
91

プロ・ナトゥーラ・ファンド助成　第 22期　助成成果報告書（2014）

ツシマヤマネコと共生する環境配慮型農業の生息環境保全効果
および社会経済的効果に関する研究

佐護ヤマネコ稲作研究会
大石憲一・春日亀隆義・春日亀　清・春日亀智恵子・阿比留清弘・
豊田稔房・平山美登・須川直人・前田　剛・水崎進介・杉山　遥・

越田雄史・木村幹子

　環境省レッドリスト絶滅危惧 IA 類に指定されているツシマヤマネコは，餌場として水田周辺を頻繁に
利用している．本研究会では，ヤマネコと共生する稲作を目指し，無農薬・減農薬での栽培に取り組ん
でいる．この取組を加速するため，ヤマネコ保全に対する効果と農家側の経済効果の検証を試みた．水
田周辺に設置したセンサーカメラには，約 3 か月間で延べ 28 個体のヤマネコが観察され，頻繁に水田を
利用していることが確認できた．水田の生きもの調査では，冬期湛水，無農薬，減農薬，慣行栽培の順
で生物の密度が高い傾向が見られた．作業コストに関しては，減農薬では農薬代を慣行栽培の半分以下
に抑え作業時間も短縮できたうえに，慣行栽培と同程度の収量が得られたが，無農薬栽培では農薬代は
かからないが除草に係る作業時間が莫大に増え，収量も半分以下に減少した．以上の事から，リスクの
少ない減農薬から，取り組む農家を増やしていくことが有効だと思われる．

Ⅰ．はじめに

　ツシマヤマネコは，対馬にのみ生息するネコ

科動物であり，1960 年代には対馬全島に 300

頭程度生息していたと考えられるが，今では

100 頭前後にまで数を減らし，絶滅が危惧され

ている（環境省レッドリスト絶滅危惧 IA 類）．

ツシマヤマネコは，世界のヤマネコ類の中でも

最も人の営みと近い場所で生息している種で，

人と自然の豊かな共生関係を象徴する生物であ

る．対馬は面積の大半を二次的自然環境が占め

る「里島」であり，ヤマネコはその環境に順応

してきた．実際ツシマヤマネコは，ネズミや鳥

類，カエルなど，薪炭林や田畑の周辺などの里

山環境に生息している生物を餌としている．

　人の自然環境に対する働きかけが絶えると生

息地の質が低下するため，ヤマネコをはじめと

する対馬の生物多様性保全にとって，人の働き

かけを持続させることは極めて重要な意味を持

つ．これまでの保全事業は，国や自治体の補助

金やボランティアで成り立っていたが，それで

は活動の持続性が確保されない．活動を継続す

るためには，保全効果が社会経済価値を生み，

保全を担う主体に還元される仕組作りが必須で

ある．

　水田は，ツシマヤマネコの好適な生息環境の

ひとつであるが，米価の低迷や従事者の高齢

化，後継者不足などによる耕作放棄地の増加や

農薬や化学肥料を多用した近代型農業への転換

によって，餌生物の豊富な水田の面積は減少の

一途をたどり，ツシマヤマネコの生息数減少の

2014.2.25 受付，2014.8.11 Web 公開



92

一因であるとも指摘されている．ヤマネコの生

息地である水田を維持するためには，ヤマネコ

と共生する農法が，農業従事者にとって社会経

済効果を生み，持続的に稲作を営める仕組みを

作ることが急務である．

　近年，生物多様性保全や里山再生といった関

心が，食の安心安全を求める消費者の志向とあ

いまって，水田に生息する生き物と共生する農

法を用いた「生き物ブランド米」が大きな成果

を挙げている．本研究会は，対馬最大の穀倉地

域であり，島内で最もヤマネコの生息密度も高

い上県町佐護地区（図１）において，ヤマネコ

と共生するための稲作を目指し，無農薬・減農

薬栽培，冬期湛水や水田魚道などの試験的な運

用を開始している．「ツシマヤマネコ保全米」

のブランド化を図るには，無農薬・減農薬栽培

「佐護ヤマネコ稲作研究会」
活動地域：上県町佐護地区

図 1　ツシマヤマネコの生息密度と佐護ヤマネコ稲作研究会の活動地域．生育密度は，環境省対馬野生生物保護センター（2013）

を引用．
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や冬期湛水といった農法がどの程度ヤマネコの

保全に効果があるのかを検証し，環境保全効果

を消費者に分かりやすく示すこと，そしてそれ

らの農法を取り入れることで農家にどれほどの

コストがかかるかを定量評価し，消費者に納得

できる形で付加価値を高めていくことが必要で

ある．そこで本研究では，研究会で実施してい

る農法の環境保全効果および経済効果を検証す

ることを目的とする．

Ⅱ．研究の方法

　本研究は，佐護ヤマネコ稲作研究会のメン

バーが耕作する長崎県対馬市上県町佐護地区に

おいて，2012 年の水稲栽培実施期間に実施し

た．試験田として，研究会メンバーの減農薬栽

培の圃場，および無農薬栽培の圃場を指定した．

また，研究会メンバーには，慣行栽培を行う農

家がいないため，同地区のメンバー以外の農家

3 名に協力を依頼し，慣行栽培の圃場も試験田

として指定した．対馬は島の面積の 9 割を山林

が占め，山に囲まれたわずかな沖積平地を利用

して水田が営まれている．佐護区はその中でも

比較的広い平野部が存在しているが，それでも

山が水田のすぐそばまで迫っている．昨年度ま

での生きもの調査の実績から，山際の水田と，

平野中心部の水田では，生き物の密度に違いが

出ることが分かっている．そのため，図 2 に示

すように，山際の平野中心部のそれぞれに，慣

行栽培，減農薬，無農薬の試験田を配置した．

また，研究会で 3 年前から冬期湛水を実施して

いる水田については，他の試験田と場所が離れ

てはいるものの，参考圃場として調査対象に加

えた．

１．ツシマヤマネコの水田利用状況

　佐護地区の水田周辺にへセンサーカメラ（麻

里布商事製 FieldNote DUO）を設置し，水田の

利用状況を調べた．センサーカメラ設置場所は，

当初の予定では試験田の周辺に配置する予定で

あったが，水田周辺は日光の照射が激しく，風

で温められた草木が揺れることによってセン

図 2　試験田の位置（左）と自動撮影カメラ設置場所（右）．国土地理院発行 2 万 5000 分の 1 地形図「佐護」を基図に利用した．
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サーが反応しシャッターが切られる「空落ち」

が頻繁に生じ，調査の継続が困難であった．そ

こで，本研究の試験田が点在する佐護区椋梨地

区の圃場へ続く林道 5 カ所を選定した（図 2）．

カメラは 2012 年 5 月 7 日から 2012 年 8 月 3 日

までの約 3 ヵ月間とし，一ヶ月ごとにバッテ

リーとメモリの交換を行った．複数枚にわたり

ヤマネコが写っており撮影時間が連続している

場合は，同一個体として扱った．

2．栽培方法の違いによる，水田の餌生物の生

息密度の違い

　慣行栽培，減農薬栽培，無農薬栽培，冬期湛

水のそれぞれの水田で，共通の生きもの調査を

実施し，餌生物の密度を比較した．対象とした

生物は，イトミミズ，カエル類（幼生，成体），

トンボ類（ヤゴ，成虫），ゲンゴロウ・ガムシ類，

クモ類（徘徊性クモ類，造網性クモ類，微小ク

モ類），害虫（甲虫類，チョウ・ガ類，ウンカ・

ヨコバイ類，カメムシ類）とし，6 月 7 日（田

植え後 15 日），7 月 18 日（田植え後 40 日），8

月 18 日（出穂期）に生きもの調査を実施した．

これまで 3 年間の生きもの調査の結果から，時

期ごとに出現する可能性が高く指標性が高い種

を選定した（表１）．

　調査は二人一組で行い，一人が目視と計数，

一人が記録を担当した．密度の計算方法は，

NPO 生物多様性農業支援センター（2008）に

準じて行った．生きものの豊かさの基準として，

福岡県版の生きもの指標の平均値（NPO 農と

自然の研究所 2009）を参考にした．

3．農法による作業コストの違い

　種まきから収穫までの農作業について記録す

る作業日誌を作成し，農家に配布した．それぞ

れの農家が，作業を記録する対象田を定め，そ

 － 1 － 

表 1 田んぼの生きもの調査 対象種 
 

調査項目 

6/7 7/18 8/18 

特徴と指標性 田植後 

15 日 

田植後 

40 日 
出穂期 

１）イトミミズ ○ ○ ○ 
土中の有機物を食べ土を作る。

化学肥料の多用で減少する。 

２）カエル類       
稲害虫の天敵。ｱｶｶﾞｴﾙは 2～4

月、ｱﾏｶﾞｴﾙは 6 月に水中で産

卵。中干しが早いと減少する。 

 (1)幼生（オタマジャクシ） ○     

 (2)成体 ○   ○ 

３）トンボ       
稲害虫の天敵。 

田植後に水中で孵化する。 

中干しが早いと減少する。 

 (1)ヤゴ ○ ○   

 (2)成虫   ○ ○ 

４)ゲンゴロウ・ガムシ類   ○   

田植後に水中で産卵し、畔で蛹

化するので、畦の健全さの指標

にもなる。 

５）クモ       稲害虫の天敵 

 (1)徘徊性クモ類   ○   （主に水上） 

 (2)造網性クモ類     ○ （稲の上に巣を張る） 

 (3)微小クモ類（アカムネグモ）     ○ （主に株元） 

６）害虫         

 (1)ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ・ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ ○     
葉を食害する。ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼの幼

虫は根を食害する。 

 (2)チョウ・ガ類   ○   幼虫が葉を食害する 

 (3)ウンカ・ヨコバイ類   ○ ○ 

ウンカは稲の汁を吸う代表て

きな害虫。密度が高くなると稲

を枯らす。ヨコバイは、萎縮病

のウイルスを感染させる 

 (4)カメムシ類     ○ 
稲穂を吸汁し、斑点米(着色米)

を生じさせる 

 

表1　田んぼのいきもの調査の対象種．
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の圃場に関する作業についての記録を依頼し

た．記録する事項は，作業内容とその作業時間，

作業に関わった人数，使用した薬品や資材，使

用した農機や器具とした．収穫後は，作業記録

の対象田からの収量を乾燥前の籾重量，乾燥後

の籾重量，乾燥後の玄米のいずれかで収穫物重

量を記録してもらい，乾燥玄米重量に換算し，

圃場面積で割って反収を算出した．重量試験田

作業日誌の記録を依頼した農家は，佐護地区で

無農薬栽培 1 名，減農薬栽培 4 名，冬期湛水減

農薬栽培 1 名，慣行栽培 4 名の 10 名とした．

また，無農薬栽培で実績を上げている「たかし

2012.6.3  21:05 2012.6.4  3:07 2012 .6.6 21:07 2012 .6.6 21:07 2012 .6.14 1:02 2012 .6.14 1:02

2012 .6.14  23:23 2012 .6.25 3:02 2012 .6.25 23:59 2012 .6.26 21:32

2012 .6.26 22:37

2012 .6.25 23:592012 .6.25 3:02

2012 .6.29 1:02 2012 .7.7 21:15 2012 .7.7 21:15

2012.6.1  0:30 2012.6.1  0:30 2012.6.1  0:30 2012.6.1  0:30 2012.6.1  0:30 2012.6.1  0:30

2012.6.3 0:23 2012.6.6 4:53 2012.6..8  0:48

2012.6.14  19:51

2012 .5.8 14:45 2012 .5.8 19:31 2012 .5.12 13:44 2012 .5.12 20:25 2012 .5.22 18:42 2012 .5.23 4:21

2012 .5.23 9:16 2012 .5.25 16:53 2012 .5.26 5:22 2012 .7.15 6:51 2012 .7.25  13:42

カメラ①

カメラ②

カメラ④

カメラ⑤

計4回

計1回

計11回

計11回

図 3　自動撮影カメラで撮影されたツシマヤマネコ．
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ま有機農法研究会」の農家 3 名に同一の作業日

誌の記録を依頼し，比較対象とした．

Ⅲ．結果と考察

1．ツシマヤマネコの水田利用状況

　5 月 7 日から 8 月 3 日約 3 か月のカメラ設置

期間で，延べ 27 個体のヤマネコが，水田へ向

かって林道を通過するのが観察され，頻繁に

水田を利用していることが確認できた（図 3）．

これまで，稲穂が成長して，ヤマネコが隠れら

れるぐらいになる 8 月末から 9 月までは，頻繁

にヤマネコが水田を利用していることが分かっ

ていたが，今回の調査で，稲がまだ小さい時期

も，夜間は水田に降りてきて利用していること

が分かった．

2．栽培方法の違いによる，水田の餌生物の生

息密度の違い

　調査水田における調査対象種の生息密度を

図 4 に示す。イトミミズは，田植え後 15 日の

調査ではある程度観察されたが，40 日後，出

穂期の調査ではほとんど見られなくなった．試

験田では 7 月後半から 8 月上旬にかけて土に空

気を入れるために水を落とす「中干し」が行わ

れており，その時にイトミミズはほぼいなくな

るようである．田植え後 15 日の調査では，冬

期湛水田，無農薬栽培田の順に密度が高く，福

岡県の平均値 18.9（匹 /1 株）に比べても高い

密度であったが，減農薬田，慣行栽培田ではほ

とんど観察されなかった．一方で，有機物での

土づくりと冬期湛水を併用した田んぼでは，イ

トミミズの生息数は一反あたり 200 万～ 300 万

匹ものぼるという報告もあり（やよい FIELD 

STAFF 2010），それと比較すると，生息密度は

少ないように思う．この要因は，イトミミズの

餌となる有機物の量や質に加え，田植え前に一

度田を干して耕起する工程が影響しているもの

と思われる．

　カエル類は幼生，成体ともに，冬期湛水田，

無農薬栽培田で福岡県の平均値（田植え後 15

日でオタマジャクシ 42 匹 /1 m2，カエル 18.2

匹 /10 m2）よりも高密度だったが，減農薬栽培

乾田，慣行栽培では，平均以下の密度だった．

田植え後 15 日の冬期湛水田では，ツシマアカ

ガエルの幼体は観察されず，成体の密度が高

かったことから，冬期湛水田では産卵が早く行

われていることが示唆された．一般に，アマガ

エルは田植えの時期に産卵するのに対し，アカ

ガエル類は春先の 2 月から 3 月にかけて産卵す

る．そのため，乾田化が進み，春先に水が無い

田んぼではアカガエル類は産卵することが出来

ず，全国的にアカガエル類は減少傾向にある．

この調査結果は，冬期湛水により，ツシマアカ

ガエルが本来の産卵時期である早春に産卵を行

うことができたことを示していると思われる．

　ヤゴは，田植え後 15 日ではすべての田んぼ

で全く観察されず，田植え後 40 日でも，福岡

県の平均と比べても，極めて密度が低かった．

田植え後 40 日，出穂期では，トンボ類が観察

されているため，ヤゴは生息していたとは思わ

れるが，調査した時期が羽化した後のタイミン

グだった可能性はあると思われる．トンボ類の

生息密度は栽培方法であまり違いがみられな

かった．無農薬栽培や冬期湛水田は，面積も大

きくなく，慣行栽培田が広がる中にパッチ状に

分布しているので，飛行する生物にとっては，

圃場ごとの栽培方法の違いはそれほど影響しな

いのかもしれない．

　ゲンゴロウ・ガムシ類に関しては，無農薬や

減農薬に比べて慣行栽培の田の方が密度が高

かったが，冬期湛水田では，圧倒的に高密度だっ

た．この傾向は，イネミズゾウムシなどのコウ

チュウ系の害虫でも同様だった．ゲンゴロウ・

ガムシ類はユスリカやイトミミズ，ミジンコな

どの水中動物を摂食する肉食昆虫であるため，

冬期湛水によって，水中の小動物の密度が高く
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図 4　栽培方法による田んぼの生きもの密度の違い．
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図 5　栽培方法ごとの代表的な作業工程．
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なったことを示唆していると思われる．ただし，

食植生のイネミズゾウムシが冬期湛水田で増加

する要因は，現段階では不明である．農と自然

の研究所によると，イネミズゾウムシは水田を

時々乾燥させると密度が減ると報告されており

（NPO 生物多様性農業支援センター 2008），冬

期湛水がイネミズゾウムシに好適な環境を創出

している可能性はあるが，その要因は明らかで

はない．

　徘徊性のクモ類に関しては，慣行栽培，減農

薬（乾田および冬期湛水）であまり違いは見ら

れなかったが，無農薬栽培田で増加した．造網

性クモ類では，冬期湛水で密度が高く，次いで

減農薬（乾田），無農薬が同程度，慣行栽培田

では低密度だった．福岡県の平均では，キクヅ

キコモリグモ 1 種で 10 m2 あたり 5 匹，ヤサガ

タアシナガグモ 1 種で 10 m2 あたり 19 匹が観

察されており，今回の調査結果では，水田のク

モ類の密度は，栽培方法に関わらず低密度であ

ることが分かった．

　害虫の密度であるが，ウンカ・ヨコバイ類は

田植え後 40 日でセジロウンカが高密度に出現

した．減農薬と無農薬で計数不能なほどの高密

度で出現したが，出穂期では，減少した．セジ

ロウンカは，吸汁害を及ぼすが稲を枯らすこと

は少なく，「夏ウンカ（セジロウンカ）は肥や

しになる」とも言われているぐらいである．ま

た，セジロウンカの摂食刺激により稲にいも

ち病に対する抵抗性が誘導されることも知ら

れており（NPO 生物多様性農業支援センター

2008），すぐに防除の必要がある種では無いと

思われる．稲に害を及ぼす害虫の代表であるト

ビイロウンカは，すべての農法で多くは出現し

なかった．チョウ・ガ類では，慣行栽培と減農

薬栽培でコブノメイガが見られたが，冬期湛水

や無農薬では出現しなかった．逆にカメムシ類

は冬期湛水と無農薬田で出現した．

3．農法による作業コストの違い

　佐護ヤマネコ稲作研究会では，節減対象農薬

使用回数を長崎県の栽培基準に対して 5 割以上

削減することを栽培の条件としている．対馬農

業組合が作成している栽培暦，当研究会での標

準的な減農薬栽培および試験的に実施している

無農薬栽培，そして長年完全無農薬有機栽培を

実現しているたかしま有機農法研究会の季節ご

との作業工程を図 5 に示した．以下に，当研究

会での具体的な削減方法を列挙する．まず種子

消毒については，温湯消毒あるいは微生物資材

を用いることによって，2 成分を削減している．

また，培土消毒は行わない．苗の消毒と防虫を

行うために施す箱施用剤も，成分にカウントさ

れない天然成分由来の防虫剤を用いた減農薬用

の資材に変更し，3 成分のところを 2 成分に抑

えている．除草材も同様に，農協推奨商品の 4

成分に対して 2 成分の資材を用いることで成分

回数を抑えている．殺菌・殺虫剤は，栽培基準

では 6 月下旬から 9 月中旬までの間で 7 回の散

布が推奨されているが，当研究会では害虫の発

生状況を見ながら必要最低限の散布回数に抑え

ることによって，使用回数を 1 回～ 3 回にまで

減少させることができた．特に，収量に影響を

及ぼすカメムシやトビイロウンカ（秋ウンカ）

の発生が見られる 8 月下旬から 9 月中旬にかけ

ての防除以外は，多少の害虫が発生しても農薬

の散布を控えた．以上の工夫により，慣行栽培

では 23 成分のところを 9 成分に抑えることに

成功した（表 2）．

　これにより，農薬代も通常の半分以下に抑え

られており，研究会では若干費用の高い有機栽

培用の一発肥料を用いているため肥料代は高く

なっているが，それでも労働外費用は慣行栽培

の 0．78 倍に抑えることができた．農薬の散布

回数も半減していることから，害虫の発生状況

の見回り等の時間をかけても，労働時間はほと
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表２ 栽培方法ごとの、節減対象農薬使用状況 
 

作業 散布時期 慣行栽培 減農薬栽培 無農薬栽培 

種子消毒 4月下旬 2 0 0 

育苗・培土消毒 5月中旬 2 - - 

箱施用（殺菌・殺虫剤） 5月下旬 3 2 - 

除草剤散布 6月中旬 4 2 - 

殺菌剤散布 6月下旬 1 - 0 

殺虫剤散布 7月中旬 2 - 0 

殺菌剤散布 7月下旬 1 1 - 

殺菌・殺虫剤散布 8月上旬 3 - - 

殺菌・殺虫剤散布 8月中旬 3 3 - 

殺虫剤散布 9月上旬 1 1 0 

殺虫剤散布 9月中旬 1 - 0 

合計成分回数 23 9 0 

 

表 2　栽培方法ごとの , 節減対象農薬使用状況．数字は , 長崎県に指定されている節減対象農薬の使用成分回数（使用した農薬

の成分数×使用回数）．

んど増加しなかった．

　研究会のメンバーで無農薬栽培を試験的に実

施している圃場では，温湯による種子消毒と竹

酢液での防菌・防虫を行うことにより，節減対

象の農薬を全く使用せずに栽培を行った．この

ため，農薬代は極めて安価な竹酢液以外はかか

らず，肥料代を加えても労働外費用は慣行農法

の半分に減少した．除草剤を使用しない代わり

に手取り除草を 8 回行ったが，この除草作業に

反当り 15．6 時間もの時間を費やし，労働費用

は慣行農法の 3 倍以上に増加した．

　一方で，長年にわたり無農薬有機栽培を研究

してきた「たかしま有機農法研究会」では，田

植えの一ヶ月前から湛水をはじめ，本代掻きの

前に 2 度の代掻きを行っている．これにより，

コナギなどの水田性の雑草を田植え前に発芽さ

せ，代掻きによって土中に塗り込むことで農薬

に頼らない除草を実現している．また，田植え

後は深水で管理し，雑草を浮力で抜き取る，田

植機にアタッチメントを付けて稲株の間の泥を

掻き雑草を抜き取る，などの方法を採用し，手

取り除草によらずとも物理的に除草することが

可能になっている．これらの工夫により，除草

にかかる時間も慣行農法の 3 倍程度に抑えられ

ており，農薬散布にかかる時間が軽減されてい

るため作業時間の合計では慣行栽培よりも短縮

されている．ただ，対馬は大陸に近いため，ウ

ンカなどの大陸から飛来する害虫の被害を最も

受けやすい場所であるが，高島はウンカの飛来

はほとんどない．したがって，農薬の節減は主

に除草目的に限定され，防虫が主たる課題であ

る対馬とは単純に比較できない面もある．たか

しま有機農法研究会では，防虫に関して，早期

湛水（可能であれば冬期湛水も実現している）

や除草剤の不使用，中干しの延期，畦草の管理

やビオトープの整備などの生き物を増やす工夫

によって，生物のバランスを保つことで害虫の

異常発生を抑えているようである．この点は，

対馬でも取り入れて，薬剤に依らない防虫を実

現する栽培方法を工夫して行く必要がある．

　栽培方法による収量の違い，収支について，

表 3 に示した．当研究会での減農薬栽培におい

ては，農薬の使用回数は減らしているものの，

害虫の発生時期をみて散布しているためか，慣
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行栽培に比べ収量の減少は見られなかった．さ

らに，農薬に係る経費が削減され，通常の 1．

5 倍の価格で販売しているため，収支比率では

慣行栽培の 1．9 倍となった．それに対し，無

農薬栽培では，収量が半減した．さらに作業時

間の増加に伴う労働費用の増加により，収支比

率では慣行栽培の 0．3 倍となった．当研究会

では無農薬栽培も減農薬栽培と同じ通常の 1．

5 倍の価格で販売しているが，現状の農法では

無農薬栽培で農業経営を成り立たせるのは困難

であると言わざるを得ない．一方のたかしま有

機農法研究会では，無農薬でも収量は 0．9 倍

にしか減少せず，無農薬栽培であることを付加

価値として売価も 1．75 倍に設定しているため，

収支比率では，慣行栽培の 2．17 倍となった．

ただし，これらの計算を行うにあたって，農機

具の減価償却費や機械等の運転コスト（燃料費

や修理代等の管理費）は算出することが出来な

かったため，実際の費用は，かなり低く見積も

られている．このため，実際の収支比率の差は

 － 3 － 

表３ 栽培方法ごとの、費用および収入 
 

農法 慣行 減農薬 無農薬 無農薬(高島) 

    農薬代合計(円） 19,173 9,356 200 1,020 

  肥料代合計(円） 8,863 12,634 13,230 7,715 

 労働外費用（円） 28,036 21,990 13,430 8,735 

 労働外費用比率 1 0.78 0.48 0.31 

  農薬散布回数（回） 11 6 5 2 

  作業時間合計（時間） 20.6 21.7 63.8 14.2 

   （うち除草に費やす時間） 0.8 0.9 15.6 3.2 

 労働費用（円）※ 20,554 21,712 63,750 14,150 

 労働費用比率 1 1.06 3.10 0.69 

総費用（円） 48,590 43,702 77,180 22,885 

    収量（白米 kg/反） 344 354.7 173 309 

  生産量比率 1 1.03 0.50 0.90 

  単価（円/kg） 400 600 600 700 

  単価比率 1 1.50 1.50 1.75 

総収入（円） 137,600 212,820 103,800 216,300 

収入比率 1 1.55 0.75 1.57 

収支（円） 89,010 169,118 26,620 193,415 

収支比率 1 1.90 0.30 2.17 

※労働費用は、時給 1000円として作業時間の合計から算出 

表 3　栽培方法ごとの , 費用および収入．

もっと少なくなると思われる．あくまで，労働

費用と農薬に係る資材費の比較として参考にし

てほしい．

　以上の事から，対馬の場合，現状では無農薬

栽培を普及させるのは困難であるが，減農薬で

あれば，収量を落とさずにコストを削減するこ

とができるので，当研究会の取り組みを普及し，

参加する農家を広げて行くことにつながると思

われる．それと同時に，栽培方法を工夫し，対

馬でも可能な無農薬栽培のあり方を模索してい

くことも必要である．
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Research on effect of "environment-conscious farming coexisting with the 

Tsushima leopard cat" on habitat conservation and economical value

Kenichi Oishi, Takayoshi Kasugame, Kiyoshi Kasugame, Chieko Kasugame, 

Kiyohiro Abiru, Toshifusa Toyoda, Yoshinori Hirayama,  Naoto Sugawa, Tsuyoshi 

Maeda, Shinsuke Mizusaki, Haruka Sugiyama, Yushi Koshida and  Motoko Kimura

The Tsushima leopard cat (“wild cat” hereafter) categorized as Critically Endangered species 

(Endangered IA rank in Ministry of Environment Red List) uses the circumference of a paddy field 

frequently as a feeding area. We are struggling to establish environment-friendly cultivation in no 

or lower levels of agrochemicals to coexist with the endangered wild cat. In order to promote this 

action, we tried to clarify an effect on wild cat preservation and an economical merit for farmers in 

this research. The wild cats were observed a total of 28 times in about three months with the sensor 

camera set around the paddy field, indicating the wild cats were using the paddy field frequently. 

The density of living things in paddy fields tended to be high in order of paddy fields where water 

were filled in even winter, no agrochemicals, lower levels of agrochemicals, and standard levels of 

agrochemicals. The yield in lower levels of agrochemicals method did not decrease compared with 

the standard, although costs of agrochemicals decreased below in half and working hours were 

also shortened. In no agrochemicals method, however, the working hours concerning weeding out 

increased enormously and the yield was halved. It seems that it is effective to encourage farmers 

to try lower levels of agrichemicals method.  

Sago YAMANEKO Rice-farming Research Group

整理にご協力いただいた．この場を借りて，深く感謝

の意を表する．
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