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はじめに

 近年、環境と調和のとれた農業⽣産への取組みが推進される中で、化学合
成農薬以外の⼿法による有害動植物の防除についての関⼼が⾼まっており、
化学合成農薬の使⽤を減少させる効果が⾼い技術として天敵農薬の利⽤が進
められつつある。
 ⼀⽅、⽣きた⽣物を利⽤する天敵農薬は、移動性及び増殖性を有すること
から、化学合成農薬とは異なる形で、有害な環境影響が⽣じる可能性があ
る。現に海外では、事前評価を⾏わずに天敵⽣物を導⼊した結果、防除対象
⽣物以外の環境⽣物の⼤幅な減少等を招いた例が報告されている。
 しかしながら、我が国では天敵⽣物の環境影響を評価するガイドラインは
なく、天敵⽣物が与える⽣態学的影響についての知⾒も不⾜している。
 こうした状況に対処するため、環境庁では、（株）三菱化学安全科学研究
所に委託し、平成８年７⽉に天敵や環境分野等の専⾨家からなる「天敵農薬
環境影響調査検討会」（座⻑︔岡⽥⻫夫 ⽣物系特定産業研究機構 研究開発
業務プロジェクトリーダー）を設置し、天敵農薬に係る環境影響に関する調
査に着⼿し天敵農薬の環境影響評価の考え⽅を検討することとした。本検討
会は、平成１１年３⽉までに計１０回の会合を開催し、天敵利⽤の現状、国
内及び海外における天敵農薬を含めた移⼊種の環境影響の内容を分析し、天
敵農薬に係る環境影響評価のあり⽅、試験法、モニタリング⼿法等について
検討を⾏った。
 本報告書は、本検討会での検討結果を集約し、天敵農薬の環境影響評価ガ
イドラインとして取りまとめたものである。

天敵農薬環境影響調査検討会委員名簿（敬称略）
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I 天敵農薬の現状について

１．基本的事項

(1)検討の⽬的
環境保全型農業への取組みが世界的に活発化するのに伴い、病害⾍・雑草の
防除における化学合成農薬の代替技術として天敵等⽣物農薬の開発と普及が
進み、環境にやさしい防除資材として約３０種類の天敵が販売されている。
 ⼀⽅、我が国でも、最近、天敵利⽤に対する社会的関⼼が⾼まり、外国か
ら導⼊した天敵が農薬として登録されたり、試験研究機関において天敵利⽤
技術の開発や天敵の防除効果に関する試験等が活発に⾏われるなど、天敵を
害⾍防除に積極的に利⽤していくための条件が整いつつあり、今後、施設園
芸等における天敵利⽤が本格化するものと予想されている。
 天敵利⽤による害⾍防除は、化学合成農薬とは異なり、環境汚染や作物等
への残留といった問題は起こさないが、天敵が環境中での増殖性や移動性を
有することから、放飼した天敵が⼀旦定着した場合には⽣態学的影響を⽣じ
ることがありうる。特に海外や⽣態系の異なる地域から天敵を導⼊した場合
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は、⽣態系や⽣物相に有害影響を及ぼす可能性がある。
 このような天敵の導⼊をめぐる環境問題を未然防⽌するため、天敵⽣物を
導⼊した場合の影響の有無・程度を評価し、導⼊の可否判断を⾏うための事
前評価システムの構築が求められている。
このため、天敵農薬の放飼に伴う環境影響を登録に先⽴って評価するための
天敵農薬に係る環境影響評価ガイドラインを作成した。

(2)⽤語の定義
本ガイドラインで⽤いる⽤語は以下のように定義する。
 ⽣態系︓⾷物連鎖等の⽣物間あるいは⽣物と無機的環境との間の相互作⽤
を総合的に捉えた概念
 種     ︓⽣物分類の最も基本的な単位。種の多くは、形態の特徴に
加えて、繁殖の際の独⽴性（他の集団との間で交配しないこと）や地理的な
分布、遺伝的特性等も考慮して決められる。
⽣物相︓⼀定の場所（同⼀環境⼜は地理的区域）に⽣息する⽣物の全種類
⽣物農薬的利⽤︓病害⾍・雑草に対して⼀時的効果をねらいとして繰り返し
放飼する天敵の利⽤
永続的利⽤︓天敵を定着させることを前提として、病害⾍・雑草が永続的に
防除されることを意図した天敵の利⽤
移⼊種︓ある地域へ他地域から移動してきた⽣物種
導⼊種︓その⽣物が本来分布していなかった地域に⼈為的に持ち込まれる⽣
物種
 天   敵︓ある⽣物種の個体群に対して、⾷物連鎖の上位にあって寄
⽣者⼜は捕⾷者として働く⽣物
天敵農薬︓害⾍や雑草の防除のために⽣きたまま放飼して利⽤する天敵節⾜
動物
 導⼊天敵︓国外や、地理的分布の異なる地域からその境界を越えて⼈為的
に持ち込まれる天敵
微⽣物農薬︓病害⾍や雑草の防除のために⽣きたまま利⽤する細菌、真菌、
ウイルス等の天敵微⽣物
植⾷性天敵︓標的雑草を⾷する天敵
標的⽣物︓天敵による防除対象⽣物
⾮標的⽣物︓天敵によって防除しようとする害⾍・雑草以外の⽣物
⼟着種︓移動等によらず、ある地域に⽣息している⽣物種
既存天敵︓以前に導⼊した天敵
⼟着天敵︓天敵として働く⼟着種
希少種︓⽣息・⽣育状況が存続に⽀障を来す事情が⽣じていると判断される
⽣物種。

キーストン種︓その種を失うと、⽣物群集や⽣態系が異なるものに変質し
てしまうような、群集における⽣物間相互作⽤と多様性の要をなしている⽣
物種

シンボル種︓トンボやホタルのように、希少種ではないが、親しみをもた
れているなどの理由で保全が望ましい、あるいは地域的な保護の対象となっ

004



ている種
 寄   ⽣︓他の⽣物（寄主）体に付着⼜は侵⼊し、この⽣物に何らか
の損害を与える⼀⽅、⾃らは栄養を得る等の利益を受けること
捕   ⾷︓ある⽣物が他種⽣物を捕らえ⾷すること
 競   争︓異種の複数個体が、餌（寄主）や空間等⽣活に関して共通
の要求を持ち、かつその要求が供給を上回る場合に⽣じる相互作⽤
交   雑︓亜種または種間の交配
定   着︓⽣物が導⼊された地域で永続的に世代を繰り返すこと
直接的影響︓天敵が⾮標的⽣物に直接働きかけることにより⽣じる影響
 間接的影響︓天敵による標的⽣物の防除の結果、標的⽣物との相互作⽤の
変化により、他の⽣物に副次的に⽣じる影響

(3)天敵放飼の事例
天敵が害⾍防除に本格的に利⽤されるようになったのは、⽶国カリフォルニ
ア州でオレンジの害⾍イセリアカイガラムシの防除にベダリアテントウが放
飼され⼤成功をおさめてからのことである。この成功以来、導⼊天敵を利⽤
した害⾍防除が世界中で盛んに試みられるようになった。我が国でも、果樹
害⾍の防除⽤に天敵の永続的利⽤が⾏われている。その防除対象はいずれも
海外からの侵⼊害⾍で、それとほぼ同⼀地域に⽣息する天敵を我が国に導⼊
して害⾍防除に成功したものである（表１）。
最近、天敵の⼤量増殖法が確⽴され、農薬のように必要に応じて繰り返し放
飼する利⽤（⽣物農薬的利⽤）が⾏われるようになった（表２）。野外利⽤
では鱗翅⽬害⾍に対する卵寄⽣蜂（トリコグラマ）等が、また施設園芸では
⻄欧諸国でハダニ類に対するチリカブリダニ、コナジラミ類の防除に対する
オンシツツヤコバチ、ハモグリバエ類に対するコマユバチやヒメコバチ、ア
ザミウマ類に対するカブリダニやヒメハナカメムシ等が実⽤化されている。
我が国でも⽣物農薬的利⽤を⽬的とするチリカブリダニ、オンシツツヤコバ
チ、イサエアヒメコバチ、ハモグリコマユバチ、ショクガタマバエ、ククメ
リスカブリダニ、ナミヒメハナカメムシなどの天敵が農薬登録されており、
今後さらに開発・普及が進むものと考えられる。
 なお、⽶国等では雑草防除に植⾷性天敵を利⽤しているが、我が国では雑
草の種類が多いため天敵としての利⽤価値が低いことや、海外からの導⼊は
植物検疫の対象となり、標的雑草しか摂⾷せず環境に有害影響を及ぼさない
ことが確認されている場合以外では導⼊が制限されることから、利⽤される
事例は極めて限られるものと考えられる。

(4)我が国における天敵の法的位置づけ及び検討対象の範囲
[1] 農薬取締法上の取扱い
農薬取締法においては病害⾍、雑草の防除のために利⽤される天敵も農薬と
みなされている。この天敵には、ウイルス、細菌、真菌、線⾍、昆⾍、ダ
ニ、クモ、カエル、トカゲさらにはほ乳類に⾄るまで広範な⽣物種が含まれ
ているが、⼀般には、昆⾍、ダニ、微⽣物を利⽤するものがほとんどであ
る。農薬取締法は、このような病害⾍、雑草の防除のために⽤いられる天敵
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の製造及び販売に先だって農薬としての登録⼿続きを要求している。天敵利
⽤を中⼼とする防除体系の開発と普及を図っていくためには、安定な防除効
果が保証され、かつ品質管理された天敵農薬が安定供給されるとともに環境
等に有害影響を⽣じないことが不可⽋であり、これらの⾯で天敵の登録は有
効に機能している。
 
[2] 天敵輸⼊に関係する既存制度の取扱い
我が国では農産物を加害する病害⾍の外国からの侵⼊を防⽌するため、植物
防疫法に基づく植物検疫制度によりそのような有害な動植物種について国内
への侵⼊防⽌措置が取られている。このため、例えば、海外から天敵農薬と
して利⽤する⽬的で昆⾍類を輸⼊しようとした場合、有害動物（昆⾍、ダ
ニ、線⾍等で有⽤な植物を害するもの）に該当しないことを科学的に証明し
なくてはならない。害を及ぼさないことがこれまでの知⾒で明確である場合
は輸⼊が許可されるが、植物に害を及ぼすか否か不明である場合は、農林⽔
産⼤⾂の特別許可により輸⼊し、厳重な管理のもとで植物に害を及ぼすか否
か調査を⾏うことになっている。この結果、植物に害を及ぼさないことが明
確になれば必要な⼿続きの上、野外放飼が可能な状態となる。
 このように植物防疫法に基づく輸⼊制限は、農作物を含む植物保護を⽬的
としたものであることから、例えば輸⼊昆⾍が植物以外の我が国の⽣態系や
⽣物相に影響を与えるか否かの評価は含まれていない。
 
[3] 検討対象の範囲
 天敵の病害⾍、雑草防除への利⽤形態は、ア）病害⾍・雑草の防除のため
に天敵を繰り返し放飼する⽣物農薬的利⽤、イ）天敵を放飼して⽣態系に定
着させ、繰り返し放飼することなく⻑期間にわたって害⾍等を抑制すること
を⽬的とした永続的利⽤、ウ）すでにその環境に⽣息する⼟着天敵を保護す
ることにより病害⾍、雑草の防除を期待する⼟着天敵の保護利⽤に⼤別され
る。
 本ガイドラインの対象とする天敵は、上記のア）及びイ）の形態で利⽤さ
れるもののうち、昆⾍やダニ等の節⾜動物に属する⽣物を⽣きた状態で利⽤
するものであって、農薬としての登録を取得しようとするものである。ま
た、遺伝⼦改変された⽣物は含めず、さらに安全性評価の仕組みが既に整備
されている微⽣物農薬も対象から除いた。
 なお、農薬以外の利⽤⽬的で⽣物が導⼊されるケースも少なくない。この
ようなものの中には、明らかに環境に有害影響を与えた⽣物や、環境への有
害影響が懸念される⽣物が含まれている。農業的利⽤に限っても、例えば、
昆⾍では、養蜂や作物の授粉促進のために導⼊されたセイヨウミツバチやセ
イヨウオオマルハナバチで⼟着種との競争や交雑が観察されているほか、無
脊椎動物では当初⾷⽤として導⼊されたスクミリンゴガイ（通称、ジャンボ
タニシ）が⽔路等に逃げ出し⽔稲を加害するようになった例がある。このよ
うに害⾍防除以外の⽬的で導⼊された⽣物種にも、当初考えられなかった有
害影響を与えたものや、農業⽣産等の観点からは無視できない⽣物が含まれ
る。この問題の本質は、植物防疫法で規制されるものを除いて、外来⽣物が
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輸⼊される際に我が国の⽣物相に及ぼす影響を事前にチェックするシステム
がないことにある。
 国連⾷糧農業機構（ＦＡＯ）は1996年、植物検疫措置に関する国際基準の
中の規則として「外来⽣物的防除資材の輸⼊と放飼に関する取扱規約」をと
りまとめている。この取扱規約は外来天敵等の輸⼊と放飼を対象としたもの
であるが、我が国においても、⽣態系への有害影響を回避するために、天敵
及びそれ以外の⽣物を含む、外来⽣物の無秩序な導⼊を防⽌するシステムを
持つことが望ましい。さらに、⽣態系への有害影響は同じ国内であっても地
理的分布の異なる地域から⽣物を導⼊する場合には起こりうることを考える
ならば、国内における⽣物の無秩序な移動についても、何らかの配慮が必要
であろう。今回、この問題には⽴⼊ることはせず、今後の検討課題とした。
しかし、ここに⽰した⽣態学的影響評価の考え⽅そのものは、そのような
様々な⽣物導⼊のリスク評価に応⽤できるものと考えられる。

２．⽣態学的影響の現状

(1)我が国の⽣物相の特徴
我が国の気候帯は、亜熱帯から亜寒帯を含み、南北の気候の差が⼤きく、

地形は起伏に富み、急峻な地形は我が国の気候を⼀層変化に富んだものとし
ている。このため我が国は狭い国⼟にもかかわらず、数多くの固有種を含む
多様な⽣物種を有しており、世界的に⾒ても貴重な種が多数分布することが
知られている。
天敵を含め移⼊種が⼊ってきた場合、当該種が我が国で拡散、定着するか否
かは、通常、気候条件等の影響や、⼟着種との競争、他の⽣物による攻撃等
の⽣物間相互作⽤の程度によるため、必ずしも分布域を拡⼤するとは限らな
い。しかし、野外の気候条件では⽣存できないと考えられる移⼊種でも、園
芸施設等で越冬することもあり得る。
 ⼀⽅、近年の⼟地改変や⽣息環境の悪化等に伴い、絶滅や個体数の激減
等、種の存続が脅威にさらされている種は少なくない。さらに、動植物の分
布や⽣息・⽣育状況に関する情報、⽣態系内で担っている多様な機能的役割
は全てが把握されているわけではなく、増殖性と移動性が⼤きい天敵が導⼊
された場合に我が国の⽣態系に及ぼす影響を正確に予測するための知⾒は必
ずしも⼗分ではない。
こうした我が国の⽣態系の特徴を踏まえ、天敵による⽣態学的影響の現状を
分析する必要がある。

(2)天敵放飼による環境影響

[1] 海外における天敵の⽣態学的影響事例
天敵による⾮標的⽣物への影響について、諸外国における導⼊天敵の⽣態学
的影響に関する⽂献調査を⾏ったところ、これまで多種類の昆⾍が導⼊され
ているが、その多くは定着せず、定着したものも影響を⽰さなかったものが
多いことが明らかになった。しかし、数は少ないが何らかの影響を与えたも
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のも知られている（表３）。

ア 先ず、害⾍防除を⽬的に天敵を導⼊したケースでは以下の事例が知られ
ている。
・新たに導⼊した天敵が⼟着天敵や以前に導⼊した天敵の有効性を低下させ
た例

・標的害⾍が防除された結果、別の⽣物種が加害害⾍として登場した例、
等。
 中でも島嶼部においては標的⽣物種が絶滅した例や⾮標的の⼟着種の急激
な減少を招いた例が報告されている。
イ 次に、植⾷性天敵を導⼊したケースでは、以下の事例が報告されてい
る。

・天敵が後にその地域で新たに栽培されるようになった作物（ゴマ）を⾷
害した例、

・希少種を含む⼟着植物種を⾷害した例、
・標的雑草が防除された結果、別の侵⼊雑草が優占種となった例、
・標的雑草防除後に、天敵に標的雑草と近縁の栽培植物を加害する系統が

発⽣（寄主範囲の拡⼤）した例、等。

 これらの事例は、多くの場合、放飼前に移動性と寄主範囲に関する事前評
価を⾏い、その結果に基づき導⼊の可否を判断していたならばこのような⽣
態学的影響は回避できたのではないかと考えられる。

[2] 国内における天敵の⽣態学的影響事例
ア 国内におけるこれまでの天敵の放飼には、果樹の侵⼊害⾍防除を⽬的とし
た導⼊天敵の永続的利⽤例が多い。これまで数多くの放飼が⾏われているに
もかかわらず、環境に順応して定着し永続的な防除に成功した例は多くな
く、導⼊天敵による何らかの環境影響が認められた事例（情報）は限られて
いる。永続的利⽤で影響が認められたとする事例としては、クリの害⾍クリ
タマバチに対する天敵として、中国から導⼊されたチュウゴクオナガコバチ
が挙げられる。チュウゴクオナガコバチの定着に伴い⼟着種のクリマモリオ
ナガコバチが減少し、⼀部には低頻度ながら両種の中間型（雌の産卵管鞘の
⻑さが両者の中間を⽰すもの）が発⽣していることが確認されている。しか
し、これまでこの雑種が両種の個体群に有害影響を与えている徴候はみられ
ておらず、ごく限定的な範囲の⼩さな影響にとどまっているものと推察され
る。
イ 次に、天敵の⽣物農薬的利⽤の多くは、欧⽶諸国で実⽤化された製品をほ
ぼそのまま 導⼊しようとするものであり、我が国にはもともと⽣息していな
い外来種である。これ らの天敵については、放飼場所周辺で、⼀部の⼟着天
敵との競争や、施設内に放飼した 天敵の野外への拡散や他の園芸施設内での
寄⽣が確認されているものの、その放飼によ って何らかの有害影響が認めら
れたとする事例は我が国ではこれまでのところ皆無であ る。
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 このように、現状では我が国の天敵の放飼の場合には、諸外国の天敵の放
飼事例とは異なり、経済的な被害を与えたものは皆無であるばかりか、⽣態
系や⽣物相への有害影響も確認されていない。この理由の⼀つとして、我が
国の⽣物相が⽐較的豊かで様々な⼟着天敵の存在により、天敵⽣物⾃⾝の増
殖が抑制されている可能性が挙げられる。⼀⽅、根本的な問題として、農業
者及び研究者等にとっては害⾍の防除とその被害の軽減とが最⼤の関⼼事で
あるため、天敵の⽣態学的影響に対する関⼼が総じて低く、結果として天敵
の⽣態学的影響が⼗分に把握されていない可能性も否定できない。従って、
⽣態系への有害影響を未然防⽌するためには天敵を農薬として放飼する前に
的確な評価を⾏うことが必要である。
 
(3)天敵の特性と放飼環境の違いによる⽣態学的影響の違い
 天敵の⽣態学的影響は個別の案件ごとに判断されなくてはならないが、⼀
般的にはこれまでに得られた知⾒から、天敵の⽣物学的特性やその利⽤の相
違によって影響の内容・程度等に違いが認められる。
 
[1] 寄主範囲
天敵の寄主範囲の広狭と⽣態学的影響からみた危険度には関連があると考え
られる。つまり、天敵の寄主範囲が広ければ⽣態学的影響からみた危険度は
相対的に⼤きい。特に、寄主範囲内に希少種や有⽤⽣物種等が含まれる場合
は、有害影響を⽣じる可能性が⾼い。なお、天敵の寄主範囲にこのような種
が含まれるか否かは、⽂献等によって作成される寄主⽣物種のリストと、国
内のレッドデータブック等を対照することで判断できる。
 
[2] ⼟着天敵／導⼊天敵
 ⼟着天敵は放飼する地域に元々⽣息する⽣物であり、放飼を中⽌すれば元
の⽣息密度に復元すると考えられる。⼀⽅、導⼊天敵は放飼地域には通常み
られない⽣物種であり相対的に⽣態学的影響が⼤きい可能性があることが考
慮されなければならない。
 
[3] 永続的利⽤／⽣物農薬的利⽤
 永続的利⽤と⽣物農薬的利⽤との違いは天敵⽣物の定着を前提として放飼
するか否かによる。⼀般に放飼した天敵が定着しなければ有害影響の可能性
は低いため、⽣物農薬的利⽤は⽣態系に有害影響を与える可能性は相対的に
低いと考えられる。しかし、種によっては⽣物農薬的利⽤でも我が国に定着
する可能性があるため、⽣態学的影響の観点からは、両者を区別して考える
必要はない。
 
[4] 植⾷性天敵（雑草防除⽤）／⾮植⾷性天敵（害⾍防除⽤）
 これまでの天敵導⼊に関する知⾒から、植⾷性天敵と⾮植⾷性天敵では、
潜在的有害性は植⾷性天敵がより⼤きいと考えられる。雑草防除への利⽤は
原則として単⾷性の植⾷性天敵に限定すべきであろう。
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II 天敵農薬の環境影響評価ガイドライン

１．天敵導⼊に当たっての事前評価の仕組み

(1)事前評価の考え⽅
⼀般に化学物質のリスク評価では、そのものの有害性と暴露量を組み合わ

せてリスクを定量的に評価することが⾏われる。しかし、移動性と増殖性を
有する天敵の事前評価においては、⾮標的⽣物や⽣態系への有害性や暴露量
を、正確に、定量的に把握することは容易ではない。このため、天敵の農薬
登録の事前評価においては、天敵の定着性と⾮標的⽣物や⽣態系への有害影
響に関して得られる情報を基に、実際に有害影響を⽣じる可能性があるか否
かを検討することになる。天敵の有害性に関する情報は、利⽤可能な⽂献情
報や実⾏可能な試験により⼊⼿する。

(2)段階的調査・評価⽅法の採⽤
我が国では、化学合成農薬の登録申請に際しては、全ての農薬について、⼀
律の毒性試験データの提出を求めているが、微⽣物農薬については、⽣物学
的な特徴に応じあらかじめ⼈の健康等への影響を予想することが可能な場合
があり、予測される⼈の健康リスクと環境影響の程度に応じ、試験に要する
時間と費⽤も考慮して、段階的な評価⽅法（ある段階の試験で有害影響が確
認されない場合は、それ以上の試験が要求されない⽅式）を採⽤している。
この段階的⽅法は、諸外国では化学合成農薬の⽣態系に及ぼす影響や環境中
予測濃度等を求めるための試験系やこれらの結果を基にしたリスク評価に採
⽤されている考え⽅であり、天敵農薬に係る環境影響の事前評価でも採⽤す
ることとする（資料１）。

２．影響評価のために必要な情報

(1)把握すべき情報
まず、申請者等が事前評価を⾏うに当たって、把握すべき情報の内容とその
把握⽅法が明らかにされなければならない。中でも、原産地等における天敵
⽣物の⽣態学的特性、寄主範囲等に関する⽂献や野外観察等による天敵⽣物
の特性に関する情報が最も重要である。

[1] 情報の内容
天敵の事前評価を⾏うに当たって必要な情報には、以下に掲げる、天敵⽣

物、標的害⾍・雑草、⾮標的⽣物、⽣態学的影響の分析等に関する情報が含
まれる。

ア 天敵⽣物に関する情報
a 分類学上の位置付け
b 原産地、分布等
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c 地域個体群の分布（国内に⽣息する種に限る）
d ⽣物学的特性
・⽣態特性〔⽣息場所、繁殖特性（⽣殖様式・能⼒）、寄⽣・捕⾷習性、発
⽣時   期〕
・越冬の可能性（温度耐性、休眠の有無）
・他の⽣物との相互作⽤（寄主範囲、捕⾷範囲、競争種、⾷物網）
・上記を踏まえた⽣活史のまとめ
e 野外での⽣存・増殖能⼒を制限する要因
f 諸外国における登録等に関する資料（海外からの導⼊種に限る）
g 諸外国で導⼊後に⽣じた問題事例（海外からの導⼊種に限る）

イ 標的害⾍・雑草に関する情報
a 経済的重要性（被害の程度）
b 標的害⾍・雑草の防除による便益
c 既存の防除法
d 地理的分布及び⽣息域
e 標的害⾍の寄主植物等
f 野外での⽣存を制限している要因
g 導⼊天敵による防除の効果
h 標的害⾍・雑草の天敵相

ウ ⾮標的⽣物種に関する情報
a 希少種、導⼊天敵の近縁種、標的⽣物の近縁種、キーストーン種、シンボ
ル種、⼟  着・既存天敵の有無
b 天敵により影響（寄⽣、捕⾷、競争）を受けうる⾮標的⽣物種の分布、⽣
息場所、  発⽣消⻑、⽣活史

エ 天敵⽣物による⽣態学的影響の分析に関する情報
a ⾮標的⽣物及び環境⼀般に起こりうる潜在的な影響要因の特定及びリスク
分析
b 天敵の放飼⽅法、放飼場所

[2] その他関連する項⽬
ア 天敵の増殖及び管理⽅法
イ その他

(2)把握⽅法
上記の情報は、基本的には国内外の⽂献、野外観察等により得られる。な
お、これらの情報の収集に当たっては、⼊⼿可能な最新の⽂献、資料等を活
⽤する。

(3)補完試験（室内・ケージ）
[1]考え⽅
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既存の⽂献⼜は資料が不⼗分な場合、あるいは天敵⽣物と地域の⽣物相互の
関係を実証する必要がある場合は、必要に応じて上記 (1)の情報を補う試験
を実施する。この場合、事前評価を終了するまで、天敵⽣物の野外放飼は避
けるべきである。従って試験は、隔離された研究室や温室、ケージ等で実施
する必要がある。

[2]試験法
既存の⽂献⼜は資料からの情報を補完する試験の項⽬及び試験⽅法は場合

により異なってくるため、普遍的な試験法は設定しがたい。個々の事例に合
わせ試験⽅法を⼯夫する必要がある。資料２に寄主特異性試験及び休眠性試
験の⼀般的な⽅法を⽰す。
 寄主特異性試験のうち雑草防除⽤天敵に関するものについては、標準的な
試験法がＦＡＯの外来⽣物的防除資材の輸⼊と放飼に関する取扱規約のため
の技術指針（以下技術指針と略記）に詳述されている。⼀⽅、害⾍防除⽤天
敵については実験室内における試験で多くの偽陽性が出ることが⼀般に認め
られている。そのため、技術指針においても⼀般的な原則を⽰すに留まって
おり、現在様々な機関が検討を進めているところである。資料２には雑草防
除⽤天敵に関する試験の⽅法として、技術指針に⽰された試験⽅法を⽰す。
また、害⾍防除⽤天敵については、試験及びその結果の考え⽅を⽰す。な
お、害⾍防除⽤天敵について実際に寄主特異性試験を実施してその結果に基
づいて天敵の導⼊を検討した事例を参考資料に添付する。

(4)情報・試験結果の整理
⽂献情報の場合は当該情報が掲載されている⽂献名等、その出典を明らかに
⽰す。試験結果の場合はその実施⽅法や試験時期等、その妥当性が明らかに
できるように整理する。

３．事前評価

(1)評価項⽬の抽出
[1] 評価項⽬を選定する際の考え⽅
評価は、「２．影響評価のために必要な情報」に基づき、天敵の定着性と、
⾮標的⽣物や⽣態系への有害性を勘案して⾏う。
 有害性の評価項⽬は、保全すべき対象の重要度と、天敵による影響の内
容・程度に応じて抽出される。具体的には、天敵により影響を受けるとみら
れる⾮標的⽣物の範囲を特定した後、その範囲に含まれる⽣物種の重要度か
ら、希少種、有⽤⽣物種、それ以外の⾮標的⽣物種に区分してそれらに対す
る影響の評価を⾏う。

[2] 定着性に関する考え⽅
導⼊天敵の定着性を左右する条件として、気候条件、⾷物条件、他種との

関係（競争種もしくは捕⾷者・寄⽣者）等の要因が重要である。
 ⼀般的には導⼊天敵が我が国の⾃然環境下で定着できなければ、有害影響

012



の発⽣が回避できると考えられる。しかし、希少種や有⽤⽣物種への攻撃や
⼟着種との交雑の進⾏（交雑個体頻度の増加）の⾯では、導⼊天敵が定着で
きなくても問題を⽣じる可能性がある。従って、これらの影響については、
天敵の放飼数が多く、連続的に放飼が⾏われる場合には、定着性の有無とは
関係なく有害影響に関する評価をすべきである。

[3] 有害影響に関する評価項⽬
天敵導⼊による有害影響としては、希少種、有⽤⽣物（蚕、ミツバチ）、

それ以外の⾮標的⽣物種（キーストーン種、シンボル種、⼟着天敵、既存天
敵等を含む）への有害影響、近縁の⼟着種との交雑、農作物に対する有害影
響等が挙げられる。これらの影響は直接的あるいは間接的に⽣じる。

a.希少種
希少種への直接的有害影響の有無は、導⼊天敵の寄主または捕⾷範囲に希

少種が含まれているか、天敵と希少種との⽣息環境及び発⽣時期が重なる
か、あるいは希少種との競争がみられるかにより評価する。⼀⽅、導⼊天敵
が希少種に直接的な有害影響を与えない場合であっても、希少種が標的⽣物
と共進化の関係にある場合には、標的⽣物の減少により希少種の絶滅が起こ
る可能性もある。また、導⼊天敵に、標的⽣物に近縁の希少種を加害する系
統が発⽣することにより、希少種に有害影響を与える可能性もある。従っ
て、これらの点についても評価する必要がある。

b.有⽤⽣物（蚕、ミツバチ等）
経済的に重要な有⽤⽣物（蚕、ミツバチ等）に対する直接的有害影響の有

無の評価では、まず攻撃範囲に有⽤⽣物が含まれているか否かを調べる。攻
撃範囲に有⽤⽣物が含まれている場合は、通常の使⽤⽅法で有⽤⽣物に対し
経済的損失を与えるレベル以上の影響を⽣じるか否かを検討して評価する。

c.それ以外の⾮標的⽣物種
希少種や有⽤⽣物種以外の⾮標的⽣物種にはキーストーン種のように⽣態

学的に重要な種やシンボル種のように地域環境に⼤事であると認識されてい
る種が含まれている。また、⼟着天敵や既存天敵も含まれる。これらの⾮標
的⽣物種は希少種に⽐較して個体数が多いと考えられるため、導⼊天敵に直
接攻撃されても、天敵が定着しない場合には重⼤な影響には⾄らないと考え
られる。従って、導⼊天敵の⾮標的⽣物種への有害影響の有無については、
導⼊天敵が定着する場合について、天敵の攻撃（寄⽣、捕⾷、競争）範囲に
キーストーン種、シンボル種等を含む⾮標的⽣物種が含まれているか、これ
らの⽣物の⽣息環境及び発⽣時期が重なるかにより評価する。また、⼟着天
敵、既存天敵については、攻撃の結果、著しい有効性の低下や安定的な⽣息
域の制限が⽣じるか否かにより評価する。また、攻撃範囲にこれらの⾮標的
⽣物種が含まれていない場合であっても、標的⽣物の防除によってこれらの
⾮標的⽣物種の著しい減少を招く等、間接的な影響が想定されるか否かにつ
いても検討して評価する。
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 d.近縁の⼟着種との交雑
 近縁の⼟着種との交雑の有無は、我が国に交雑可能な⼟着種が⽣息してい
るか、我が国に⽣息している交雑可能な⼟着種の⽣息場所、繁殖時期、繁殖
システム等が導⼊天敵と重複しているかにより判断して評価する。
 
e.標的⽣物種（⼟着種に限る）の絶滅の可能性
 導⼊天敵により標的⽣物種が絶滅することにより、間接的に⽣態系に有害
影響を与える可能性がある。この点についても検討して評価する。
 
f.農作物に対する有害影響
 農作物に対する有害影響の有無の評価では、まず導⼊天敵が農作物を⾷害
する可能性があるか否かを調べる。また標的⽣物の防除⼜は⾮標的⽣物の減
少により他の害⾍・雑草を著しく増加させる可能性があるか否かを評価す
る。なお、植⾷性天敵の場合、標的雑草に近縁の栽培植物を加害する系統の
発⽣がないか否かも検討して評価する。
 
(2)評価の判断基準
 評価の判断基準としては、「⽣態系や⽣物相にとって重要な意味を持つ直
接⼜は間接的な有害影響が⽰唆されないこと」とすべきである。
 ア 希少種に対して寄⽣、捕⾷、競争、交雑等による直接的あるいは間接的
な影響が予想
される場合には導⼊を避ける必要がある。
 イ 有⽤⽣物については、経済的損失が⽣じる場合⼜は⼟着天敵等の有効性
を著しく低下 させる場合には、導⼊を避ける必要がある。 
 ウ その他の⾮標的⽣物種については、天敵が定着する可能性が⾼い場合、
直接的な要因 によりその⾮標的⽣物種の個体数の⼤幅な減少を引き起こすか
否かによって判定し､⼤ 幅な減少を引き起こす可能性が⾼い場合には、導⼊
を避ける必要がある。
 エ ⼟着種との交雑については、⼟着種に無視し得ない遺伝的影響をもたら
すおそれがある場合には導⼊を避ける必要がある。ただし､⼟着種と交雑する
ことだけで有害影響が ⽣じると判断することは適切ではない。
 オ 農作物については、天敵が農作物を⾷害する場合は導⼊を避ける必要
がある。また、間接的な要因により他の害⾍や雑草の著しい増加が予想され
たり、導⼊天敵に栽培植物を加害する系統が発⽣するなどにより経済的な損
失が⽣じる可能性がある場合にも、導⼊を避ける必要がある。
 
(3)リスク・便益の分析
以上の評価の結果、⼀定のリスクが想定される天敵の場合等においては、以
下のリスク・便益分析をも踏まえた評価を⾏うとともに、天敵の導⼊後のモ
ニタリング等で実際の影響の有無等を把握することが求められる。
 
[1] リスク・便益分析の考え⽅
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 ⼀般にリスク・便益分析は、得られる便益に対して負うべきリスクが受容
できるものであるか否かを判断するために⽤いられる。農薬のように便益と
リスクのバランスの下に利⽤されるものにおいては、その利⽤の可否の判断
にリスク・便益分析を⽤いることが有⽤である。特に天敵農薬のように、化
学合成農薬の代替防除⼿段として位置づけられるものについては、その利⽤
の可否の判断にリスク・便益分析が⼤きな意味を持ってくる可能性がある。
しかし、⽣態系へのリスクを便益と同じ尺度で計る⽅法は現在まだ確⽴され
ているとは⾔いがたい。また、天敵の便益と考えられる「慣⾏防除よりもリ
スクが低い」ことをどのように定量化するかという問題もある。実際、天敵
の利⽤実績が豊富な諸外国等における天敵導⼊に際するリスク・便益分析の
事例を調べたところ、リスクと便益を共通の尺度（⾦銭的価値）により定量
的に推定して⽐較しているケースは少なく、多くは定性的な記述にとどまっ
ている（表４）。また、リスクと便益を⾦銭的な価値により定量的に⽰して
いる例においても、定量化されているものは、その⼀部にしか過ぎない。
 したがって、天敵農薬のリスク・便益分析においては、リスクと便益の⼤
きさを定量的に計って⽐較するのではなく、それを環境影響評価の⼀部とし
て位置づけ、リスクと便益のうち可能な部分（例えば害⾍防除による便益）
については定量的評価を⾏いながら、それ以外の部分（例えば⽣態系へのリ
スク）については、定性的な分析を⾏うのが適当である。
 
[2] リスク・便益分析の⽅法
天敵導⼊による便益は主として害⾍の防除による便益と、慣⾏防除を⾏わな
いことの便益の⼆つに分けられる。標的⽣物の減少による経済的便益は、防
除しないことによる被害（標的⽣物による被害）を推定することにより定量
化が可能である。⼀⽅、慣⾏防除を⾏わないことによる便益は、慣⾏防除に
よるリスクに置き換えることが可能であるが、これを定量化することは困難
である。従ってこの部分については定性的な記述を⾏う。
 天敵導⼊に伴うリスクとしては、標的⽣物の減少による経済的被害（ある
場合）、有⽤⽣物への経済的被害、⽣態系への有害影響等が考えられる。こ
のうち、標的⽣物の減少による経済的被害及び有⽤⽣物への経済的被害を除
けば定量的評価は難しい。したがって、定量的な評価が出来ない部分（⽣態
系への有害影響等）については、定性的な評価を⾏う。
 
 
III 評価の実施と導⼊後の監視
 
１．評価体制
個々の天敵⽣物の環境影響評価を⾏うに当たっては、専⾨的かつ科学的な観
点からの検討が必要であり、学識経験者等で構成する評価グループによるエ
キスパートジャッジメントの仕組みを導⼊すべきである。
 
２．導⼊後のフォローアップについて
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(1)放飼天敵の監視
現在、化学合成農薬等については、登録後のモニタリングは申請者の⾃主的
取組みによって⾏われている。しかし、天敵の放飼による⽣態学的影響につ
いては、科学的知⾒が乏しく、このことが事前評価にも不確実性を与えてい
る。このため、必要に応じて天敵農薬導⼊後のモニタリングやアンケート調
査が必要であり、また、これらの結果により、事前評価の結果の精度・信頼
性を検証することができる。
なお、これらの調査の実施に際しては、限られた⼈員、予算で的確に対処で
きるような仕組みが重要であり、その際の基本的考え⽅を整理すれば以下の
とおりである。
 
[1] 実施⽅法
 ア 代表的登録事例について、登録申請者がアンケート調査を⾏う。アンケ
ートにおいては、天敵の野外での定着、⾮標的⽣物への影響、その他の⽣態
学的影響について調べる。
 
イ 特別の事例、例えば、リスク・便益分析による評価を⾏ったものについて
は、登録を得ている申請者（製造・販売業者）が主体となってモニタリング
を⾏う。なお、天敵の環境影響評価の検証を⾏うために科学的知⾒の集積を
図る観点からのモニタリングについては、⾏政の⼀定の関与が必要である。
 
ウ 調査の内容については、モニタリングの実施を決定した時点で専⾨家と相
談して計画を作成し、それに従って⾏うこととなるが、⼀般的には、調査ポ
イントを設置し、放飼場所の周辺における越冬、定着、事前評価でリスクが
⽰唆された⽣物種に対する影響等の有無について野外観察により⾏う。影響
が確認されればさらに範囲を拡⼤し実態を把握する。
 調査の期間についても事前に策定した計画に従うこととなるが、基本的に
は、モニタリング結果に基づき有害影響がその後の⻑期間にわたって⽣じな
いであろうと判断できる期間とする。
   天敵農薬の具体的なモニタリング⽅法と⽣態系への影響のモニタリング
の考え⽅を資料３に⽰す。
 
[2] 結果の整理及び評価
得られたモニタリング等の結果を総合的に解析して、放飼後の当該天敵個体
群の推移を把握する。解析に当たっては、特に放飼天敵の定着と越冬の有無
をまず確認する。これらを含めて、現在及び将来の調査地域内での天敵の放
飼がどのような影響を与え、また与えうるかを判断して結果をとりまとめ
る。
 
[3] 調査結果の公開
モニタリング等の結果は、広範な層の関係者に注意を喚起し、さらにより多
くの正確な情報を⼊⼿するためにも有⽤である。したがって、モニタリング
の結果は学会誌等の学術雑誌に発表する等、公開に努める必要がある。この
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過程を踏むことが、今後のモニタリングをより効率的に実施するための有効
な⼿段となる。

[4] モニタリング事例による評価⼿法の向上
今後、これらの調査で得られた情報を蓄積し解析することによって、モニタ
リング⼿法の向上とともに、導⼊天敵が種構成や⽣態系等に及ぼす影響に関
する知⾒を充実させ、評価基準の作成など事前評価⼿法の精度向上に結びつ
けることが可能である。こうした観点から、データの整理を⾏うとともに、
事前評価の内容や考え⽅との相違点などを検証することが重要である。

(2)影響防⽌の措置
当該天敵農薬の製造・販売⼜は使⽤に携わる者は、⾮標的⽣物等に有害影

響の発⽣を確認した時には販売・放飼を中⽌するとともに国及び都道府県等
の環境部局⼜は農業部局に連絡するものとする。⾏政当局は、この事実を把
握し有害影響の防⽌のために必要な措置を検討する。

IV おわりに

 以上の天敵農薬に係る環境影響評価ガイドラインは、現時点における科学
的な知⾒に基づき作成されたものであるが、今後の調査・研究の進展等によ
って新たな科学的知⾒が得られた場合にはそれらを踏まえより適切なものと
なるよう⾒直しを⾏う必要がある。このほか、今後の取組みが必要な事項も
しくは課題を次のとおりまとめた。

[1] 個々の天敵⽣物に係る⽣態学的影響を的確に評価するために、専⾨家グ
ループの設置等評価体制を整備する必要がある。

[2] 天敵⽣物の⽣態学的影響の評価に必要な⽂献調査等が円滑に実施できる
よう、マニュアルの作成、データや情報へのアクセスの改善等、条件整備に
努める必要がある。

[3] 国は、都道府県、⼤学、研究グループ等と連携しつつ、天敵農薬の利⽤
者の協⼒の下、放飼された天敵農薬のモニタリング体制の構築に努めるとと
もに、定期的なアンケート調査やモニタリング等を実施する必要がある。ま
た、⺠間企業等に対しては、適切なモニタリングが効率的に実施できるよう
に情報の提供、調査への⽀援等を⾏う必要がある。

[4] リスク・便益分析に関し､最近、環境の価値を定量的に評価するための
様々な⼿法が開発されている。しかし、その計算過程には未だ多くの不確実
性が含まれており、今後、リスクと便益を共通の尺度で測定するための⼿法
の研究、開発がさらに⾏われる必要がある。

[5] 我が国の⽣態系・⽣物相への有害影響を未然に防⽌するために、諸外国
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における規制の動向等を踏まえつつ、天敵⽣物を含む外来⽣物を輸⼊する際
に当該⽣物による⽣態学的影響を事前に評価するためのシステムの検討が必
要である。
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- 4 -

表１ 我が国における天敵の永続的利用 １）

天敵名 種別 対象害虫名 対象作物 導入源 年代 結果※

ﾍﾞﾀﾞﾘｱﾃﾝﾄｳ 捕食者 ｲｾﾘﾔｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｶﾝｷﾂ 台湾 成功1911
( ) ( )Rodolia cardinalis Icerya purchasi

ｺｶﾞﾈｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ﾙﾋﾞｰﾛｳｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｶﾝｷﾂ ｱﾒﾘｶ 失敗, 1924
( ) ( ,Scutellista cyanea Ceroplastes ｶｷ ﾁｬ
ｺｶﾞﾈｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ｱﾒﾘｶ 失敗rubens) 1932-38
( )Moranila californica
ﾂﾔｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ｱﾒﾘｶ 失敗1932
( )Aneristus ceroplasta
ﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ｱﾒﾘｶ 失敗1932-38
( )Mycroterys kotinskyi
ﾙﾋﾞｰｱｶﾔﾄﾞﾘｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 九州 成功1948
( )Anicetus beneficus

ｼﾙﾍﾞｽﾄﾘｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ﾐｶﾝﾄｹﾞｺﾅｼﾞﾗﾐ ｶﾝｷﾂ 中国 成功1925
( ) (Encarsia smithi Aleurocanthus
ﾃﾝﾄｳﾑｼの一種 捕食者 中国 失敗spiniferus) 1925
( sp.)Catana

ﾜﾀﾑｼﾔﾄﾞﾘｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ﾘﾝｺﾞﾜﾀﾑｼ ﾘﾝｺﾞ ｱﾒﾘｶ 成功1931
( ) (Aphelinus mali Eriosoma

lanigerum)

ｺﾏﾕﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ｳﾘﾐﾊﾞｴ ｽｲｶ 台湾 不明, 1932-34
( ) (Opius fletcheri Zeugodacus ﾆｶﾞｳﾘ

cucurbitae)

ﾂﾔｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｶﾝｷﾂ ｱﾒﾘｶ 失敗1955
( ) (Aphytis lingnanensis Unaspis

yanonensis)
ﾔﾉﾈｷｲﾛｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 中国 成功1980
( )Aphytis yanonensis
ﾔﾉﾈﾂﾔｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 中国 成功1980
( )Coccobius fulvus

ｸﾘﾏﾓﾘｵﾅｶﾞｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｸﾘﾀﾏﾊﾞﾁ ｸﾘ 日本 失敗1955
( ) (Torymus beneficus Dryocosmus
ﾁｭｳｺﾞｸｵﾅｶﾞｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 中国 失敗kuriphilus) 1975
( ) 1979,81Torymus sinensis 成功

ﾁﾘｰｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ ｼﾞｬｶﾞｲﾓ チリ 失敗1956
( ) (Copidosoma desantisi Phthorimaea ﾀﾊﾞｺ
ｳﾙｸﾞｱｲｼﾞｬｶﾞｲﾓｶﾞ operculella)

ﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｲﾝﾄﾞ 不明1966
( )Copidosoma koehleri

ﾊﾗｱｶﾊﾊﾞﾁﾔﾄﾞﾘﾋﾒﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｶﾗﾏﾂﾊﾗｱｶﾊﾊﾞﾁ ｶﾗﾏﾂ ｶﾅﾀﾞ 不明1984
( ) (Olesicampe benefactor Pristiphora

erichsoni)

ﾀｺｿﾞｳﾁﾋﾞｱﾒﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｱﾙﾌｧﾙﾌｧﾀｺｿﾞｳﾑｼ ﾚﾝｹﾞ ｱﾒﾘｶ 不明1988-89
( ) ( )Bathyplectes curculionis Hypera postica
ﾖｰﾛｯﾊﾟﾊﾗﾎﾞｿｺﾏﾕﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｱﾒﾘｶ 不明1988-89
(Microctonus aethiopoides)

1) . (1997)村上陽三：クリタマバチの天敵 九州大学出版会
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※ 全て侵入害虫である
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表２ 我が国における天敵の生物農薬的利用

天敵名 種別 防除対象害虫名 対象作物 導入源 導入年 備考

生物農薬的利用の試みられたもの１）

ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾔﾄﾞﾘﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｸﾜｺﾅｶｲｶﾞﾗﾑｼ ﾅｼ ﾘﾝｺﾞ 日本 失敗, 1963
( ) 70Pseudaphycus malinus －

ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 捕食者 ﾊﾀﾞﾆ類 ｲﾁｺﾞ ｱﾒﾘｶ 成功, 1969-
( )Phytoseiulus persimilis ｶｰﾈｰｼｮﾝ他 ｵﾗﾝﾀﾞ

ﾂﾔｺﾊﾞﾁの一種 寄生蜂 ﾔﾉﾈｶｲｶﾞﾗﾑｼ ｶﾝｷﾂ 香港 失敗1974
( ) 75Aphytis lingnanensis －

ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ ﾄﾏﾄ ｲｷﾞﾘｽ 成功1976-
( )Encarsia formosa ｵﾗﾝﾀﾞ

登録されている天敵農薬 登録年

ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 捕食者 ﾊﾀﾞﾆ類 ｲﾁｺﾞ ｵｵﾊﾞ ｵﾗﾝﾀﾞ トーメン, 1995
( , ( )Phytoseiulus ｷｭｳﾘ ﾅｽ ｽﾊﾟｲﾃﾞｯｸｽ

persimilis)

ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ ｷｭｳﾘ ﾄﾏﾄ ｵﾗﾝﾀﾞ トーメン, 1995
( ) )Encarsia formosa ﾀﾊﾞｺｺﾅｼﾞﾗﾐ ﾄﾏﾄ （ｴﾝｽﾄﾘｯﾌﾟ

ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 捕食者 ﾊﾀﾞﾆ類 ｲﾁｺﾞ ｲｷﾞﾘｽ ﾄﾓﾉｱｸﾞﾘｶ1996
( ( )Phytoseiulus ﾁﾘｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆﾊﾟｯｸ

persimilis) ( PP)ﾄﾓﾉｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ

ｵﾝｼﾂﾂﾔｺﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｵﾝｼﾂｺﾅｼﾞﾗﾐ ﾄﾏﾄ ｲｷﾞﾘｽ ﾄﾓﾉｱｸﾞﾘｶ1997
( ) ( EF)Encarsia formosa ﾄﾓﾉﾂﾔｺﾊﾞﾁ

ｲｻｴｱﾋﾒｺﾊﾞﾁ ﾊﾓｸﾞﾘｺﾏﾕﾊﾞﾁ 寄生蜂 ﾏﾒﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾄﾏﾄ ｵﾗﾝﾀﾞ トーメン, 1997
( ( )Diglyphus isaea, ﾏｲﾈｯｸｽ

Dacnusa sibirica)

ｼｮｸｶﾞﾀﾏﾊﾞｴ 捕食者 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｷｭｳﾘ ｵﾗﾝﾀﾞ トーメン1998
( ( )Aphidoletes ｱﾌｨﾃﾞﾝﾄ

aphidimyza)

ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ 寄生蜂 ｱﾌﾞﾗﾑｼ類 ｲﾁｺﾞ ｷｭｳﾘ ｵﾗﾝﾀﾞ トーメン, 1998
( ) ( )Aphidius colemani ｱﾌｨﾊﾟｰﾙ

ｸｸﾒﾘｽｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ 捕食者 ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ﾅｽ ｷｭｳﾘ 日本 日本化薬, , 1998
( )Amblyseius cucumeris ﾋﾟｰﾏﾝ トーメン

ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ｲﾁｺﾞ ﾋﾟｰﾏﾝ ｸｸﾒﾘｽ, ( )

ｺﾚﾏﾝｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ 寄生蜂 ﾜﾀｱﾌﾞﾗﾑｼ ｲﾁｺﾞ ｲｷﾞﾘｽ ﾄﾓﾉｱｸﾞﾘｶ1998
( ) ( AC)Aphidius colemani ﾄﾓﾉｱﾌﾞﾗﾊﾞﾁ

ﾅﾐﾋﾒﾊﾅｶﾒﾑｼ 捕食者 ﾐﾅﾐｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ﾋﾟｰﾏﾝ 日本 住友化学1998
( ) ( )Orius sauteri ﾐｶﾝｷｲﾛｱｻﾞﾐｳﾏ ｵﾘｽﾀｰ

1) . (1997)村上陽三：クリタマバチの天敵 九州大学出版会
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表３ 海外における導入天敵の生態学的影響事例

導入生物名 防除対象生物 導入国 有害な生態学的影響等
（原産国） （導入年）

グンバイムシ ランタナ ウガンダ 後年栽培されるようになったゴマ（ Sesamum
Teleonemia scrupulosa Lantana camara indicum（ ） を食害．長期的な被害はない

（メキシコ）

cuctus moth ,ウチワサボテン 西インド諸島 自力で北方に移動し 米国フロリダ州に侵入．
Cactoblstis cactorum Opuntia Opuntia（ ） ( 年) 絶滅危惧種を含む米国土着の 種を攻撃spp. 1957

寄生蜂の一種 カイガラムシの一種 米国 既存の導入天敵 にも寄生Metaphycus lounsburyi .
Quaylea whittier M. lounsburyi black scale( ) ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 の有効性が低下

アブラバチの一種 アブラムシの一種 米国 防除の成功後，別のアブラムシ Callaphis
Trioxys pallidus Chromaphis juglandis（ ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 が害虫として登場

（イラン） )juglandicola

ヤドリバエの一種 フィジー 防除対象のガは 年代には絶滅に近い状態にcoconut moth 1940
Bessa remota Levuana（ ( 年) なった．1925

（マレーシア） ) 防除対象外のマダラガの一種 がiridescens Heteropan dolens
絶滅

ヤドリバエの一種 ミナミアオカメムシ 米国 土着のカメムシ および が急Coleotichus Oechalia
Trichopida pilipes Nezara viridula Murgantia histrionica( ） ハワイ州 激に減少．外来のカメムシ

および ( 年) とその寄生者である も，導1962 Trissolcus murgantiae
タマゴクロバチの一種 入種の増加に伴い姿を消した .

Trissolcus basalis Oechalia の減少原因が導入天敵かどうかは不明 .
一方 は代替寄主になりうる, Coleotichus

ヤドリバエの一種 ヨトウムシ 米国 導入種により 種の昆虫が絶滅したとする研16
Lespesia archippivora ハワイ州 究者あり．別の研究者は攻撃を受けたのは芝生

等の害虫のヤガの一種（ ）のみAgrotis crinigera
としているが，彼も導入種が 種の土着の鱗10
翅目を攻撃したことを記録

ナナホシテントウムシ アブラムシ 米国 年に米国での定着を確認．クホシテント1973
Coccinella C. nobemnotata( 年) ウ（ ）等の土着種を駆逐し，これ1958

septempunctata に置き変わっている可能性がある

ナミテントウ アブラムシ 米国 未放飼のオレゴン州で定着． 年～ 年1993 1994
Harmonia axyridis ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 にはオレゴン州で大発生し，樹木上の全テント

ﾜｼﾝﾄﾝ州等 ウムシ類の ％を占めた70

ツマアカオオテントウ コナカイガラムシ 南アフリカ ウチワサボテン（ ）の防除のためにOpuntia spp.
Cryptolaemus Dactylopiusモーリシャス 導入されたコチニールカイガラ(

montrouzieri spp.) を捕食し効果を低下させている

ハムシの一種 毒性をもつオトギリ 米国 雑草防除後，別の侵入雑草であるヤグルマソウ
Chrysolina Centaurea maculosaソウの一種 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州 の一種（ ）が優占 また導入.

quadrigemina Hypericum（ 種に，主要な寄主でないヨーロッパ産の鑑賞用
（ヨーロッパ） ） 植物 で生存可能な系統が発生perforatum H. calycinum

ゾウムシの一種 雑草性のアザミ 北米 ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州の土着アザミ（ ) で増殖．Cirsium
Rhinocyllus conicus この属のアザミのうちの３種は希少種. 防除対

（ヨーロッパ） 象生物により天敵の個体数が高く維持されてい
る場合，防除対象外の希少土着種に有害影響を
生じる可能性あり
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表４ 諸外国等における天敵導入に際するコスト（リスク）・便益分析

事 例 コスト（リスク） 便 益 備 考

ＦＡＯ 天敵導入によるリスク 害虫の経済的，環境的影響 ・金銭に換算した定量１）

・非標的生物への有害影響 ・作物の被害 的評価を勧めている

米国 生物的防除に伴う環境影響 生物的防除を行わない場合 ・定性的記述２）

・非標的生物への影響 の影響

・標的生物の防除による影響 ・標的生物による影響

・標的生物の土着の天敵に対 ・慣行防除による影響

する影響

オースト 防除することによる害 防除しないことによる害 ・主として定性的記述

ラリア ・環境への有害影響 ・標的生物による被害 ・標的生物の減少によ３）

・ヒトへの経済的影響 代替法により防除すること る経済的便益と標的

・その他の有害影響 による害 生物を失うことによ

防除資材による害 る経済的被害の定量

・非標的生物への有害影響 的な比較を含む

・慣行防除への有害影響

・経済的有害影響

・その他の有害影響

ニュージー 防除資材の社会的，環境的， 便益 ・主として定性的記述

ランド 経済的コスト ・標的生物による被害 ・引用文献中に金銭に４）

・ヒトへの有害影響 ・化学農薬の利用の減少 換算した定量的記述

・社会的な負の認識 がある模様

・環境への有害影響

・防除実施費用

米国 ・導入に伴う費用 ・標的生物による被害 ・定性的な記述５）

Carruthers ら ・非標的生物への影響 ・慣行防除による影響

米国 ・防除に伴う費用 ・標的生物による被害 ・定性的な記述６）

Lockwood ・標的生物が与える便益 ・慣行防除による影響

１） IIBC: Technical Guidelines in support of the FAO Code of Conduct for the Import and Release of Biological Control Agents.

1995
２）APHIS, USDA: Field Releases of a Nonindigenous Species Walker for Biological Control of Ash( )Encarsia inaron

Whitefly. Environmental Assessment. September 1994.
３）Bureau for Resource Sciences: Rabbit Calicivirus Disease. A report under the Biological Control Act 1984. August 1996.
４）Syrett, P. et al.: Introduction of Coleoptera: Chrysomelidae into New Zealand for biological controlGonioctena olivacea( )

of broom, An Importation Impact Assessment prepared for Broom Action Group, MAF RegulatoryCytisus scoparius.

Authority. June, 1997.
５）Carruthers, R.I. and Onsager, J.A.: Perspective on the use of exotic natural enemies for biological control of pest grasshoppers

( )Orthoptera: Acrididae . Environmental Entomology, 22, 885903, 1993.
６）Lockwood, J.A.: Benefits and costs of controlling rangeland grasshoppers Orthoptera: Acrididae with exotic organisms:( )

search for a null hypothesis and regulatory compromise. Environmental Entomology, 22, 904914, 1993.
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資料 １ 天敵農薬の環境影響評価

情報調査

天敵生物に関する情報

a.分類学上の位置づけ
b.原産地、分布等
c.地域個体群の分布（国内生息種）
d.生物学的特性
・生態特性 〔生息場所、繁殖特性（生殖様式・能力）、寄生・捕食習性、発生時期〕
・越冬の可能性（温度耐性、休眠の有無）
・他の生物との相互作用（寄主範囲、捕食範囲、競争種、食物網）
・上記を踏まえた生活史
e.野外での生存・増殖能力を制限する要因
f.諸外国における登録等に関する資料（導入種）
g.諸外国で導入後に生じた問題事例（導入種）

標的害虫・雑草に関する情報

a.経済的重要性（被害の程度）
b.標的害虫・雑草の防除による便益
c.既存の防除法
d.地理的分布及び生息域
e.標的害虫の寄主植物等
f.野外での生存を制限している要因
g.導入天敵による防除の効果
h.標的害虫・雑草の天敵相

非標的生物種に関する情報

a.希少種、導入天敵の近縁種、標的生物の近縁種、土着・既存天敵、キーストーン種、
シンボル種の有無

b.天敵により負の影響（寄生、捕食、競争）を受けうる非標的生物種の分布、生息
場所、発生消長、生活史

天敵生物の生態学的影響の分析に関する情報

a.非標的生物及び環境一般に起こりうる潜在的な影響要因の特定およびリスク分析
b.天敵の放飼方法、放飼場所

その他関連する項目

a.天敵の増殖および管理方法
b.その他
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天敵農薬の環境影響評価の体系

申請者 当 局

天敵生物に関

する情報

追加調査 情報不十分 有害影響 有害影響なし 有 害 影 響

補完試験 評価 なしと判断

有害影響の

可能性あり

リスク・便益

分析

リスク・ リスク＜便益 条件付きで

便益評価 許容される

リスク≧便益

許容できない
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前頁より 天敵農薬の環境影響評価フロー（続き）

土着種 有Ｙ Ｙ Ｙ
交雑可能な Ｅ 生息場所，繁殖時期，繁殖 Ｅ 交雑個体に妊性が Ｅ

との交雑 土着種が生息 Ｓ システムが重複している Ｓ あるか？ Ｓ
しているか？ か？ 害

土着種との交雑について ＮＯ ＮＯ ＮＯ
は問題なし な

環
非標的 天敵生物が定着する可能性 Ｙ ・寄生／捕食，競争等により個体数の Ｙ
生物種 3) が高いか？ Ｅ 大幅な減少を引き起こす可能性があ Ｅ
へ の 境気候条件，食物， Ｓ るか？ Ｓ
有害影響 他種との関係 ・有効性を著しく低下させるか？

・安定な生息が制限されるか？
影

非標的生物種への有害影 ＮＯ ＮＯ
響については問題なし

Ｙ 響
Ｅ
Ｓ

農作物 天敵生物は農作物を食害するか？
へ の

有害影響 ＮＯ Ｙ Ｙ
Ｅ Ｅ

・標的 非標的生物の減少により，他の害虫 雑草 Ｓ 経済的損失を Ｓ/ /
を著しく増加させる可能性 えるか？

・標的雑草に近縁の栽培植物の加害系統の発生の
可能性

有害影響は ＮＯ ＮＯ
想定されない

３） ：キーストーン種，シンボル種等，土着天敵，既存天敵を含む。キーストーン種とは群集における生物間相互作用と多様性の要をなしている生物種である。キーストーン種と
しては上位の肉食動物や大型の草食種などが知られている。シンボル種とは，トンボやホタルのように，希少種ではないが，親しみを持たれているなどの理由で保全が望ま
しい，あるいは地域的な保護の対象となっている種。
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資料２  天敵⽣物の試験法（案）

１．寄主特異性試験
１．１ 雑草防除⽤天敵⽣物の場合
１．１．１ 試験の原則
１）対象植物種の選択
試験対象植物種の選択は、寄主となる植物と分類学的に近縁の種から徐々に
類縁関係の遠い種を供試する、分類学に基づく遠⼼的（centrifugal)⽅法を⽤
いる。この⽅法では、天敵⽣物が摂⾷や産卵をしなくなるまで、徐々に標的
雑草との類縁関係の遠い植物を⽤いる。さらに、以下の植物の試験も⾏う。
・作物、 鑑賞⽤植物及び⼟着の植物、 特にこれまでにその天敵に接触した
ことのないもの
・⽂献中でその天敵の寄主として記録された植物
・その天敵と同属の近縁種の寄主
・分類学的に近縁ではないが、標的雑草と表⾯構造や成分が類似している植
物

２）試験の種類
試験には、天敵⽣物に餌として試験植物しか与えない「1.1.2 ⾮選択摂⾷

試験」、通常の寄主を含む数種の植物を与える「1.1.3複数選択摂⾷試験」及
び「1.1.4 ⾮選択及び複数選択産卵試験」がある。試験は天敵が寄主植物を
選択する発育ステージを⽤いて⾏う。
○⾮選択摂⾷試験と複数選択摂⾷試験︓成⾍及び植物間を移動できる天敵の
幼⾍

○⾮選択及び複数選択産卵試験︓親が寄主植物に産卵し幼⾍がそこで摂⾷
する種（ハモグリ、⾍こぶをつくるもの、ある種の穿孔⾍、ある種の種⼦害
⾍）の成⾍を⽤いる。

３）試験の実施と判断
試験には植物全体を使うのが望ましい。
結果が疑わしい場合には、「1.1.5 半⾃然条件試験」を⾏う。
試験は切り取られた植物体の⼀部を使った「1.1.2 ⾮選択摂⾷試験」から

始め、陽性の結果が出た場合に植物全体を使った「1.1.3複数選択試験」を⾏
い、最終的に「1.1.5 半⾃然条件試験」というように段階的に⾏う。
 試験の結果、天敵⽣物が単⾷性でないことを⽰した場合には、⾮標的植物
に対するリスクが受容できるかどうかを考慮して最終判断を⾏う。
１．１．２ ⾮選択摂⾷試験（植⾷性天敵）
１）対象天敵⽣物

この試験が適⽤できる天敵⽣物は下記のものである。
・ガ、ハバチ及び甲⾍の⾃由⽣活（寄⽣的でも共⽣的でも定着性でもな

い）を送る幼⾍。可能な場合は孵化直後で摂⾷前の幼⾍を使う。
・甲⾍の成⾍、特にその幼⾍が植物の内部を摂⾷するもの。ただし甲⾍の成
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⾍は、 閉じ込められている場合、幼⾍より広い寄主範囲を持つことが多
い。
・外部から摂⾷し始めて茎や根に穿孔し、さらに茎の間を摂⾷しながら移動
するガや甲⾍の幼⾍。
・⾃由⽣活の吸汁性昆⾍。

２）試験装置
①外部から摂⾷する天敵⽣物

天敵⽣物を、切り出した植物体の⼀部、葉、花、果実などと共に個別に容
器（通常、ペトリ⽫）に閉じ込める。湿ったロ紙を敷いてもよい。また、供
試植物を⽔を張ったビンに⼊れて供したり、切り⼝を湿った薄紙にくるんで
防⽔性のプラスチック容器に納めて供することもできる。植物にクリップで
取り付けたケージに天敵⽣物を閉じ込める⽅法もある。
②吸汁性節⾜動物

天敵⽣物を容器に⼊れた適切な植物部分 (若枝、 花序、 果実など) の上に
置く。若枝あるいは花序は①と同様に準備する。植物にクリップで⽌め付け
たケージも利⽤できる。
③穿孔⾍

茎あるいは根の穿孔⾍は、⾃然条件下で寄主選択ができる発育ステージ
（⽳開けを始める１令幼⾍、あるいはある茎から別のものへと移動する後期
の令）がある場合にのみこの試験が⾏える。この条件が満たされない場合は
「1.1.4⾮選択及び複数選択産卵試験」を⾏う。天敵⽣物を供試植物（茎ある
いは根）に⽳を開けて⼊れ、個別にガラスビン中に⼊れる。必要な場合は、
供試植物から逃げ出さないように天敵⽣物を中に⼊れた後で⽳に栓をする。

３）供試植物
供試植物には健康で傷んでいないものを⽤い、なるべくその植物種の遺伝

的な変異を反映するようにする。また可能な場合は他の⽣物の混⼊を完全に
排除するよう、清浄な切り枝⼜は種⼦から温室内で⽣育させたものを⽤い
る。

４）試験⽅法
各試験には標的雑草を使った対照区を作り、対照区が正常に摂⾷されない

場合はその試験を繰り返す。第⼆の対照区として供試植物の代わりに、 ⽔、
または湿ったロ紙を⽤いて、⾷物なしで天敵⽣物の⽣存期間を調べる。容器
は、インキュベーターあるいは環境を調節した部屋等に置く。

５）検査項⽬
試験中、供試植物の⾷害量と天敵⽣物の⽣存を定期的に観察する。試験は

すべての天敵⽣物が死ぬまで、あるいは供試植物が完全に⾷べつくされるま
で続けることが望ましい。

６）結果の評価
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 葉上の⾷害痕を０－５の段階で記録する。１はかじった痕跡、５は通常の
摂⾷を表す。糞の⽣産量（これも０－５の段階で推定する）も葉上の⾷害や
穿孔⾍による摂⾷レベルの良い指標となる。他に摂⾷の指標がない場合は⽢
露（昆⾍が⽣産する）の⽣産量も吸汁性節⾜動物による摂⾷を⽰す。
 試験は各植物種について５－10個体を使って反復して⾏う。結果は摂⾷の
程度と死ぬまでの⽇数を⽰した表にまとめる。最⼩限摂⾷(例えば、 少しか
じったがそれ以上受け付けなかった) を超えて⾷害された植物については、
「1.1.3複数選択摂⾷試験」によりさらに調べる。
 
１．１．３ 複数選択摂⾷試験（植⾷性天敵）
１）試験⽅法
本試験は「1.1.2 ⾮選択試験」より⾃然条件に近いものである。植物が⼤き
すぎる場合等を除いて、通常植物全体を使って⾏う。
 清浄な、健康で傷んでいない植物のみを⽤いる。供試植物は通常の寄主植
物の他に少なくとも２種の植物を⼊れられるケージに置く。少数の天敵⽣物
（通常５－10頭、 ⼩さい⽣物の場合はさらに多数) を各ケージに⼊れ、 通
常の寄主植物で正常な摂⾷（あるいは⽣育、産卵など)が起こるまで監視す
る。
 
２）検査項⽬
 供試植物を⼗分に観察し、 必要に応じて解剖し、 ⾷害された葉の⾯積等
の適切な指標を⽤いて加害レベルを０－５段階で評価する。
 試験は５－10反復で⾏う。ケージは可能な限り均⼀な環境下に置く。光度
その他の物理的要因の相違による誤差を最⼩限にするために、供試植物の相
対的な位置を各反復毎に変える。
 
３）結果の評価
 通常の寄主植物で正常な摂⾷が起こらなければ結果は無効とみなす。この
試験で天敵⽣物に⾷害された植物については、「1.1.5半⾃然条件試験」でさ
らに調べる。
 
１．１．４ ⾮選択及び複数選択産卵試験（植⾷性天敵）
１）対象⽣物
  産卵により幼⾍の⾷物が決定される節⾜動物の天敵⽣物（例えば、ハモグ
リ、⾍こぶをつくるもの及びダニ）に対して⾏う。
 
２）試験⽅法
 天敵⽣物を適切な植物と共に死ぬまで閉じ込め、供試植物への産卵数を数
える。植物組織中に産卵する天敵⽣物については、産卵孔数のみでなく、植
物中に卵があるかどうかも確認する。
 
１．１．５ 半⾃然条件試験（植⾷性天敵）
１）試験⽅法
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⾃然条件下、または⾃然条件を再現するために鉢植えの植物を床⾯に配置し
た温室で⾏う。供試植物は野草の中へ規則正しく配置する。
 
２）検査項⽬
 供試植物を定期的に検査し、⾷害あるいは産卵の有無、産卵が⾏われた場
合は、次世代がどの⽣育段階にまで達したか、また成⾍になった場合には正
常な繁殖⼒が現れたかどうを評価する。
 
３）結果の評価
 天敵⽣物によって供試植物に均⼀な⾷害が⽣じた場合には試験が有効であ
ると判断する。
 この試験で、供試植物が天敵⽣物の正常な摂⾷及び⽣育を維持できること
が明らかになった場合は、その天敵⽣物の農薬としての利⽤を再考する必要
がある。
 
１．２ 害⾍防除⽤天敵⽣物の場合
１．２．１ 試験の原則
１）対象種の選択
・試験対象昆⾍種は通常野外より採取して使⽤する。
 ・天敵⽣物等が導⼊環境中に定着し、移動性も⾼いと考えられる場合に
は、天敵⽣物に暴露される可能性がある⾮標的昆⾍種の中から、遠⼼的⽅法
で試験対象昆⾍種を選択する。
 ・天敵⽣物の移動性が低い場合には、導⼊環境及びその近傍に⽣息する⽣
物で天敵⽣物の寄主となる可能性のあり得る⾮標的昆⾍種の中から試験対象
昆⾍種を選択する。
・経済的重要種にリスクの可能性がある場合は、このような種も試験対象に
含める。
 
２）試験の種類
 試験には、「⾮選択試験」及び「複数選択試験」がある。
 
３）試験の実施と判断
 捕⾷寄⽣者及び捕⾷者の寄主発⾒・受容⾏動は複雑であるため、あらかじ
め天敵⽣物の⽣活史に関する基本的な情報を⼊⼿する。寄主の受容は寄主が
いる宿主植物の物理・化学的特性や寄主の位置に影響を受ける。選択試験で
は野外で⾒られる条件に似せて、植物体と試験対象昆⾍を含む⼗分な⼤きさ
のケージを利⽤する。
 植⾷性天敵の種に⽐べて実験室条件下で正常に⾏動しないことが多く、多
くの偽陽性の結果を⽣じるため、「寄主特異性試験」で標的⽣物種以外の被
験昆⾍種が天敵⽣物の好適な寄主となることを⽰唆する結果が得られた場合
は、天敵⽣物により攻撃を受ける被験⽣物種と天敵⽣物の⽣息地、⽣息環
境、活動時期の⼀致等について、さらに注意深く検討する。
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１．２．２ 捕⾷寄⽣者に対する⾮選択及び複数選択産卵試験
１）試験⽅法
 天敵⽣物は標的⽣物（好適寄主）の正常な成⾍を餌として与えて飼育す
る。成熟した卵を持ち産卵の準備が出来ている天敵⽣物の成⾍を被験⽣物に
暴露させる。多くの捕⾷寄⽣者は成熟に花蜜と花粉を必要とするが、あるも
のは寄主を摂⾷させることも必要である。
 
２）検査項⽬
①⾏動観察
 天敵⽣物が被験⽣物に引きつけられるか、正常な産卵⾏動が⾏われるかに
注意して⾏動を観察する。
②産卵の確認
 暴露後、被験⽣物の⼀部を解剖して産卵の有無を確かめる。
③発育状況の確認
 残りは捕⾷寄⽣者の出現時期までおき、出現しなかった場合は解剖して、
卵が孵化したか、孵化した場合は幼⾍が内部に閉じ込められたのか死んだの
か、それが発育のどの段階で起こったかを調べる。また、被験⽣物及び標的
⽣物における捕⾷寄⽣者の⽣育を⽐較する。次世代の捕⾷寄⽣者が被験⽣物
から出現した場合は、通常の標的⽣物も⽤いて繁殖⼒の確認試験を⾏う。
 
３）結果の評価
 すべての結果を総合して、被験⽣物種が天敵の好適な寄主となりうるかに
ついて考察する。
 
１．２．３ 捕⾷者に対する⾮選択および複数選択試験
１）試験⽅法
 選択試験および⾮選択試験により被験⽣物を捕⾷者に暴露させ、被験⽣物
が天敵⽣物の好適な餌となりその⽣存を維持できるか、また、天敵⽣物の成
熟や産卵をおこさせうるかを調べる。
 試験は通常の餌（対照⽣物）を与えた天敵⽣物が繁殖し、対照⽣物を与え
た天敵⽣物と被験⽣物を与えた天敵⽣物の繁殖率を⽐較できる時点まで継続
する。
 
２）検査項⽬
①⾏動観察
 天敵⽣物が被験⽣物を捕⾷するかを観察する。
②繁殖率の⽐較
 対象⽣物を与えた天敵⽣物と被験⽣物を与えた天敵⽣物の繁殖率を⽐較す
る。
③⽣存パターンの⽐較
 異なる組み合わせの餌を与えたときの⽣存パターンを⽐較する。
 
３）結果の評価
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 すべての結果を総合して、被験⽣物種が天敵の好適な餌となり、その継続
的な存在を維持できるかどうかについて考察する。
 
 
２．休眠性試験
２．１ 適⽤範囲
  捕⾷性天敵で短⽇条件で休眠することが想定される場合に実施する。
 
２．２ ⽬  的
 天敵⽣物が環境に及ぼす影響を評価するために、天敵⽣物の休眠性の有無
を調査する。ここでは、捕⾷性天敵が短⽇条件下で休眠により我が国で越冬
する可能性を調べる。
 
２．３ 試験⽅法
 １）被験⽣物︓天敵⽣物
 
 ２）試験区構成
   処理区︓短⽇条件
   対照区︓⻑⽇条件
 
 ３）試験条件
 ① 成⾍休眠の場合
 所定の⽇⻑条件、恒温の条件で、天敵⽣物を卵から飼育する。幼⾍期間、
⼗分量の餌を与える。⽻化直後、雌雄成⾍を⼀対ずつ容器に収容し、交尾さ
せる。成⾍は⽻化前と同じ環境条件で⼗分量の餌と産卵対象物を与えて、産
卵前期間を越える所定の期間飼育する。各区について20個体以上で試験を⾏
う。
 
 ② 成⾍以外の発育態における休眠の場合
 所定の⽇⻑条件、恒温の条件で、天敵⽣物を卵から飼育する。幼⾍期間は
⼗分量の餌を与える。各区について20個体以上で試験を⾏う。
 
 ４）検査項⽬
 ① 成⾍休眠の場合
 所定期間飼育した後の雌成⾍の産卵能⼒の有無を、飼育中の産卵の有無⼜
は解剖による卵巣の成熟度により調査する。産卵を⾏わない、⼜は卵巣が成
熟していない個体は休眠個体と⾒なす。
 
 ② 成⾍以外の発育態における休眠の場合
 卵、幼⾍、蛹期間を調査する。ある発育態において、対照区と⽐べ⼤幅に
発育が遅延した個体は、休眠個体と⾒なす。 
 
 ５）結果の整理
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 休眠個体の⽐率を処理区と対照区で⽐較して、⼗分な差があった場合は、
休眠性有りと判断する。
 
３．交雑性試験
３．１ 適⽤範囲
  種間交雑が懸念される近縁種が想定される場合に実施する。
 
３．２ 交尾可能性試験
３．２．１ ⽬  的
 天敵⽣物が環境に及ぼす影響を評価するために，天敵⽣物の種間交尾の可
能性を調べる。
 
３．２．２ 試験⽅法
 １）被験⽣物︓天敵⽣物
 
 ２）供試試料
   天敵⽣物と同属近縁の種の雌雄成⾍。雌成⾍は未交尾の個体を供試す
る。
 
 ３）試験区構成
    処理区︓Ａ♂×Ｂ♀︔Ｂ♂×Ａ♀
    対照区︓Ａ♂×Ａ♀︔Ｂ♂×Ｂ♀
 ただし、Ａ︓天敵⽣物、Ｂ︓近縁種
 
 ４）試験条件
各組合せは20対以上で実施する。種間交尾を⾏わせるための実験条件（供試
⾍の⽇齢、実験容器、照明、温度等）は、天敵⽣物の飼育、増殖に当たって
得られている条件を参考にして、交尾に好適な条件を設定する。
 
 ５）検査項⽬
種内・種間交尾の頻度
必要に応じ、種間・種内における配偶⾏動（雄成⾍が交尾を試みた頻度と雌
成⾍の拒否⾏動の有無、交尾成功の頻度、交尾持続時間等）を記録する。
 
３．２．３ 結果の整理
検査項⽬に沿って成績を整理する。
 
３．２．４ 次の試験への進⾏
種間交尾の成功により次世代が得られた場合には「３.３ 交雑性試験」に進
む。
 
３．３ 交雑性試験
 １）被験⽣物︓天敵⽣物
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 ２）供試⽣物︓３．２における交尾雌の次世代
 
 ３）試験区構成
    処理区︓３．２における種間交尾によって得られる次世代の個体
    対照区︓３．２における種内交尾によって得られる次世代の個体
 
 ４）試験条件
３．２の組合せによる交尾雌の次世代２０個体以上を飼育する（交尾頻度が
低い等により次世代が２０個体に満たない場合は実⾏可能数）。飼育条件に
ついては、天敵⽣物と近縁種の発育・繁殖に関わる好適条件を参考に設定す
る。Ｆ１雌成⾍が得られた場合には、下記の組合せにより交雑可能性試験を
実施し、さらに５）に⽰す項⽬について調べる。
 産雄性単為⽣殖を⾏う天敵種︓ Ａ♂×Ｆ1♀
  Ｂ♂×Ｆ1♀
  その他の天敵種︓Ｆ1♂×Ｆ1♀
   ただし、Ａ︓天敵⽣物、Ｂ︓近縁種
 
 ５）検査項⽬
Ｆ１個体の成⾍⽻化数及び性⽐
Ｆ１雌成⾍が得られた場合、以下の項⽬について調べる。
産卵数並びにその次世代の⽻化成⾍数及び性⽐
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参考資料

参考資料１ オーストラリアのスズメバチ（ ）の生物的防除資材Vespula germanica, V. vulgaris

候補である捕食寄生者 （膜翅目 ヒメバチ科 の寄主特異性, : )Sphecophaga vesparum １）

１． の寄主特異性の調査と対象種の選択Sphecophaga vesparum

S. vesparum Sphecophaga( : ) Sphecophagina膜翅目 ヒメバチ科 は 族 属の１種１属の昆虫で２

亜種を含む。 は欧州原産でありスズメバチ科の 亜科にS. vesparum vesparum (Curtis) Vespinae

寄生するが 同じ 族の捕食寄生者の寄主である 亜科のどの種にも寄, Sphecophagina Polistinae

主としての記録はない。オーストラリアには土着の はいないが が少なくVespinae , Polistinae

とも 種生息している。このうち 種が南回帰線の南に分布し その分布域は対象害虫で36 12 ,

ある と の潜在的な分布域と重なると考えられる（オーストラリVespula germanica V. vulgaris

アでは両種とも外来種で，発見されたのは比較的最近である）。

試験対象種としては 上記のうち 年３月中旬に南クイーンズランド州の野外で容易に, 1989

入手できたもの または被害地域であるヴィクトリア州に多く生息しているものを選んだ。,

さらに土着のミツバチ科 の も用いた。試験時の対照としては(Apidae) Trigona carbonaria V.

germanica を用いた。

２．選択試験

試験対象種としては８種を用いた。換気できる 丸型プラスチック容器にスズメバチ1.5L

幼虫の入った巣を入れ 成熟段階の異なる幼虫が混在 成虫は加えなかった そこに羽化し( , ) ,

たばかり を加えた。容器には試験種と対照種である を共に入れて試S. vesparum V. germanica

験した。 日後，ハチがすべて巣から出てきた段階で捕食寄生者の蛹の数を数えた。試験11

は各種類で２～６反復行った。

３．無選択試験

試験対象種として標的害虫の現在の分布域に重なる土着のスズメバチのうち，最普通種で

ある および の２種を用いた。 の多くは地中Polistes humilis humilis Ropalidia plebeiana Vespula

に巣を作るが 土着のスズメバチの多くは樹木に巣を作るため 双方の巣の場所が選択試験, ,

のように接近している可能性は低い。従って無選択試験の方が野外での寄生の機会をより正

確に反映すると思われる。

試験は選択試験と同様の方法（ は加えない）で行った。同じ場所に対照であV. germanica

る を含む の飼育容器を置き 環境条件が寄生に適していることVespula germanica S. vesparum ,

を確認した。

４．寄主位置確認試験
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試験対象種としては１種のみを用いた。直径５㎝，長さ ㎝の管の両端に の丸型容40 2.5L

器 共に透明プラスチック をつけ 管には捕食寄生者を 容器にはそれぞれ試験種( ) , , R.

rebolutionalis V. germanicaと対照種である の巣を入れた。この容器では，それぞれ３頭の成

熟した働きバチが幼虫の世話をした。連結部には の網を張り 捕食寄生者は自由に出0.5mm ,

入りできるが寄主の働きバチは入れないようにした。２個組セットとし 一方では右の容器,

に もう一方では左の容器に試験種を入れた。,

５．結果および考察

選択試験の結果， を除き 試験した種のうちで の好適な寄主となりR. plebeiana S. vesparum,

うるものはなかった（表１）。

表１ 選択試験の結果*

試験生物種 Vespula

種名 反復 調べた蓋 生じた捕食 調べた蓋 生じた捕食

数 うち巣房数 寄生者数 うち巣房数 寄生者数１）

スズメバチ科

Polistes humilis humilis (F) 8 215 0 285 63

P.humilis synoecus (de Saussure) 5 66 0 177 57

P.townsvillensis austrinus Richards 2 10 0 72 20

Ropalidia plebeiana Richards 3 227 1 205 17２）

R.romandi cabeti (de Saussure) 4 365 0 197 42

Ropalidia sp. nov. 2 13 0 51 28

ミツバチ科

Trigona carbonaria Smith 6 681 0 316 185

1)反復当たり１～２匹の捕食寄生者を使用。

2) 捕食寄生者は繭中で死亡。

* 末尾に示した文献による。

無選択試験を行った および の２種には は寄生しP. humilis humilis R. plebeiana S. vesparum

なかった（表２）。
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表２ 無選択試験＊

種名 反復数 調べた蓋 生じた捕食 捕食寄生者の生じた
１）

うち巣房数 寄生者数 の巣房数Vespula ２）

Polistes humilis humilis 7 165 0 12.2 ３）

Ropalidia plebeiana 4 242 0 13.8 ４）

1) 反復当たり一匹の捕食寄生者を使用。

2) 対照群において寄生を生じた捕食寄生者一匹当たりの巣房数。

3) 101 匹の捕食寄生者での平均値。

4) 36 匹の捕食寄生者での平均値。
* 末尾に示した文献による。

寄主位置確認試験では は両方の容器に随意に出入りしたが，どちらの働きバS. vesparum

チも捕食寄生者が巣に近寄りすぎると攻撃的になった。 でのみ有効な寄生が起V. germanica

きた（表３）。

表３ 寄主位置確認試験＊

種名 反復数 調べた蓋 生じた捕食１）

うち巣房数 寄生者数２）

Ropalidia revolutionalis 4 153 0
Vespula germanica 4 475 94

1)反復当たり６匹の捕食寄生者を使用。

2)働きバチが共存。

* 末尾に示した文献による。

これらの結果から， は土着のスズメバチやミツバチに有意な直接的影響を与えS. vesparum

ないと考えられた。文献に記録された の寄主範囲から見ても他の動物群にもリS. vesparum

スクはないと考えられる。 は オーストラリアで 種の生物的防除資材候S. vesparum Vespula,

補として放飼を認可され 年 月にメルボルン都市圏で放飼された。, 1989 12

１）: R. P. Field et al.: Host specificity of the parasitoid, (Curtis) (Hymenoptera:Sphecophaga vesparum

Ichneumonidae), a potential biological control agent of the social wasps, (Fabricius)Vespula germanica

and (Linnaeus) (Hymenoptera: Vespidae) in Australia. New Zealand Journal of Zoology, 18,V. vulgaris

193-197 (1991)
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参考資料２ 捕食寄生者 膜翅目：コマユバチ科： 亜科 の宿, ( Euphorirae )Microctonus hyperodae

主特異性試験およびニュージーランドにおけるゾウムシ の生物的防除資Listronotus bonariensis

材としての適切性２）

１． の寄主特異性の調査と対象種の選択Microctonus hyperodae

M. hyperodae（膜翅目：コマユバチ科： 亜科 は原産地である西パタゴニアではEuphorirae )

標的害虫である （鞘翅目 ゾウムシ科 のみを攻撃し，共存する同属のListronotus bonariensis : )

３種からは発見されていないため 少食性であるとされている。しかし，南米で, M.

hyperodae の採集を行ったところ，当初考えられていたより分布が広く感染率も高かった。

そのため， と同じ亜科 に属し同程度の大きさの野外で採集したニL. bonariensis Brachycerinae

ュージーランド土着種を対象として，実験室での寄主特異性試験を実施した。

２．非選択試験

試験対象種として 種 ３種を除きニュージーランド土着）の非標的ゾウムシを用いた。24 (

捕食寄生者であ るは４日令以下のものを用いた。飼育ケージには 上下二つのM. hyperodae ,

小部屋に分かれた円筒状の透明なポリカーボネート容器（直径 高さ を用い115mm× 120mm)

た。上の部屋の床は，発生した捕食寄生者の前蛹が落下し下の部屋のペーパータオルの細片

の下で蛹化できるように プラスチックの目の細かい網 の穴 になっていた。, (0.5mmm )

試験には２つの方法を用いた。第１の方法では， ～ 頭のゾウムシを感染用ポリカー25 30

ボネート製ケージ（ ）に入れ，１頭の への 時間暴露を220mm×130mm×75mm 48M. hyperodae

４回繰り返した。その後，飼育ケージに移し，羽化するか捕食寄生者の前蛹が発生するまで

飼育した。対照の も同様に処理した。L. bonariensis

第２の方法では，感染用ケージに約 頭のゾウムシを入れ３頭の捕食寄生者に 時間暴50 48

露した。その後の処理は最初の方法と同様に行った。対照群として も同様にL. bonariensis

処理した。

非標的種に寄生が認められた場合には，ゾウムシを捕食寄生者に暴露させてから捕食寄生

者が蛹化するまでに要した時間を調べた。また，試験種での幼虫生育率を対照群と比較し，

更に生き残ったゾウムシを解剖して体内の幼虫を顕微鏡下で観察し，幼虫を外見により 健,

康 衰弱 包囲（ に分けて数えて対照群と比較した。, , encapasulation)

３．選択試験

上記の感染用ケージに試験種と対照の 各 頭を入れ 捕食寄生者１頭に暴L. bonariensis 25 ,

露した。半数の試験では暴露は 時間で３反復した。残りは捕食寄生者を３頭とし 時間48 48

暴露で１回のみ行った。その後の処理は非選択試験と同様に行った。
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４．ニッチあるいは生息地の分離に関する考察

非標的種と標的種の分布の重なりを調べるために， の分布，とくに高地におL. bonariensis

ける分布と定着性を野外で調べた。

５．結果および考察

表１に示したように， は４種で生育した。その数は標的種である，M. hyperodae L.

bonariensis より低く， ％を超えることはなく，平均は ％であった。33 18.7

表１捕食寄生者の生育が可能であった試験対象ゾウムシから得られた の蛹数M. hyperodae ＊

捕食寄生者の生育 試 験 試験生物からL.bonariensis L. bonariensis
が可能であった 番 号 から生じた全蛹数 生じた全蛹数 での全蛹数に対す

試験生物種 非選択 選 択 合 計 非選択 選 択 合 計 る割合 ％( )

試 験 試 験 試 験 試 験

Irenimus aequalis 3,12,13 35 18 53 7 2 9 17

Irenimus sp.3 15 21 21 7 7 33－ －

Catoptes robustus 10 9 9 1 1 11－ －

Nicaeana cinerea 17 28 15 43 5 4 9 21

Nicaeana cinerea 18,19 29 29 3 3 10－ －

合 計 155 29 18.7

* 末尾に示した文献による。

本試験法は寄主範囲を過大に見積もることが知られており，実験室では偽陽性を生じる。

このことから， のケージ試験での 種中４種という寄主範囲は少食性を示しM. hyperodae 23

ていると判断された。
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表２ の生育率に及ぼす寄主ゾウムシの影響および包囲の割合M. hyperodae ＊

捕食寄生者の生育が可能 捕食寄生者幼虫の包囲による 試験生物種中での捕食寄生者

であった試験生物種 試験生物種の生存率 ％ の生育遅延の割合 ％( ) ( )

Irenimus aequalis 1.3 (n = 75) 0
Irenimus sp.3 50.0 (n = 14) 12
Catoptes robustus 5.7 (n = 35) 27
Nicaeana cinerea 18.4 (n = 49) 27

* 末尾に示した文献による。

表２に示したように，主要ではないが害虫である を除き 寄生されたゾウムシI. aequalis ,

では のかなりの包囲／衰弱，生き残った幼虫の生育の遅れを生じた。この結, M. hyperodae

果から を除き 試験種は寄主として不適合で，これらの種のみで を, ,I. aequalis M. hyperodae

世代継続出来るかは疑問であると判断された。

更に生息地特性の分析で，この３種には高山地に避難地がある可能性が高いことから，M.

hyperodae はニュージーランド土着のゾウムシ科の種には恐らく脅威にはならないであろう

と判断され，放飼に適するものとして推薦された。

２）： ：S. L. Goldson et al. Host specificity testing and suitability of the parasitoid, Microtonus hyperodae

(Hym.: Braconidae), as a biological control agent of (Col.: curculionidae) in NewListronotus bonariensis

Zealand . Entomophaga, 37, 483-498 (1992)
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