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天敵農薬の評価に必要な資料（OECDガイダンス、環境省の天敵農薬に係る環境影響評価との比較） 

天敵農薬の評価に関する資料（案） OECD SERIES ON PESTICIDES Number 21  
Guidance for Information Requirements for 
Regulation of Invertebrates as Biological 
Control Agents (IBCAs)  
Appendix 1 Guidance for information 
requirements for regulation of IBCAs 

天敵農薬環境影響調査検討会報告書 
－ 天敵農薬に係る環境影響評価ガイドライン － 
（平成 11 年） 

１ 天敵生物に関する生物学的情報 1 Information required for characterization 
and identification 

ア 天敵生物に関する情報 
 

（１）名称及び分類学上の位置 
① 名称：和名、英名、学名 
② 分類学上の位置：科、属、種、亜種、生態 種 
③ 種の同定方法 
 

1.1  
(a) Accurate identification, including name of 
identifier or, where necessary, sufficient 
characterisation of the agent to allow its 
unambiguous recognition:  
・order, family, genus, species (including 

scientific authority) and, where appropriate, 
subspecies, strain, type (synonyms should be 
included); 

・letter from recognised (by receiving country) 
scientific authority stating the identity of the 
organism; 

・general diagnostic description of all life 
stages of the agent, including details on any 
taxonomic difficulties with the group (e.g. 
species complexes, cryptic species, poorly 

a 分類学上の位置付け 
 

資料４－３
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studied group); and 
・known molecular information (e.g. unique 

microsatellite markers) used for diagnosis, 
especially of species complexes or cryptic 
species. 

(b) Deposition of voucher specimens in an 
internationally recognised collection facility 
before the release of a new agent: 

・name and location of institution(s) where 
voucher specimens are to be deposited. 

（２）生物学的性質 
① 原産地及び分布（分布域、人為的分布の有無） 
② 元種の来歴及び履歴（海外での使用実績） 

1.2  
(a) Information on origin of organism (species 
or lower taxonomic level):  
・if field collected, see 1.2 (b) below; and 
・if from laboratory culture, information on the 

number of individuals in the founder 
population, and the number of generations in 
the culture. 

(b) Where the culture was originally collected:  
・latitude, longitude of field location; 
・description of original habitat and host(s) 

from which collection was made; and 
・description of time of year when collection 
was made. 
(c) Immediate source of organism (where it 
was produced): 

b 原産地、分布等 
c 地域個体群の分布（国内に生息する種に限る） 
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・name of organisation providing organism; 
and 
・country, city where production facility is 
located. 

（２）生物学的性質（つづき） 
③ 生態的な特徴 

A）食性の特徴：捕食性、寄生性、昆虫食、植物

食、単食性、狭食性、広食性、雑食性、二次

寄生性等 
ア 捕食性：捕食範囲、捕食習性（捕食特異

性）の情報 
イ 寄生性：寄主範囲、寄生習性（寄主特異

性）の情報 
ウ 植食性：餌植物の範囲、特定成分を含有

する植物に限定される等、食性の特異性に

関する情報 
B）生活史：生息場所、気候、繁殖条件、寿命等 
C）生育条件：発育温度、発育零点、日照条件等 
D）温度耐性：越冬性および休眠性、野外での生

存性、繁殖性等 
E）移動性：移動能力（飛翔性）、分散性、寿命、

移動速度 
F）他の生物種との競合、交雑の可能性 
ア 競合：外来種の場合、競合が想定される

在来種の情報 
イ 交雑：外来種の場合、交雑が想定される

1.3  
Available information on distribution, 
dispersal, biology, host range/specificity, host 
preference, natural enemies, physical 
requirements for establishment and 
distribution, requirements for survival and 
reproduction: 
・known geographical and ecological areas 
where agent naturally occurs; 
・known regions where agent has been 

introduced intentionally or accidentally; 
・potential for dispersal (e.g. good/poor flier, 

presence of alternate hosts in the wild, 
known migratory behaviour); 

・detailed description of biology, including 
description of all life stages, reproductive 
potential, 

・details on natural enemies known to attack 
the agent; 
・details on hosts, habitats and climatic 

conditions favourable for establishment and 
dispersal of the agent; 

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 
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在来近縁種の情報 
G）有害物質の産生や病原体媒介性の有無 
H）高次寄生生物の有無等（有の場合は、詳細を

報告する。） 
I）種としての変異性に関する情報（変異の可能

性、具体的事例等） 
 
（３）標的生物種（適用害虫・雑草）に関する情

報 
① 名称：和名、英名、学名 
② 分類学上の位置：科、属、種等 
③ 分布、捕食・寄主植物 
④ 他の天敵生物の有無。有の場合は、詳細を報

告する。 
 
（４）標的外生物種への影響に関する情報 
① 有用生物、土着の天敵、絶滅危惧種への影響

（競合、捕食）の可能性 
② 具体的な生物種 

・biological (including extreme) conditions in 
which there is potential for agent survival 
and reproduction; 

・list of known hosts other than the target; 
・list of non-target organisms that have been 
tested; 
・details on the methodology used to determine 

host range, including experimental design, 
experimental conditions of tests, rearing 
methods for non-target species, life stage(s) 
tested, statistical tests used, etc.; and 

・statement of potential host range, including 
limitations of testing methods. 

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、発生消長、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 

５．天敵生物の品質管理 
（１）天敵生物（化学農薬の原体に相当）の種類

及び製造方法等 
（１－１）元種（農薬として使用する天敵生物） 

① 元種の来歴及び履歴（海外での使用実績） 
② 天敵生物の確認方法（同定方法） 
③ 元種の維持管理方法（継代飼育） 

1.4  
Natural enemies of candidate agent or 
contaminants of candidate agent or rearing 
hosts/prey, and procedures required for their 
elimination from lab colonies if necessary: 
・details on the biology of predators, parasitoids 

(hyperparasitoids), pathogens or commensal 

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
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A）餌、温度、日長条件、維持施設等の飼育条

件 
B）品質管理方法 
C）餌生物の維持、増殖、品質管理方法 

 
（１－２）天敵農薬の製造に用いる天敵生物（餌、

高次寄生生物等） 
① 元種の維持条件と異なる条件で天敵生物を

増殖する場合は、詳細な条件を記載 
② 天敵生物の生育ステージ（態：蛹、○齢幼

虫、成虫等の別） 
③ 品質管理方法 

A）天敵生物の確認方法、確認頻度等 
  B）餌生物等が混入する場合はその確認方法 
  C）高次寄生生物がある場合はその確認方法 

species in the native habitat that might be 
carried on the candidate agent or rearing 
hosts/prey to the region of introduction; and 

・procedures used to ensure purity of the agent 
before shipment to the recipient (e.g. washing 
surface of cocoons/mummies with fungicide, 
removal of individuals with mites). 

活用する。 
 
(3)補完試験（室内・ケージ） 
[1]考え方 
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。 
１．寄主特異性試験 
２．休眠性試験 
３．交雑性試験 
 

 1.5  
Available information on specific characteristics 
of strain (e.g. resistance to pesticides, mutants): 
description of special characteristics (e.g. 
pesticide resistance, cold hardiness, aggressive 
searching capacity of the source culture). 

 

２．人に対する影響 2 Information for assessment of safety and 
effects on human health 

 

（１）人に対する影響に関する情報 
国内外の文献等科学的資料を対象に、以下を調

査する。 

2.1  
Provide available information on relevant 
hazards to human and animal health that may 
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① 天敵生物が、人及び哺乳類に対する有害物

質（毒）を分泌する可能性。 
② 天敵生物又はその死体、排泄物、分泌物等

が、皮膚に対する刺激性及び感作性（刺激性、

かゆみ、かぶれ）を有する可能性。 
③ 天敵生物又はその死体、排泄物、分泌物等

が、抗原を有する可能性。 
④ 天敵生物が、人及び哺乳類に対して刺咬す

る可能性（①を含む場合あり）。 
⑤ 天敵生物が人の病原体を媒介する可能性。 
⑥ 天敵生物の人に対するその他の有害性及び

毒性に関すること。 
⑦ 人で発生した過敏性反応の事例 
⑧ 天敵農薬中の天敵生物以外の成分（餌、補

助成分等）の毒性に関する情報。天敵農薬の

成分に天敵生物の餌となる生物が含有される

場合には、上記①～⑦について調査する。 
（２）製造時及び使用時における事故事例調査 

天敵農薬の製造時及び薬効試験等の試験実施中

における人に対する過敏性反応の発生について、

アンケートや検診により以下を調査する。 
 ① 暴露した天敵生物の種類（天敵生物の死体、

排泄物、分泌物等の別）。分泌物は、成分に関

する情報があれば記載。 
② 暴露した日時、期間、場所 
③ 暴露した頻度、回数 

be posed by the use of IBCAs during and 
following introduction (for example, allergy, skin 
irritation, disease vectors). 
2.2  
Summary of information for assessment of 
safety and effects on human health. 
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④ 暴露した経路（経皮、吸入等）及び部位 
⑤ 暴露した環境及び状況 
⑥ 症状及び発現時間、持続時間、消失時間 
⑦ 暴露時の保護具着用の有無（マスク、保護

眼鏡、手袋、長袖・長ズボンの作業衣等） 
⑧ その他関連情報 

３．生活環境動植物等に対する影響 3 Information for assessment of 
environmental risks 

 

（１）生活環境動植物等の標的外生物に対する影

響に関する情報 
（１－１）文献調査 

国内外の文献等科学的資料を対象に以下を調査

する。（１．と重複する情報あり） 
 ① 食性に関する情報 

A）食性の特徴：捕食性・寄生性、昆虫食・植

物食、単食性、狭食性、広食性、雑食性、

二次寄生性等 
ア 捕食性：捕食範囲、捕食習性（捕食特異

性）の情報  
イ 寄生性：寄主範囲：寄生習性（寄主特異

性）の情報 
ウ 植食性：餌植物の範囲、特定成分を含有

する植物に限定される等の食性の特異性の

情報 
② 定着に関する情報 

A）生活史：生息場所、気候、繁殖条件、寿命

3.1  
Identify any potential hazards posed to the 
environment by IBCAs, including: 
(a) available information on the role of the 

agent in original ecosystem, the type of 
natural enemy (parasitoid, predator, 
pathogen), type of organisms it attacks, effect 
of attack on target and nontargets, intraguild 
effects, higher up trophic level effects, and 
effects on ecosystem; 

(b) available information on existing natural 
enemies of the target organism in the area of 
release; 

(c) available information on non-target effects 
from previous use of IBCAs in biological 
control. 

 
3.2  
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等  
  B）生育条件：発育温度、発育零点、生存温度、

日照条件等 
  C）温度耐性：越冬性および休眠性、野外での

生存性、繁殖性等 
 ③ 分散に関する情報 
   移動性：移動能力（飛翔性）、分散性、寿命、

移動速度 
 ④ 標的外生物への直接影響に関する情報 
   捕食量、寄主への産卵数、天敵生物と捕食・

寄生生物との生活場所、生活時期に関する情

報等 
 ⑤ 標的外生物への間接的影響に関する情報

（競合） 
   在来種と餌などの資源の競合に関する情

報、外来種の場合、既導入国における近縁種

との競合に関する情報等 
 ⑦ 標的外生物への間接的影響に関する情報

（交雑） 
   外来種の場合、既導入国における近縁種と

の交雑に関する情報等 
 ⑧ 有害物質の産生や病原体の媒介による標的

外生物への影響に関する情報 
 
（１－２）天敵生物による試験 
  外来種を野外で使用する場合であって、文献

Host range testing 
(a)  Available information and/or data on 

possible direct effects: 
・on non-target host/prey related to target host 

(phylogenetically or ecologically related); 
・ on non-related non-target hosts, such as 

threatened and endangered species; 
・ concerning competition or displacement of 

organisms; 
・concerning potential for interbreeding with 

indigenous natural enemy strains or biotypes; 
・on plants (target crop and non-target plants). 
(b)  Available information and/or data on 

potential of establishment and dispersal of 
biological control agent. 

(c) Available information on and/or data on 
possible indirect effects. 

(d) Available information (from rearing facility 
or from the field) on the ability of the IBCA to 
carry viruses or micro-organisms that can 
negatively affect non-target organisms. 

 
3.3  
Available information, and/or data on potential 

host/ prey range in areas of release and 
potential distribution of the IBCA. 
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調査により天敵生物に関する情報が十分でない

場合に試験を実施する。 
 ① 捕食性及び寄生性の天敵生物の標的外生物

への影響に関する試験 
寄主範囲が明確でない場合、広食性で標的

生物以外を広く捕食する場合等で、標的外生

物への影響を考察する必要がある場合、以下

を段階的に実施する。 
A）標的外生物攻撃性試験 
B）標的外生物選択制試験 

 ② 低温耐性試験 
   生物学的性質等の情報から、生存限界温度

等の温度耐性に関する情報がなく、定着の可

能性を考察する必要がある場合に実施する。 
 ③ 休眠性試験 

外来種の捕食性天敵であって、生物学的性

質等から短日条件で休眠することが想定さ

れ、我が国で越冬する可能性を考察する必要

がある場合に実施する。 
 ④ 交雑性試験  

外来天敵と土着の生物との種間交尾の可能

性を考察する必要がある場合に実施する。 
 
（２）適用作物以外の植物に対する安全性に関す

る情報 
（２－１）文献調査 
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国内外の文献等科学的資料を対象に、以下を調

査する。 
① 食性（加害作物の種類等） 
② 天敵生物の移動性 
③ 加害条件（加害する天敵生物のステージ、

環境条件等） 
④ 被害の程度に関すること（果実の品質への

影響等） 
⑤ 植物病原体の媒介に関すること（植物ウイ

ルスの媒介等） 
 
（２－２）植物加害性試験 

植物加害性に関する安全性を考察する情報が不

十分な場合、植物食の性質を持つ天敵生物であり

植物を加害する可能性がある場合に実施する。 
 3.4  

Available information on environmental 
benefits (e.g. beneficial effects of release of 
IBCAs compared to current or alternative 
control methods). 
 

 

 3.5  
Summary of information for assessment of 
environmental risks. 

 

４．適用病害虫等に対する薬効及び農作物等に対

する薬害に係る試験 
4 Information for assessment of efficacy  
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原則として、いずれの試験も、天敵生物が拡散し

ないよう閉鎖可能な施設内ほ場で実施する 
（１）適用病害虫等に対する薬効試験 
（２）適用農作物に対する薬害試験 

4.1  
Information relevant for determining the efficacy of 
an IBCA should be provided. 

 

５．天敵生物の品質管理 
（１）天敵生物（化学農薬の原体に相当）の種類

及び製造方法等 
（１－１）元種（農薬として使用する天敵生物） 

① 元種の来歴及び履歴（海外での使用実績） 
② 天敵生物の確認方法（同定方法） 
③ 元種の維持管理方法（継代飼育） 

A）餌、温度、日長条件、維持施設等の飼育条

件 
B）品質管理方法 
C）餌生物の維持、増殖、品質管理方法 

 
（１－２）天敵農薬の製造に用いる天敵生物（餌、

高次寄生生物等） 
① 元種の維持条件と異なる条件で天敵生物を

増殖する場合は、詳細な条件を記載 
② 天敵生物の生育ステージ（態：蛹、○齢幼

虫、成虫等の別） 
③ 品質管理方法 

A）天敵生物の確認方法、確認頻度等 
  B）餌生物等が混入する場合はその確認方法 
  C）高次寄生生物がある場合はその確認方法 

4.2  
Information on methods for the evaluation of quality 
and purity (quality control) of IBCAs. 
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（２）天敵農薬（農薬として販売される形態）の

組成及び製造方法 
① 組成 

A）天敵農薬に含有される天敵生物及びその

他の成分 
B）その他の成分の詳細（商品名、一般的な名

称、規格等） 
C）その他の成分として天敵生物以外の生物

（餌生物等）が含まれる場 合 
名称及び分類学上の位置 
生物学的性質（原産地及び分布、形態的特

徴及び同定方法、食性の特 徴）を記載する

こと。 
 ② 製造方法 
③ 品質管理方法（天敵農薬中の天敵生物の確

認方法） 
必要に応じて、羽化率、生存率等を記載。 

 
（３） 天敵農薬の物理的化学的性状等 
① 外観（色調、形状） 
② 保存安定性に係る試験 

   製剤中の天敵生物の生存率等の経時的な推

移に関する情報から、保証可能な使用期限を

設定する 
 4.3   
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Information on benefits of use of IBCAs. 

 4.4  
Summary of information for assessment of 
efficacy. 

 

 


