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特集記事

農業 ・農村が守って きた 生 物 の生息環境

守 山

〔キーワード 後背湿地，後氷期，水田，農村の

生物相，雑木林

1 生 物が進化するのに必要な

時間と環境の変化にかかった時間

(1)絶滅のおそれが出た農村の生物

平成 14年に閣議決定された「新・生物多様性園

、家戦略」は，日本が抱える生物多様性保全上の危機

を 3つに大別し，その 1つに自然に対する人為

の働きかけが縮小撤退することによる里地里山な

どにおける環境の質の変化，種の減少ないし生息 ・

生育状況の変イ七」をあげている(環境省編 2002). 

われわれは，里地里山などの農の自然は人がつ

くった自然なので，原生自然を破壊した結果に過ぎ

ないと思いがちである.もしそうなら，管理がされ

なくなれば原生自然に戻るので，生物相は豊かにな

るはずである.それなのになぜ，管理がなされなく

なった農の自然で絶滅のおそれのある種が増えて

いるのだろうか.

この疑問に答えるために，はじめに生物が新たな

環境に適応して新しい種に進化するのに必要な時

間について考え，この時間を尺度にしたとき，日本

の環境の変化はどの程度の速度であったかを考え

てみることにする.

(2)生物が進化するのに必要な時間

今から 2万年前，日本は最終氷期(ウルム氷期)

の最盛期(最も水位が下がった時期)にあり，朝鮮

半島とつながっていた.水田でよく見るカエルであ

るヌマガエルとトノサマガエルはこの氷期に日本

に入ってきたと考えられている.氷期が終わると，

その生物は大陸にすむ種から切離され，遺伝的な分

化が始まる.だから日本にすむ種が大陸にすむ種と

別れてからの時間を遺伝子のうえでの離れ(遺伝子

距離)と比較すると，遺伝子が変化するのに必要な

時聞が推定できる.
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ヌマガエルの遺伝子距離は，台湾の個体と沖縄か

ら広島にかけて分布する個体との問で o.137~ 

o. 169にすぎない (Nishiokaand Sumida 1990) . 

一方，同じ氷期に入って生きたと考えられているト

ノサマガエルの遺伝子距離も，青森県(浪岡町)と

韓国(水原)の問で0.146，浪岡町と北京の間でO.147 

(Nishioka and Sumida 1992) と，台湾と日本のヌ

マガエルの遺伝子距離に等しい.だからこの 2万年

という時間は，遺伝子レベルで、考えるかぎり，分化

が起こらないほど短い時間だと言うことができる.

l万年前に氷期が終わると， 日本の環境は，気候

の温暖化やそれに伴う海水面の上昇，降雨量の増加

といった大きな変化を起こした.遺伝子の変化をみ

てわかるように，生物にはこの環境変化に適応して

変化するだけの時聞がなかった.そのため，この環

境変化についていけない生物が多くいたと思われ

る.その一方で，人の環境に対する働きかけは次第

に大きくなっていった.その中には，気候の温暖化

に伴う植生の変化を食い止めたり，自然が行う撹乱

の肩代わりをしたりするものがあった.環境の変化

についていけない生物は，それによって生き延びた

と考えられる.そこでいくつかの生物を取り上げ，

農業という人の働きかけがどのようにして生物を

守ってきたかを考えることにしよう.

2. 人 の 働 き か け に よ っ て 温 存

された落葉広葉樹林

(1)雑木林のスプリング・エフェメラル

最初に取り上げるのは，農業が気候の温暖化に伴

う植生の変化を食い止め，環境の変化についていけ

ない生物を守ってきた例である.その例として，常

緑広葉樹林帯の雑木林に生育するカタクリなどの

スプリング・エフェメラルを見ることにしたい.

カタクリは早春の雑木林で，葉を広げ花を咲かせ

る.そして，上を覆う落葉広葉樹が葉を広げる 5月

になると葉を落し，翌春まで長い休眠に入る.カタ

0369-5247/08/￥500/1論文/JCLS
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クリが地上に姿を現している期間は雑木林の林床

に光が射込んでいる期間と一致する.つまり，カタ

クリは落葉広葉樹が葉を広げる前の期間にだけ林

床に射込む光で l年分の栄養を光合成してしまう，

落葉広葉樹林に結びついた植物なのである.閉じよ

うな生活史をもっ植物は他にもたくさんあり，いず

れもスプリング ・エフェメラル(春先のはかない命

の意)と呼ばれ，一年中暗い常緑広葉樹林のもとで

は生存できない種ばかりである.

氷期が終わり気候が温暖化すると，常緑広葉樹林

が北上を始めた.花粉分析の結果によると，常緑広

葉樹林が大阪付近にあったのが約 6，000年前で，京

都付近に達したのは 5， 000~4， 500年前であった(安

田 1980，前回 1980)ことから，常緑広葉樹林は大

阪から京都までの 40kmを 1，000~1 ， 500年かけて

移動したことになる.だからその移動速度は年間

30~40m である.

一方，カタクリは芽生えてから花が咲くまでに

8~10 年かかる.また，その種子はアリによって運

ばれ散布されるので回に 5m程度しか移動でき

ない. だからカタクリの移動速度は 50~60cm/年 と

なる.常緑広葉樹林の移動速度はこの移動速度の数

十倍になることから，暖温帯域にすんでいた移動力

の弱いスプリング ・エフェメラルたちは常緑広葉樹

林の北上のスピードから逃げきることができず，消

える運命にあった.実際，現在の雑木林でも管理放

棄されたところでは常緑広葉樹林への遷移が進み，

それに伴って多くのスプリング ・エフェメラルたち

が姿を消している.

(2)焼畑耕作による落葉広葉樹林の誕生

先に述べたように，常緑広葉樹林が京都付近に達

したのは 5， 000~4， 500 年前のことである.関東地

方でも，約 5，000年前の北総台地は，コナラ亜属(落

葉広葉樹)がアカガシ亜属(常緑広葉樹)を上回っ

ている地域で、あった(清永 1994). したがって，

この時代の本州内陸部の暖温帯域は，氷期以降続い

てきた落葉広葉樹林と ，新に北上してきた常緑広葉

樹林が入り交じった世界であった，と言うこ とがで

きる.

この頃，本州にはすでに焼畑農耕が導入されてい

たことが，花粉分析や遺跡の発掘などにより明らか

にされている (Tsukadaら 1986).当時の人口密度

(小山 1984)や焼畑経営に必要な山林面積(佐々

木 1972)から，二次林性の落葉広葉樹林は 12%程

度に達していたと想定される(守山 1988). 

カタクリの移動速度は 8~10 年に 5m ときわめて

遅いが， 20~30 年の休閑期間を持つ焼畑の場合，焼

畑の耕作放棄と同時に，焼畑地の内部へ種子が 5m

運び込まれ，その種子が芽生え， 10年後に結実して，

さらに 5m内部にまで種子を分散させるとしづ方式

で広がっていくとすると， O. 1O~0. 16ha以下の面積

のものならば，カタクリは休閑期間の聞に焼畑の中

心部まで移動できることになる.

伝統的な焼畑の 1区画の大きさは，九州、|の焼畑卓

越地域では約 O.3haで，この面積は伐採に必要な労

働力が制限要因となって決まっている(佐々木

1972) .縄文時代は石斧が使われていたと考えられ

るが，その伐採能力は鉄斧の1/4(本多 1963)~1/6 

(コールズ 1977)なので，縄文時代の焼畑の l回

の伐採可能面積はO.1ha以下であったと考えられる.

この面積はカタクリの分散可能な範囲に納まるの

で，カタクリは焼畑耕作の中で生き残りえたのであ

ろう.

(3)森林内でのギャップ形成

森林内にギャップがつくられ，それがローテー

ションしていく現象はヨーロッパのブPナ原生林で

も観察されている. Remmert (1991)によると，倒

木によって生ずるギャップは O.1~2ha の大きさで

あり，この大きさのギャップがローテーションする

ことにより ，ブナを極相とする落葉広葉樹林の種多

様性が保持されていると考えられている.焼畑の

ローテーションの場合も回の伐採(ギャ ップ形

成)面積がこの範囲に納まってしまうので，落葉広

葉樹林時代の種多様性は保たれたと考えられよう.

焼畑はその後，常畑作に移行し，減少していった

が， 二次林性の落葉広葉樹林は里山に存在しつづけ

た.人が燃料や肥料を採集する場として利用しつづ

けたからである.古い時代，水田に投入する肥料は

刈敷であった.刈敷は落葉広葉樹の若葉を枝ごと刈

り取ってきて，水田に敷き込む肥料である.刈敷採

集のための林は水田の数倍の面積が必要であった

(守山 1988).そして刈敷採集が行われなくなっ

た後も， 二次林性の落葉広葉樹林は落ち葉を掻いて

堆肥をつくるための林(雑木林)として残された.

この段階では，農地の1/3~ 1 /4 の面積の林が必要

だ、った.そのため，縄文中期には土地面積の 12%程
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度と見積もられていた二次林の面積は，それよりも

ずっと広い面積となって現代まで残されてきたの

である.

雑木林も刈敷林も薪炭林として利用されるので，

木が生長すると伐採される.そして，その伐採地は

焼畑のローテーションのように移動していく.だか

ら，焼畑跡地にできた落葉広葉樹林の中で生きてき

た生物は，刈敷林の中や雑木林の中で生き続けるこ

とができたであろう .

人聞は，焼畑耕作を出発点とする二次林の利用に

よって常緑広葉樹林の侵入を食い止め，ブナ原生林

に存在するギャップ形成の肩代わりをしながら，落

葉広葉樹林時代の生物を守ってきたのである.

3. 淡 水生物の生息場所の変遷

(1)最終氷期までの淡水生物の生息環境

人の働きかけが生物の生息環境を守った例は，後

背湿地の水田化でもみることができる.ここでは耕

起と港紙によって浅い開水面を維持し，水路によっ

て河川とのつながりを保って，淡水生物の生息場所

を保持してきたのである.その理由は淡水生物がた

どった歴史と深くかかわっている.

日本の淡水生物は，止水やゆるやかな流れにすむ

種が多い.日本列島では第三紀までは低平な地形が

優占してしており，これらの生物はそのころの生物

相を色濃く残しているからである.第三紀の淡水生

物相は，三重県上野市の近くの大山田の地層に残さ

れている大山田湖で詳しく調査されている.大山田

湖は 400~320 万年前にわたって存在した琵琶湖の

前身の湖である.大山田湖から出土する化石を見る

と，種の段階では異なってはいるものの，タニシ，

ドブガイ，コイ，フナなど，水田やため池の生物が

多く含まれていることがわかる.とくに貝類では日

本列島に現存するマルタニシ(水田にすむタニシ)， 

カワニナ，オパエボ、ン，イシガイ，マシジミ属など

が発見されている(中島 1985，琵琶湖自然史研究

会 1994).このことから，水田やため池の生物は

第三紀の生物を基層としていることがわかる.

270万年前から始まる第四紀になると， 日本列島

は一転してヒマラヤ山脈に匹敵する大山脈に変化

していった.日本列島の山の高さは，日本海溝や南

海トラフから測れば l万 m を超すし，本州の日本

海溝や南海トラフと日本海盆の聞の幅は，ヒマラヤ

山脈の幅(インド平原とチベット高原の聞をとると

300~ 400km ) に等しいからである(貝塚 ・ 鎮西

1986) . 

日本列島は高さも幅もヒマラヤ山脈に匹敵する

山脈になったが，海上に姿を現しているのは， 7~8 

合目より上の部分だから，そこを流れ下る川は急流

となった.氷期には雨量が少ないので，川は上流か

ら土砂を運ばず，海水面が下がってできた土地を深

く削っていった.低地の浅い止水をすみ場所にして

いた第三紀型の淡水生物は，急流にすむことができ

ないので，この時期は海水面の低下とともに河口付

近まで移動し，そこで生活したと考えられる.

(2)最終氷期以降に起こった環境の変化

最終氷期が終わったのは，いまから l万年前のこ

とであるが，日本ではそれからの期間でも著しい環

境変化が生じた.気候が温暖化して海水面が上昇す

ると，日本海に対馬暖流が流れ込み，日本海側は多

雪環境となった.その結果，春になると雪解け水が

この急流を一度に流れるようになった.また，太平

洋側では梅雨明けから台風のシーズンにかけて雨

量が増え，この時期に多量の水が流れ下るように

なった.だから後氷期の日本では，河川|は洪水を起

こしやすくなった.

第四紀には火山も増え，新たな隆起によって多く

の山が生まれた.火山は大量の火山灰を生み出す.

新たに隆起した山の岩石は風化されやすく，多量の

土砂の供給源となる.そのため雨量が増えた河川は，

洪水のたびに大量の土砂を運び，広い氾濫原をつ

くってきた.氾濫原は下流部では後背湿地になる.

河川が運ぶ多量の土砂が河床を高くするので，河川

から離れた場所は相対的に低くなり，湿地化するか

らである.

後氷期の気候の温暖化は海水面の上昇をもたら

した.海は氷期に河川が削った谷に侵入した.この

変化が最も顕著に起こったのは，今から 6，000年前

の縄文海進期である.低地の浅い止水をすみ場所に

していた第三紀型の淡水生物は河川|の上流に避難

した.このときに住み処にしたのが，氷期以降に急

増した後背湿地であったと考えられる.

氷期に川が掘った谷に侵入した海は，河川が運ぶ

土砂を受け止め，平らな地形をつくっていった.こ

の地形が沖積低地である.約 5，000年前に縄文海退

進が起こり海が退くと，沖積低地は淡水の湿地に変
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化していった.河川|の上流部に逃げていた淡水生物

は，この新たに出現した浅い止水環境に分布を広げ

たであろう.このように，日本の淡水生物の生息環

境は，最終氷期以降，それぞれの種が遺伝子レベル

での分化も起こさないような短い期間の聞に，めま

ぐるしく変化してきたのである.

4. 水田造成がもたらしたもの

縄文晩期になると日本に稲作が導入される.しか

も水田は，3つの点で生物の生息環境として有利に

働いた.その第一は，濯概水路を通して河川|とつな

がっているというその構造である.たとえば，縄文

晩期(約 2，500年前)の福岡県板付遺跡で見られる

ように，日本に導入されたときから水路を通し水を

取り入れる構造のもので、あった(工楽 1991) .こ

のような構造なら多くの魚が水路から水田に入る

ことができる

水田遺構は弥生時代初期の青森県弘前市の砂沢

遺跡から発見されているように，こうした構造はき

わめて短期間のうちに本州北端まで広がっている.

淡水生物が利用できるような伝統的な構造をもっ

水田は，稲作渡来の初期のころから日本全国でそ

ろっていたのである.

江戸時代になると，大河川|にも堤防が築かれ，後

背湿地が河)11から切り離されて水田にっくりかえ

られるようになったが，水回には港翫水路がつくら

れ，その出入口は必ず河川|とつながっていた.その

おかげで多くの淡水魚はこの水路を通して水田に

入り込み，産卵することができたのである.

水田が生物の生息環境として有利に働いた第二

の点は，耕起による撹乱が洪水による撹乱の肩代わ

りをしたこと，しかもその撹乱には，毎年同じ場所

が耕起されるとし、う規則性があることである.何道

は，後背湿地の中を移動しながら洪水によって聞け

た浅い水面をつくっていく.そのため，今まで何道

が近くにあって浅い水面が維持されていた場所で

も，河道の移動によって洪水が起こらなくなると，

開けた浅い水辺は植物で覆われ，陸地化してしまう.

だから，洪水が浅い水面をつくる場所は特定できな

いのである.こうした撹乱の不規則性は，移動力の

弱い淡水生物にとって生息を脅かすものであった

と考えられる.

しかし，そこが水田になった後は，耕起による撹

乱が，毎年，同じ場所で，同じように行われるよう

になった.この規則的撹乱が，小排水路と水田を行

き来するメダカのような移動力の弱し、生物の生息

に有利に働いたと考えられる.

5 農事歴に基づく規則的撹乱

が可能にした生物と稲作の共存

(1)田植え前に繁殖する生物と田植

え後に繁殖する生物

水田が生物の生息環境として有利に働いた第三

の点は，耕起による撹乱が農事歴に基づいて行われ

るので，その時期は季節のうえでも規則的になる点

である.こうした規則性が生物に有利に働いている

例を，われわれは水田の生物が行う季節的すみわけ

にみることができる.

谷津田などの湿田では，ニホンアカガエル，ヤマ

アカガエル，カスミサンショウウオ， トウキョウサ

ンショウウオなどが春早く産卵し， 6月の田植え時

期までにオタマジャクシの時代を終え，岸に上がっ

てしまう.そして田植えが終わった水田では，今度

はトノサマガエル，ダ、ルマガエノレ，ヌマガエルなど

が産卵する.

これらのオタマジャクシを餌として，春先には

シャープゲンゴロウモドキが，田植え後にはゲンゴ

ロウが，それぞれ幼虫時代をすごす.このように，

水田では，田植え前の期間と田植え後の期間に大変

よく似た生態系が存在するのである.

このような季節的なすみわけは，琵琶湖にすむイ

サザとヨシノボリという 2種類のハゼで、見ることが

できる.イサザは春先，水温が 13
0
C前後になると岸

辺の石の下で産卵する.そして 6月になり水温が

20
0C以上になると，ヨシノボリが同じ場所で産卵す

る.しかし，この時期にはイサザの稚魚は成長して

沖合いに移動しているので，食い合うことはない

(高橋 1987) . 

イサザは氷期の遺存種と考えられており，北方系

の生物といえる.そして田植え前に繁殖を済ませる

生物も，北方に分布する種が多いことから，北方起

源の生物であると考えられる.一方田植え後の水田

で繁殖する生物(上記の種に加えガムシ，タイコウ

チ，ミズカマキリ，タガメなど)とその近縁種の分

布域は南の方に偏っている.したがって，これらの

生物は南方起源ということができる.
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またトノサマガエルとダルマガエルも南方起源

らしい. それはどちらのカエノレも，台湾から中国

東南部にかけて生息するプランシーガエルのタン

パク質の一部をもっているからである (Nishioka

and Sumida 1992) このことからトノサマガエル

もダルマガエノレも，古い時代には中国東南部にすん

でいて，そこでプランシーガエルと交雑し，その遺

伝子の一部を受け継いだことがあると考えられて

いる.

(2)田植 え前に繁殖する生物

アカガエノレ類が産卵を開始する水温(約 10
0
C，前

田 ・松井 1989) は，イサザが産卵する水温とほぼ

同じである.一方， トノサマガエルやダルマガエル

が産卵する水温(約 200C，前回 ・松井 1989) は，

ヨシノボリが産卵する水温 (200C以上，高橋 1987)

と同じである.イサザが春先に産卵できるのは秋の

うちに卵を成熟させているからで，この産卵方式は

アカガエル類やサンショウウオ類に共通してみら

れる.一方ヨシノボリが初夏にならないと産卵しな

いのは，春になってから卵を成熟させるためである.

そして田植え後に産卵するヌマガエルでも，これと

同様に冬眠から覚めた後に卵巣の成熟が始まる.

アカガエル類やサンショウウオ類の匹(卵)は高

温に弱く，正常に発育できる高温限界は，ニホンア

カガエルでは 28.5
0
C (倉本ら 1971) ，ヤマアカガ

エルでは 270C (Kobayashi 1962) ，カスミサンショ

ウウオでは 26~270C (Kuramoto 1966)である.一

方，初夏に産卵するヌマガエルの匹は高混に強く，

38
0

Cまで正常に発育することができるし (Kuramoto

1967) ，オタマジャクシは 43"Cの湯の中でも生きて

いる(前回 ・松井 1989) .浅くて植物が生えてい

ない止水の水辺は，夏には高温になる.アカガエル

類やサンショウウオ類など北方系の両生類が早春

に産卵するのは，水温が上昇する前にオタマジャク

シの時代を終わらせてしまうためだろう.

このようなことから，河川の後背湿地などでは，

北方起源の生物が春早く産卵することにより後氷

期の温暖化を乗り切った結果，初夏に産卵する南方

起源の生物と季節的すみわけができるようになっ

ていたと思われる.その後，その湿地は水田になっ

た.水田では耕起，田植えとし、う環境撹乱を避ける

ことはできないが，伝統的な耕起，田植えの時期は

両タイプがすみわけをしている境界の時期であっ

た.そのおかげで両タイプの生物も人も，同じ場所

を使つての共存が可能になったと考えられる(守山

1997) . 

6. 農 の 自 然 を 守 る 意 味

谷津田で産卵する南北両系の生物は，水田だけを

生活場所にしているのではない.田植え前に繁殖す

る北方系の両生類は，変態後は林で生活する.田植

え後に産卵するゲンゴロウなどの南方系の水生昆

虫は，中干し期までに成虫になり，ため池に移動し

てそこで越冬する.これらの生物は，水回以外の環

境に移動することにより季節的すみわけを可能に

しているのである.これは，琵琶湖におけるイサザ

が産卵期以外は湖の深い部分に移動して生活する

ことにより ，ヨシノボリと季節的すみわけをしてい

るのと似ている.

伝統的農業は里山から肥料と燃料を得ていたう

え，里山に水源j函養林としての機能ももたせていた

ので，耕地と里山はセットとして存在し，その配置

には規則性があった.たとえば，台地や丘陵地に刻

まれた浅い侵食谷では，谷底の平らな土地は水田

(谷津田)になっているが，斜面とその上部は雑木

林として利用されている.さらに，台地など水源部

の林が小さい場所では，谷頭にため池をつくってい

る.この景観は農業生産上の理由から全国で共通し

ており，この環境が谷津田で産卵する南北両系の生

物の季節的すみわけを可能にした.このように農の

自然では，それぞれの環境が生物を保持してきただ

けでなく，それらのセットも生物相の保持に重要な

役割をはたしてきたのである.

農の自然では，多くの生物が人との関わりの中で

生きてきた.これらの生物は，これから人と自然が

どのようにかかわっていったらよいか，それを考え

るうえでの重要な指標となる生物である.その意味

から考えると，これらの生物を滅ぼしてしまうこと

は，人と自然のかかわりの歴史を消滅させてしまう

ことに他ならない.われわれは農の自然を，農業生

産の場として位置づけるだけでなく，人と自然のか

かわりの歴史を学び，そこから新しい共存の仕方を

見つけて出していくための場としても位置づける

必要があるのではないだろうか.
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