
1 

田んぼのSDGs宣言 

 

持続可能性と生物文化多様性に配慮した 
新たな田んぼの認証制度に向けて 
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SDGsに基づく 
あらたな田んぼの生きもの調査とは？ 

田んぼとSDGsの関わり 

水田農業は１万年以上続いた最も持

続可能な農業である。生産と生物多

様性の問題と持続可能な農業を同時

に解決できるのが田んぼである。 

持続可能な発展のための学習(ESD)

にとって田んぼの学習が効果的であ

ることをUNESCO緑の市民プロ

ジェクトが大貫小学校（宮城県大崎

市）を世界８つの優良事例のひとつ

として紹介。 

地域社会の生活圏の安全と強靭性

は農村生活が基盤となっている。

持続可能な農村のコミュニテイー

づくりには、農村地域の農地・水

保全管理団体を強化すること、都

市と農村が支え合うシステムを作

ることが大切である。 

農業によって、持続可能な生産と

消費が支える社会を作ることが、

気候変動を具体的に解決する最も

有効な手段である。 

浅い水域である田んぼやため池、

水路の生物多様性の急激な低下を

防ぐ必要性がある。 

陸上の生物多様性は、里地・里山の

減少率が最も高いことがわかってい

る。メダカや赤トンボなどは田んぼ

の生きものの代表であったが現在で

は急激に減少している。 

 

下記に、田んぼとSDGs（持続可能な開発目標）の７つの目標との関わりについて整理した。

ローカルレベルでどうSDGsを展開するのかが問われている。 

持続可能な開発目標、英語: Sus-
tainable Development Goals）は、

SDGs（エスディージーズ）と呼

ばれる。持続可能な開発のための

17のグローバル目標と169のター

ゲットからなる。 

 

2015年9月の国連総会で採択され

た『持続可能な開発のための2030

アジェンダ』（Transforming our 

world: the 2030 Agenda for Sustaina-
ble Development）で示された具体

的行動指針。2030年までに世界が

解決しなければならないゴールを

示したもの。 

地域の行政、JA、地域に関わる生

協連、農地・水保全管理組織、農

家が一体となってパートナーシッ

プを作り、農村の環境の改善を解

決することができる。 

田んぼの生きものによるあらたな生

きもの認証制度は、持続可能な農業

を達成するための切り札となりえる

画期的な制度で、定量的に評価でき

るだけでなく、レーダーチャートを

使って改善点を明確に指摘できる。 
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しんごんみっきょう 

 真言密教の２つの曼荼羅の発想は、２つ

の考えが補い合うことで成立します。生態

系ピラミッドと、９つの機能群としての生

物群による考え方は、その考えに基づくも

のであり、それぞれが補い合うためにこれ

までの生きもの調査と矛盾するものではあ

りません。 

 物質世界と精神世界の２つの田んぼの生

きもの曼荼羅による調査が、それぞれさら

に発展することを目的にしています。 

２つの曼荼羅と田んぼの生きもの調査 
 空海が開山した高野山金剛峯寺の本堂には、２つの曼荼羅が対になって飾られています。一つ

は胎蔵界曼荼羅で、もう一つが金剛界曼荼羅です。それぞれが物質世界と精神世界の曼荼羅を表

しており、これらはそれぞれが補い合って初めて全体として機能すると言われています 

 田んぼの生きもの調査は、これまで5668種の田んぼのすべての生きものが、ワシ・タカを頂

点とした世界を作っているといういわゆる生態系トライアングルとして成立し、その考えをもと

にした生きもの調査が展開されてきました。それは、いわゆる胎蔵界曼荼羅のような世界を考え

てきていましたが、もう一方に、田んぼのいきものを9つの機能群に分けて考えてみる金剛界曼

荼羅のような田んぼの生きもの調査があることに気がつきました。これが新たなたんぼの生きも

の調査の基本的な考え方になっています。 

胎蔵界曼荼羅 

金剛界曼荼羅 

物質世界と精神世界のふたつの曼荼羅 

◆金剛界曼荼羅の図 

まん       だ     ら  

た い ぞ う か い  

こ ん ご う か い  
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３ 

持続可能な農業の３つの指標 

 持続的な田んぼを考えるための３つの指標があります。以下にあげる農薬の指標、土づくりの指標、風致

（ふうち；Historical Landscape)がそれにあたります。これまでは、安心・安全のための指標はありました

が、持続可能な農業を進めるために必要な土づくりや風致に関する指標がありませんでした。評価が片寄っ

ていたことを反省し、持続可能な農業を進めるために必要な要素を簡略化して表現してみました。 

１、農薬の指標 

安心・安全は人間だけに必要なものではありません。すべての生きものに対して安心・安全なものであるべ

きです。農薬に敏感な生きものを通して、農薬の使用について考えることが可能になります。 

２、土づくりの指標 

たゆまぬ土づくりから、初めて持続可能な農業を展開することが可能になります。これまでの調査から、世

界中の土の劣化が指摘されています（中央農業総合研究センター）。土づくりに関わる生きものを通して、

土づくりに関する評価が可能になります。 

３、風致（Historical Landscape)の指標 

ため池や、水路、屋敷林などの地域づくりに強く関係している里山の歴史的な風景を守ることは、持続可能

な農業にとって欠かせない概念です。これからは地域づくりに貢献する視点で、田んぼの生きものを評価す

ることが大切です。 
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９つの指標群（種：speciesでない）で、          

簡単に、しかも、具体的に数値化して、定量評価できる生きもの調査が可能に 

 近年の131の生態学の論文と、25年にわたる田んぼの生きもの調査の経験を通して得た知見から、以下の９種

類の田んぼの生きもの指標群（機能群）を設定した結果、定量的に評価することが可能になりました。種に点

数をつける訳ではなく、それぞれの生態的な働きに着目した評価であることがポイントになります。この考え

方は、農林水産省農林水産技術会議の「農業に有用な生物多様性の指標生物（2012）」に基づいています。 

１、特に農薬に敏感な農薬の指標となる種類群 

  ➀トンボ類、②アシナガグモ類、③バッタ類の種類群によって評価します。 

 

２、特に土づくりにとって重要な種類群 

  ④貝類、⑤イトミミズ類、⑥甲殻類の種類群によって評価します。 

 

３、特に風致（ふうち；Historical Landscape）の保全にとって重要な種類群 

  ⑦水棲甲虫・水棲カメムシ、⑧魚類、⑨カエル類の種類群によって評価します。 

 

これらは、相互に関係し合っていますので、それぞれが独立している状態ではなく、一つの評価が上がるごと

に、お互い影響し、全体の生物多様性が向上します。これらを、点数化し、レーダーチャート化することで調
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生物文化多様性の4つの簡単な調査方法 

１、カエル類のカウント（カウンターを使って；20歩約10mの２箇所の合計） 

 ひとりが２０歩を歩測し、もうひとりが出現数を数えることに専念することで調査が可能になります。これ

を２箇所で行い出てきた個体数を合計します。カエルの種類は基本的に問いませんが、外来種であるウシガエ

ルだけは、個体数から除きます。 

２、捕虫網によるスイーピング（20回の捕虫網振り２箇所の合計） 

 直径35cｍの捕虫網を20回振って、入ったクモ類（特にアシナガグモ類）、トンボ類、バッタ類の数を数え

ます。余裕があれば、稲の害虫であるアカスジカスミカメなどの斑点米カメムシの数も数えて記録しておけ

ば、稲の天敵の数との比較が可能です。 

３、金魚網によるランダム調査（5分間、幅約15cmの金魚網ですくった個体数） 

 金魚網を使ってのランダム調査です。田んぼの泥の中の生きものを調べることが中心の課題となります。定

量調査ですので、５分間は正確に測定する係が必要です。イトミミズ類や貝類、甲殻類（カブトエビやカイエ

ビ類、スジエビなどのエビ類）、水棲昆虫などが入ります。アメリカザリガニは甲殻類ですが個体数には入れ

ません。 

４、タモ網によるランダム調査                       

（5分間、幅25cmのタモ網で水路をすくった個体数） 

 魚をとるためのタモ網を使ったランダム調査です。水路の生きものを調べることが中心課題となります。５

分間を正確に測定する係が必要です。この調査では、主に水路の魚類、貝類、水棲昆虫を調査することになり

ます。ブラックバスなどの外来魚は、個体数の評価点数には入れません。 
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どこを目指すのか？ 

田んぼの生物文化多様性認証評価の方法     

指標の

分類 
指標種名 調査場所 単位 

スコア 

3 6 11 

農薬の

指標 

1,アシナガグモ類・コ

モリグモ類 
田面 

２０振り×２箇所の

すくい取りの 1以下 2～9 10以上 
合計 

２,トンボ類のヤゴ、ま

たは成虫 

田面 
金魚網でのランダム

調査５分間 
0 1～4 5以上 

田面 
２０振り×２箇所の

すくい取りの合計 

３,バッタ類（イナゴ・

ウマオイ・オンブバッ

タ等） 

田面 

２０振り×箇所の 

すくい取りの 0 １～4 5以上 
合計 

土づく

りの指

標 

４,イトミミズ類 田面 
金魚網でのランダム

調査５分間 
0 1～9 10以上 

５,貝類（タニシ・モノ

アラガイ・カワニナ

等） 

田面 
金魚網でのランダム

調査５分間 
0 1～4 5以上 

6,甲殻類（カイエビ・

タマカイエビ・カブト

エビ等） 
田面 

金魚網でのランダム

調査５分間 
1以下 2～4 5以上 

  

風致

（ラン

ドス

ケー

プ）の

指標 

7,カエル類 畦 

畦畔１０ｍ×2箇所

の追い出し調査の合

計 

3以下  ４～14 １５以上 

8,（魚類（ドジョウ・

メダカ・フナ・タモロ

コ・ナマズ類など） 

水路 
タモ網でのランダム

調査５分間 
0 １～2 3以上 

９,水棲甲虫（ゲンゴロ

ウ・ガムシ・ホタル類

など）、水棲カメムシ

（タガメ・タイコウ

チ・ミズカマキリ・コ

オイムシ・マツモムシ

等） 

田面 
金魚網でのランダム

調査５分間 
0 １～2 3以上 

  

定量評価の方法によって何が分かるのか？ 
指標生物群の調査方法によって、採集された各生物群の個体数をもとに評価を行います。 

上の表を参照して、指標生物毎にスコアを求めます。個体数は、各指標生物の単位あたりとして計算します。こ

こで種類と呼んでいるのは『種（Species）』のことではなく、アシナガグモ類などのグループのことです。 

評価は大きく３つの視点から分類しています。「農薬の指標」「土づくりの指標」「風致（ふうち；

Historical Landscape)の指標」です。評価は、総合点数で、満点が99点です。 

全体を評価する基準は上図に示している通りです。これを利用して、調査圃場の評価を行い、調査圃場がどの段

階にあるのかを分析することができます。総合点数によって「80点以上をAランク、60～79点までをBランク、40

～59点までをＣランク、39点以下をDランクとして、Bランク以上を田んぼの生きもの認証の対象とすることにし

ました。この点数の結果をレーダーチャート化することで３つの持続可能な大きな指標のうちどこに問題がある

のかを、視覚的に捉えて今後の改善に活かすことができるようになっています。 
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農地や地域の自己評価 

 実際に調査し、評価を行った事例を紹介しましょう。この調査は、全てのステークホルダーを対象にしていま

す。これまでの実績から専業農家、消費者、小学生、さらに５歳の子どもたちまで、それぞれ調査と、評価が簡

単にできることが分かりました。現在までにすでに数百の実例が集まっています。 

 下記の例で見られるようにレーダーチャートに表すことで、調査した農地が、持続可能な農業の視点からどこ

に課題があるのかを視覚的にとらえることができるような仕組みになっています。 

SDGsの時代の田んぼの生きもの認証の可能性 
 これまでは、個人の安心と安全のために認証制度が存在していました。しかし、自然を資源と

とらえ、生物多様性と持続可能な発展のための生きた認証制度はありませんでした。今、SDGsの

時代のSDGsの考え方に基づく、新たな田んぼの持続可能な発展のための生きもの認証が必要に

なっています。地域版のSDGsをどう展開できるのかが問われる時代なのです。このパンフレット

が、これからのたんぼの生きもの調査を考える人々や、持続可能な農村を形づくるために未来を

考えている方々の指針となることを願っています。  

編集・文責� NPO法人田んぼ 

〒98994302 宮城県大崎市田尻大貫字荒屋敷2991  
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＊  このパンフレットの制作は、                

 公益信託 経団連自然保護基金の助成を受けています 

 左の調査票は、農地・水保全

管理団体による調査結果を表し

ています。土づくりと風致の指

標は問題ありませんが、農薬の

指標群に問題が見られ、改善が

必要です。 

 右の調査票は、小学生による

調査結果ですが、農薬、土づく

りに優れた結果が出ています。

しかし、風致の指標群に問題が

生じていることが分かります。

水路、ため池などの改善が必要

です。 

 このように調査票によって、

持続可能な農業を行う上での改

善点が、明確に見える仕組みに

なっています。 

 現在、この活用方法は無限の

広がりを見せています。 

田んぼのSDGs宣言 


