に有用な
　生物多様性の指標開発」，東京都千代田区）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2008年 11月 27日，
　シンポジウム「農業に有用な生物多様性の指標開発」，
　東京都千代田区）

「生き物ブランド米のニーズ調査結果」（2008 年 12 月
　16日，「付加価値米」検討会，袋井市）

「Rice paddy fields as a setting for education on 
　environmental sustainability」（2009年 3月 5日，
　教育ファーム推進セミナー，静岡市）

「生物多様性プロ研究調査結果」（2009 年 2 月 19 日，
　東海バイオマスフェア，名古屋市）

「農村に見られる生き物」（2009年 3月 17日，袋井市
　農地・水・環境対策推進協議会連絡会，袋井市）
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　静岡県農林技術研究所にとって新しい分野への挑戦
であった本プロジェクトは、さまざまな方々との新し
い出会いに支えられて、遂行することができました。
プロジェクト研究の推進にあたり、以下の機関および
方々にお世話になりました。心より謝意を表します。
ありがとうございました。

共同研究機関（50音順）

アミタ持続可能研究所、岡山大学環境理工学部、
Kasetsart大学（タイ）、環境アセスメントセンター、
京都大学農学部、静岡県立大学岩崎ゼミ、静岡産業大
学中村ゼミ、静岡大学農学部生態学研究室、地域環境
計画、トーリ工房、Neuland-plus（ドイツ）、㈱ニッ
カリ、（独）農業環境技術研究所生物多様性研究領域、
（独）農村工学研究所景域整備研究室、富士常葉大学
下田研究室、水土里ネットいわた用水、㈱やまびこ

研究協力者（50音順）

愛知県農業総合試験場　恒川歩さん、青木嘉孝さん、
安東米店　長坂潔暁さん、石部地区棚田保全推進委員
会　高橋周蔵さん、伊豆市役所　山口勝平さん、同　
浅田藤二さん、㈱ウエブサクセス、宇野一郎さん、宇
野均さん、宇野昭三さん、NPO法人里山再生クラブ、
NPO法人里山再生クラブ　堀守夫さん、NPO 法人里
山仕事・しょんた塾　奥村正志さん、NPO法人縄文楽
校　鈴木青さん、NPO法人田んぼ　岩渕成紀さん、愛
媛大学農学部　日鷹一雅先生、大栗安棚田倶楽部　鈴
木芳治さん、岡山大学名誉教授　中筋房夫先生、オリ
ザファーム　松下明弘さん、掛川市東山地区、掛川市
役所経済建設部　赤堀純久さん、上倉沢棚田保全推進
委員会、上倉沢棚田保全推進委員会　山本哲さん、菊
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