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第２回 生物農薬（天敵農薬）の 

評価法に関する検討会 

 

日時：令和４年３月２９日（火） 

会場：農林水産省消費・安全局会議室 

   （ＷＥＢ会議形式による開催） 

時間：１３：３３～１５：１７ 

 

 

 

議 事 次 第 

 

１．開  会 

２．議  事 

  （１）影響評価の項目と必要資料について（案） 

  （２）天敵農薬の影響評価における用語の定義（案） 

３．閉  会 
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午後１時３３分 開会 

○高橋課長補佐 先生方がおそろいとなりましたので、ただいまから生物農薬の評価法に

関する検討会を開催させていただきます。 

 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきありがとうございます。 

 事務局を務めます農薬対策室の高橋でございます。 

 本日の検討は、ウェブ会議方式として非公開で開催いたします。 

 委員の皆様におかれましては、差し支えなければ常時カメラをオンにしていただき、発

言希望等ございましたら、画面右側の参加者一覧の挙手のアイコンがございますので、そ

ちらを押していただければと思います。 

 なお、基本的には挙手制で進められればと思いますが、挙手以外でも、気になることが

ございましたら、会議途中に御自身でミュートを外していただき御発言いただいても差し

支えありませんので、お申し付けいただければと思います。 

 また、チャットボックス機能もございますので、音声トラブル等ございましたら、当該

チャットボックスにより御連絡いただければと思います。 

 万が一の回線トラブルの際には、事務局まで御連絡いただくようお願いいたします。 

 本日は委員の先生７名全員の出席を頂いております。また、環境省水・大気環境局土壌

環境課農薬環境管理室、環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室から出席しておりま

す。 

 本日は既登録の天敵農薬の申請に対して提出された資料を検討資料に用いることから、

非公開での開催としております。当該資料を含め活発な御議論をよろしくお願いいたしま

す。 

 本日、小林農薬対策室長は国際会議に出席しており、現地からの出席となっております。

それでは、開催に当たり小林から御挨拶を申し上げます。 

○小林農薬対策室長 皆様、お忙しい中ありがとうございます。農薬対策室長の小林でご

ざいます。 

 現在、生物多様性条約会合の準備会合ということでＣＢＤという会議がジュネーブで開

催されておりまして、私、今そちらの方に出席しております。本日が 終日ということで

すが、今までＣＯＤＥＸ等々、会議に出たことがありますが、この会議の印象としては、

物が進まないなというのが正直な感想でした。こういった中、今週に入ってやっと少し物

が進んでくるような状況になっています。 
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 生物多様性という観点というのは、やはりそれだけ難しいことなんだろうというふうに

理解しているところですけれども、この生物農薬、特にこの天敵というのは、生物多様性

というところに非常に密接に関わってくるものだと思いますので、こういったところなか

なか難しいところもあるかと思いますが、先生方には専門的な知見からよく御検討いただ

きまして、より良いガイドラインができればと考えておりますので、よろしくお願いした

いと思います。では、以上です。 

○高橋課長補佐 そうしましたら、議事に入ります前に、本日の配付資料について御確認

いただきたいと思います。 

 お手元にございます資料、配付資料一覧に従いまして資料１、議事次第。資料２、生物

農薬（天敵農薬）の評価法に関する検討会委員名簿。資料３、影響評価の項目と必要資料

について（案）。資料４、既登録の天敵農薬の提出資料一覧（詳細）。資料５、天敵農薬

の影響評価における用語の定義（案）となっております。 

 もし足りないものがございましたら、会議の途中でも結構ですので事務局までお申し付

けください。 

 それでは、これからの議事進行は五箇座長にお願いしたいと思います。座長、よろしく

お願いいたします。 

○五箇座長 座長の五箇です。今日もよろしくお願いいたします。 

 本当に年度末でお忙しいところに皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。 

 本日は、前回に引き続き天敵農薬の評価法に関して技術的な検討を行うこととしており

ます。引き続きまして活発な御議論をお願いいたします。 

 では、早速ですけれども、議事に入ります。 

 それでは 初の議題ですが、影響評価の項目と必要資料についてということで、本日は

既登録の天敵農薬の登録申請時に提出されております資料というものもまとめていただい

ていますので、そういったものも参考にして議論いただければと思います。 

 天敵の登録に際しては環境生物への影響、それから人の健康に対する安全性、天敵農薬

としての有効、つまり薬効、それと農薬としての品質管理方法といった４点について評価

をいたしますが、本検討会においては特に、これまで同様に環境生物への影響と、それと

人の健康影響の評価という、この２点について検討をお願いしたいと思っております。 

 それでは、影響評価の項目と必要資料についての案について、事務局の方から説明をお

願いいたします。 
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○高橋課長補佐 農薬対策室の高橋でございます。 

 資料３について御説明申し上げます。 

 まず２ページ目にございます、天敵に係るこれまでのＦＡＭＩＣの審査や国際的な評価

項目を基に評価すべき事項をまとめると、ここに掲げた１から５になります。このうちこ

の検討会では、前回同様１から３について御議論をよろしくお願いいたします。さらに、

既登録農薬の提出資料を資料４にまとめてございますので、適宜説明の中で用いていきた

いと思います。 

 資料３の構成は、３ページ目に天敵農薬の生物学的情報をまとめました。ここに掲げて

いる情報は、この後説明する評価項目に対応するものとなっておりますので、３ページ、

４ページの説明を割愛して評価項目ごとに説明をしたいと思います。さらに、資料の順番

がちょっと異なるんですけれども、まず環境影響の項について６ページから御説明いたし

ます。 

 ６ページ目、天敵農薬の定着に関する評価項目になります。資料の構成は、 初に評価

項目を記載して、ここでは「定着に関する評価」としています。次に、四角囲みで当該項

目の評価に必要な資料として、これまでの天敵農薬の評価に用いてきた資料や情報から必

要と考えられる情報をまとめてございます。そしてその下、「登録時の評価に用いた資

料」の項は、農薬の登録申請に当たって実際に提出された資料についての情報の有無を記

載しております。 

 こちらのスライドの方は資料の有無のみとなっているんですけれども、この詳細につき

まして資料４に、具体的にどんなものが出されているかというものをまとめてございます。

例えば資料４の、ちょっと細かくて恐縮なんですけれども、中段くらいですか、発育条件、

Ａ３で打ち出していただいていると２ページ目になるかと思うんですけれども、２ページ

目の一番上になります。そこに「発育条件」という項目がございます。ここの中を見てい

ただきますと、発育温度それから発育速度は全ての農薬で提出されている状況で、発育零

点については一部の天敵で出されていないというような状況です。また、日照条件や適正

な湿度については、出されていない天敵が多いという状況になっております。 

 また越冬性・休眠性、その下の行になるんですけれども、ここについても何らかの情報

が出されているという状況です。 

 またその下、繁殖条件、繁殖パラメータになりますけれども、産卵数は全ての天敵で出

されています。それから産卵期間、産卵期間は雌の成虫の生存期間におおむね等しいと考
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えられるんですけれども、出されていない天敵もあるというような状況になっております。 

 それから年間世代数については現状ではほとんど提出されていないという状況なんです

が、天敵を製品化するに当たってある程度こういった情報は収集していると思いますので、

今後必要となれば出されてくる情報ではないか考えております。 

 このように、それぞれの項目で同じような資料構成で作成しております。 

 そうしましたら、パワーポイントの方の資料に戻らせていただきます。７ページでござ

います。これが分散に関するものということで、必要な資料につきましては現行の天敵農

薬の評価で用いている項目をまとめていますが、この灰色の部分が出されていない項目に

なります。移動性等については余り情報がないという状況になっております。 

 定着、分散については前回御議論いただいた密度、内的生産増加率に関係する情報に関

連するような産卵数、それから産卵期間、年間の世代数等の情報も重要と考えられますの

で、後ほど御議論をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、８ページから10ページまでが標的外生物に関する影響となっております。

直接影響と間接影響に分けていますが、これらについては相互に関連すると考えておりま

す。 

 まず捕食範囲、寄生範囲でございます。資料の８ページでございます。それから資料４

の１ページにその詳細を記載してございます。１ページ目の中段辺りに記載がある捕食範

囲、寄生範囲というところが該当する項目になりますが、農薬としての適用病害虫の範囲

の情報がほとんどとなっております。国内在来種では、どのような種が該当するのかとい

った情報は余りないんですけれども、資料４の２ページ目の中段、標的外生物への攻撃性

という項目がございまして、そこに整理してございます。攻撃性があったという情報がな

いという情報がほとんどで、具体的な在来種の名称などは余り出されていないという現状

でございます。 

 それから同様にその下に、競争が想定される在来種、それからその下に、交雑が想定さ

れる在来種について、それぞれ情報が出されているんですけれども、大半が悪影響に関す

る情報がないということをもっての情報が提出されている状況でございます。 

 それからすみません、あちこち資料が飛びますけれども、パワポの方に戻ります。パワ

ーポイントの資料11ページ、植物に対する安全性でございます。これは農薬として散布す

る適用農作物への影響、薬害と言われるものを薬効試験の際に観察しており、加害性等が

あれば情報として報告されております。この加害性の情報については、それ以外の、農作
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物以外の植物への加害性の参考情報ともしております。 

 また、食性の範囲、食性の特徴ということでこの11ページの下の方に書いてあるんです

けれども、こちらは捕食範囲等から確認しているという現状でございます。 

 後に、ページ戻りまして５ページです。人の健康に対する影響です。現状では健康被

害に関する文献の検索結果と、あと製造時や薬効試験の試験の実施時における事故例の報

告というものにより評価しております。文献検索のキーワード等、全てではないんですけ

れども、資料４の２ページ目の下の方、人への健康に関する文献調査ということで、例え

ばヨーロッパトビチビアメバチですとかギフアブラバチ、それからナミテントウなどにつ

いては、種名とこういった検索キーワードで検索して、特に影響がないというような結論

となっております。 

 資料の説明につきまして以上でございます。御議論よろしくお願いいたします。 

○五箇座長 それでは、資料３の関連する項目をそれぞれまとめて議論することが適切と

考えますので、関連項目に区切って御議論をお願いしたいと思います。まず資料３のうち、

特にこちらは生態関係の人が集まっているということになりますので、環境生物への影響

というところで６ページのところから議論を始めていただければと思います。 

 まず６ページ目の定着と７ページの分散です。こちらもある意味密接に関連する事項で

ございますので、これらをまとめて、まずこの部分について御議論いただければと思いま

す。先ほどエクセルの資料等もありましたけれども、既に提出されているという資料等も

参考にしながら、評価に必要な点という部分について御議論いただければと思います。ど

ちらからでも結構ですのでよろしくお願いします。 

 宮下先生、お願いします。 

○宮下委員 宮下です。 

 事前に目を通していなかったものですから、追い付くのが精いっぱいだったんですけれ

ども、一般的な議論からさせていただくと、例えば種間競争とか交雑とか捕食もそうなん

ですけれども、これはいわゆる生物間の相互作用についてのリスクだと思うんですけれど

も、そもそも移動性というか分散力というか、それが評価されていないと、これ余り意味

がないんです。というのは、同所的に存在することによって初めてインタラクションが起

きるわけなので、全く移動性がなければほとんどそういうことはそもそも生じないわけで

すよね。にもかかわらず移動分散性に関する、私が表をざっと見たところだと非常に僅か

しか情報はなくて、この評価はそもそも成り立っていないんではないかというふうに構造
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的に私は思いますが、いかがでしょうか。 

○五箇座長 これまでの評価という部分も含めて移動・分散という部分の評価、これがき

ちんと、評価というかデータがちゃんとそろっていないので、そもそもが生態影響の評価

のしようがないじゃないかという御指摘ですけれども、この点に関しましてはまず事務局

いかがでしょうか。事務局じゃ答え切れないかな、これは。 

○伊澤農薬室長（環境省） 環境省の農薬環境室長ですが、よろしいでしょうか。 

○五箇座長 どうぞ。 

○伊澤農薬室長（環境省） 正に御指摘いただいたところが、今、天敵農薬の評価の見直

しが必要であるというポイントになってくるというふうに思います。この移動性の情報が

非常に重要であるということであれば、我々としてはこれを必須の情報に位置付けて提出

するよう要求をする、それに基づいて専門家の皆さんに（ケース・バイ・ケースでまず御

議論していただくことになるかと思いますけれども）、検討をしていただくというような

形にしたいというふうに考えております。 

 ということで考えますと、今の意見では移動性という情報は必須であると私は受け止め

ております。これについて、良いのではないか、いや要らないのではないかというふうな

御意見があるのかどうかということを、少し御議論いただいて、あとこのほか移動性以外

にもこの項目は必須であるといったことを、ちょっと挙げていただければ、我々、申請者

の方に「こういう情報は必須で出してください」として、データをそろえて皆さんに評価

いただくという流れができるかと思います。そういった御意見を是非言っていただければ

と思います。移動性についての重要性は承知いたしました。 

 以上です。 

○宮下委員 よろしいですか。 

○五箇座長 どうぞ、宮下先生。 

○宮下委員 ただ、移動性というのは、これかなり実際、何を測定するかというのはすご

く難しくて、多分対象の生物によっても違ってくるので、移動性についてのデータを示せ

と言われても実際何を示していいのかというのが、かなり専門的な知識を持っていないと、

それこそ余り役に立たない情報を出して終わりということもあり得るので、その辺はこの

場で議論することではないのかもしれないですけれども、その辺もしっかりしておかない

と、本当に取りあえず何かを出しましたということだけで終わってしまうおそれもあるの

で、その辺はちょっと注意していただきたいと思います。 
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 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございました。 

○伊澤農薬室長（環境省） すみません、環境省です。 

 今の御意見、非常にもっともだと思います。じゃ、移動性といったときにどういう情報

を出せばいいのかということは、我々もある程度イメージとして申請者に伝えたいと考え

ております。資料のエクセルの方の大きいやつを見ると、移動性は余り出てはいないんで

すけれども、歩行によっての移動の状況であるとか、飛翔能力というような情報が出てき

ています。これらの記載の中をちょっと見ていただきつつ、飛翔能力の有無みたいな情報

が必須かどうかとか、歩行の状況というのがどうかというようなところで、まず 初に申

請者に求める情報というのを、こういうのが必要だよねというイメージをちょっと考えて

いただけると、我々としては非常に助かるなというふうに考えております。 

 ただ、念のため言っておきますと、これ、申請のときに 初のデータセットとして出し

てもらうものというふうに考えております。かなりこの天敵農薬の案件はケース・バイ・

ケースで検討が必要だと思いますので、 初に御議論していただいて、いや、この虫であ

ればこういうデータも欲しいよねといったことを追加することは可能だと思っています。

できるだけ共通するような 初のデータセットとして、この飛翔性の有無であるとか歩行

での移動の速度であるとか、こういうところがいいのではないかというようなアイデアが

あれば、是非頂きたいなというふうに考えております。 

 以上です。 

○五箇座長 宮下先生、一旦いいですか。 

○宮下委員 はい、大丈夫です。ありがとうございます。 

○五箇座長 じゃ、ちょっとほかに御質問がある方がいらっしゃいますんで、次、與語先

生、お願いいたします。 

○與語委員 與語ですけれども、まず質問からでよろしいですかね。これ、虫の場合はも

しかして当たり前かもしれませんけれども、パワーポイントのファイルの６枚目のところ

と、あと資料の４にもありましたけれども、ここで言う休眠性となると、卵の休眠性とい

うことで理解してよろしいでしょうか。 

○五箇座長 これは日本さん、いいですか、ちょっと解説してもらって。 

○日本委員 はい。休眠自体は卵でなる虫もいますし、成虫でする虫もいますし、さなぎ

でする虫もいます。生理は様々です。 
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○與語委員 ということは、逆に言うとこれはそういう意味で幅広く休眠性、虫によって

何が休眠するかを明確にしておいた方がいいということになりますか。 

○日本委員 というか、休眠性があるかないか、休眠も仮眠と冬眠とあるんですけれども、

基本的には多分冬眠のことを考えているんだと思います。冬眠をするような虫ですと、冬

眠することによって耐寒性が上がりますので越冬の可能性が上がるということを、指摘し

ているんじゃないかなというふうに思います。 

○與語委員 ありがとうございます。 

 それからあと、７ページ目の寿命は、これは成虫ということに限定していいんですか。 

○日本委員 この表自体がどういう意図で作られたのか分からないですけれども、まあそ

うですね。ただ、天敵によってはというか、ほとんどの天敵はそうですけれども、幼虫の

時期も食べますので、だから基本的には卵から死ぬまでということだと思います。 

○與語委員 そういう理解をしておいた方がいいですよね。はい、分かりました。その基

本的な質問だけまずさせていただきました。すみません。 

 以上です。 

○日本委員 はい。 

○五箇座長 次、天野さん、お願いいたします。 

○天野委員 天野です。 

 すみません、本題に入る前のそもそも論で、事務局の方にこの資料の見方についてちょ

っと確認をしたいんですけれども、Ａ４でこれまでの提出資料一覧というのをお示しいた

だいていまして、ここにずらっと対象となる天敵の害虫が並んでいるんですけれども、こ

れはどうやって選定されたものなんでしょうか。ぱっと見るに、今登録で使われているも

の全てが載っているわけではないなというふうに見ております。それで、代表的なものと

か、資料のそろい具合を確認するためにということで選定されたとすれば、そろっている

資料もあればそろっていない資料もあるよという理解のために作られたんでしょうか。ま

ずそれ１点お願いします。 

○五箇座長 事務局、お願いします。 

○高橋課長補佐 事務局です。 

 登録されている天敵は24種類ほどございますけれども、およそ半分程度選定しておりま

す。カブリダニの系統の外来種と在来種、それから寄生蜂についても外来種と在来種、そ

れからちょっと変わったというか、アザミウマですとかカメムシ、ナミテントウ、クサカ
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ゲロウといったものが余り仲間がいないグループということで、選んでおります。特にデ

ータがそろっている、そろっていないというよりは、性質から選定いたしました。 

○天野委員 ありがとうございます。 

 例えばショクガタマバエのようなものですとか、あるいはハモグリコマユバチみたいな

ものがないなとはちょっと思ってはいたんですが。それで例えば資料３の方の４で一覧、

マル・バツで示していただいております。これを見たときにやはり私も移動性のところの

資料が欠落しているものが多いなと思って気になったところなんですが、逆にこの表の中

ほど、発育条件、越冬性、休眠性、繁殖条件、生活史というのはおおむねどれも資料が提

出されているというふうに読めますので、これはこの一覧にないものもおおむねそのよう

な傾向にあるというふうに理解してよろしいでしょうか。 

○高橋課長補佐 全て確認できている状況ではないんですけれども、これらは多分天敵を

開発する際に押さえる基本的な情報だと思われますので、ほぼそろっているというふうに

承知しております。 

○天野委員 ありがとうございました。 

○五箇座長 ほかいかがでしょうか。どなたか手を挙げておられましたでしょうか。よろ

しいですか。 

 與語先生、お願いします。 

○與語委員 すみません、與語ですけれども、資料３の11ページ目のところで、植物に対

する安全性に関する評価というのがあって、それで資料４を見ると、基本的に登録されて

いるというか、適用作物の情報であるということだと思うんですけれども、そういう理解

でよろしいですか。食性の特徴だとか薬害試験の話はそういうことでいいんですか。 

○高橋課長補佐 これまで植食性の天敵という登録はございませんので、基本的には肉食

性のものを農作物に散布した際に何か食害を起こすかどうかという観点の情報しか出され

ていないというのが現状でございます。 

○與語委員 分かりました。それで質問なんですけれども、例えばそういう虫を食べる植

食性じゃなければ大丈夫なのか。要は今日議論する植物に対する安全性というのは、対象

となる天敵農薬がいわゆる植食性じゃないということを大前提に、こういう農作物の情報

で十分かどうかということを考えればいいということでしょうか。 

○五箇座長 いいですか。多分この先、雑草を食うというタイプのものも想定されるんで

す、天敵の要は除草剤としての生物農薬というものもあって。それは植食性になってしま
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うから、場合によってはそういうケースでは当然農作物に対する被害というものも考えな

きゃいけないということになります。今ここでは取りあえず害虫退治の天敵が主に市場に

上がってきているので、それを対象にしてしか資料がそろっていないですけれども、将来

的には草を食ってくれるというやつもあれば、商品化するということも想定されますので、

そういうのが来た場合には、植物に対するパフォーマンス、食性パフォーマンスというの

は評価しなくてはならないだろうというのもありますし、あと肉食性というか、こういっ

た捕食性天敵に関しましても、チリカブリダニみたいなのは実は花粉を食べるとされてい

ますので、そういったときに万が一、農作物の花粉を食い過ぎちゃったら困るということ

もあったり、そういうことも想定してと考える。念のためこういったパラメータは見てお

いた方がいいんじゃないかと。あくまでも農薬になりますので、化学農薬で言うところの

薬害ですよね。そういったパラメータとしては、まいたものが植物そのものにダメージを

与えないかどうかというのは、パラメータとして入れておいた方がいいだろうということ

です。今のところは想定しにくいところではあるんですけれども。 

○與語委員 分かりました。今、五箇座長がおっしゃったチリカブリダニが花粉とかを食

べるというのは僕も気になっていて、その辺のところはどの程度までの量を食べるのかと

いうのは私はイメージがないものですから、単純にどういうものを対象とした天敵かによ

って、この辺のカバーすべき情報が変わってくるとは思うんですが、状況は分かりました。 

 以上です。 

○五箇座長 日本さん、お願いします。 

○日本委員 今の議論に関連してなんですけれども、まず１点、花粉を食べるのはチリじ

ゃなくてスワルスキーとかミヤコの方がメインだと思いますけれども、今、與語先生がお

っしゃった懸念に関しては、今まで知られていないというのが正しいところなんでしょう

けれども、花粉を食べ過ぎることによって植物が受粉しなかったりとかということは知ら

れておりませんし、そんなには食べませんので大丈夫だと思います。 

 今の五箇先生、與語先生のお話の中だと、今、調べているよというのは作物に対してと

いうことだったと思いますし、今後も作物に対して影響があるかどうかというのは農薬登

録というところでは重要な項目なのかもしれないですけれども、この委員会で今、問題と

しているのは多分、野生生物に対する問題だと思います。作物以外の自然界のいるあまた

の植物たちを食べるかどうかというような情報というのは、ある意味では必要なのかなと

は思います。特に先ほど五箇先生がおっしゃったような雑草防除のための天敵農薬という
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のがもし出てきた場合には、その影響というのはかなり重要かなと思います。 

 ただ、現状では天敵、害虫を食べる方の天敵に関しては、基本的には肉食性がメインで、

野外の植物がその天敵によって枯れてしまったとか、そんな話は聞いたこともないので、

そういった事例は知られていないというような報告があれば十分なのかなと思っています。 

 以上、意見でした。 

○五箇座長 どうも補足ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょうか。 

 大井田先生、お願いします。 

○大井田委員 今の項目に関連する話なんですけれども、この植物に対する安全性という

ところは、現状は一般の化学農薬の薬害試験とかと同じような要領で、作物に悪さをする

かどうかというところで評価されていると思うんですけれども、カメムシ目などのように

植物を一時的に吸汁して水分を補給するというような虫の場合は、 近これが厳格に適用

されているというお話を聞いていまして、ほかの項目も含めて、今後いろいろと変えるべ

きところを変えていくんだと思うんですけれども、この評価項目は、基本的に今のやり方

でいく場合、例えば天敵をいろいろな野菜類とかで使えるようにする場合に、そういう被

害を出さないんだけれども吸汁性があるというような天敵の場合には、具体的に何作物で

そういう評価をすれば、野菜類なら野菜類、果樹類なら果樹類という登録に持っていける

のかというようなところも含めて、今回もしガイドラインを作られるのであれば、その辺

もはっきり決めていただいた方が、実際登録される業者だったり、あと利用場面のことも

考えて、実態に沿った登録ができるんじゃないかなと思いますので、是非その辺り御検討

いただければと思います。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございました。 

 ほかいかがでしょう。シナリオペーパーだと移動分散やってから環境、生物への影響を

やって、植物への影響をやって、人の影響という順番になっていたんですけれども、結構

もういきなり植物の方にすっ飛んじゃっているので、あとはどこからでもいろいろと御意

見いただければと思います。いかがでしょう。要するに捕食、競合、交雑、この点も含め

て御意見ありましたらよろしくお願いいたします。 

 大井田先生、お願いします。 

○大井田委員 移動性のところに戻りますけれども、この移動性の評価というのはやっぱ
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り非常に難しいと思うんです。天敵が空腹な状態とそうじゃない状態でも結構変わってく

るのかなと思うんです。圃場に放したときに、そこに対象となるような害虫がいなければ、

当然分散能力というのは高まる種類が多いと思いますので、そういった場合を想定した評

価にするのか、通常想定されるような、ある程度害虫がいるような状況で利用した場合に

どれぐらい分散するのかというふうにするのかという前提条件、その辺りをしっかりと決

めた上で評価項目を作っていかないと混乱する元になるかなというふうに感じます。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。 

 與語先生、お願いします。 

○與語委員 與語ですけれども、私も昆虫そんなに詳しくないですけれども、クモ類とか

を考えたときというのは、移動性って普通に飛ぶとかの話ではないような気もするので、

移動で捉えなきゃいけない範囲というのはあるんですか。クモははるか遠くまで飛びます

よね。だから、どの辺のところを移動性というか、イメージが湧かなかったので、その辺

のところがイメージが湧くといいなと思いました。以上です。 

○五箇座長 私自身は外来生物を専門でやってきているので、基本こういった昆虫類、節

足動物、微小動物に関しての移動分散って自力移動以前に風で飛ばされる、あるいは物に

くっ付いて飛ばされる、人為的に移送されるという部分の方が大部分です。もう今やって

いるヒアリなんていうのはもろ典型的にそういった事例になりますので、どっちかという

と、生物学的な移動分散うんぬんよりも、残渣に紛れたカブリダニが外に置かれたときに

風でどれだけ飛ばされるかというのは、これはそのときの環境要因で決まっちゃうという

ことを考えると、実は我々、僕と日本さんなんかハダニというのをずっと学生からやって

いますけれども、あれの移動分散というのは 強ですよね。風で飛ばされちゃうので、エ

アプランクトンとして飛びまくるわけです、結局は。 

 だから、ある意味、東北一帯でも同じような形で大きな集団を作ったりということをや

っているという状況になっていることを考えると、生物学的なパラメータを取って短時間

における移動分散というのはこうだというのは示すことはできたとして、実際、いわゆる

野外のオープンな空間という部分における移動分散というのは、これは未知数というか、

ある意味無限大になり得るものだというところはあると。 

 だから、僕から言わせると、今のこういった評価をしているのは微小な節足動物類なん
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て飛ばされて当たり前ぐらいの感覚で見ておくしかないんじゃないか。移動分散ありきと

いう前提でやった方がいいような気は、ちょっとずっと聞いていて思った次第ですけれど

も、特に外来種をやっていると、神出鬼没でどこからでも出てくるということを考えると、

余り自力移動という部分をぐにぐにやったところで、結局は余り役に立たないんじゃない

かという気はしています。 

 日本さん、どうぞお願いします。 

○日本委員 私も五箇先生のおっしゃることに同感です。基本的に土着性の天敵というの

はほぼあり得ないと思いますので、移動するかしないかといったら絶対するわけですよね。

前回も議論に出たと思いますけれども、じゃ、それがどのぐらいの率なのかとかいうこと、

あるいは圃場からハウスとか畑から出ていったときに、その後、自然環境下で定着してど

れぐらい自然条件で増えられるのかというところが問題なのかなというふうに思っていま

す。移動は基本的にはするものだと。だから、出るリスクというのはゼロではないと。で

も、出た後どれぐらい増えるんだろうかというところに焦点を絞って調べていくのがいい

のかなと思います。もちろん移動に関する、歩いて移動するのか飛んで移動するのかって、

そのぐらいの情報は当然必要になってくるわけなんですけれども、出た後にどれだけリス

クがあるのかというところを重点的に考えていくのがいいかなというふうに思いました。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 ほかいかがでしょうか。特に今言ったように、移動はありきと考えて、自然界の中にぽ

んと放り出されて、そこでちゃんと餌見付けて食べて増えるかというところが、ある意味

定着リスクのポイントですよね。そこをどう評価するかというところに絞った方がいいん

じゃないかという今、そういったお話が出ているところです。 

 その点はどうでしょう。特に農業現場を担当されている方の実感として、感じていただ

くところがあれば御指摘いただければと思います。僕は外来種あるいはそういった農業害

虫という部分で見ると、ある意味どこでも飛んで、皆さん経験あると思うんですけれども、

例えばマンションなりアパートでベランダに作物置いたら間違いなくハダニが飛んできて

くっ付くわけです。湧いて出るようにエアプランクトンで飛んでいるんだなというのがよ

く分かるんです。だから、そう考えると飛んでいるよね、飛ぶよねという前提で考えた方

がよく、行った先でどうするか、できるかというところにフォーカスした方がいいだろう。

だから、移動分散を測るのはいいと思うんですけれども、それ自体がリスクをチャラにし
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てくれるものでもないだろうというところだと思うんです。 

 逆に言うと、だから定着というポイントで先ほど出てきたパラメータの中で、例えば越

冬耐性があるのか、あるいは夏の暑さに耐えられるのかという問題とか、餌の幅、いざと

なればこれ食える、あれ食えるといったようなところが定着という部分のパフォーマンス

に係ってくることなんですけれども、その辺を多分一次スクリーニングとしては一番重要

なところじゃないかというふうに思うんですけれども、その点に関しましていかがでしょ

う。 

 宮下先生、お願いします。 

○宮下委員 要するにやっぱり何を対象にするかだと思うんです。先ほど来話に出ている

微小なダニの仲間であれば、これはどこへでも飛んでいくということだと思うんですが、

一般的に例えば昆虫とか、クモなんかもそうなんですけれども、別にクモって全部バルー

ニングするわけではなくて、実はバルーニングする方が少ないかもしれないです、経験上。

だから、クモ＝（イコール）バルーニングではないですし、少なくても数世代とか、多く

の生物は新しく入ったところでじわじわ広がっていく。これはむしろそれこそ100年とか

50年とかになれば別ですけれども、そうじゃなければ数世代とか数年、それぐらいではそ

のエリアでじわじわ広がっていくと思うんです。ですから、例えばそういう移動分散性の

情報が、対象にもよるんですけれども、ある程度あることによって注意すべきモニタリン

グ領域とかエリア、そういったことの監視には当然使えるわけなので、全て分散するから

別に移動はいいやというふうにも私は必ずしもならないと。ですから、どういう分類群か

によって随分違ってくるので、その辺は余り雑に捉えない方がいいんじゃないかなと私は

思います。 

○五箇座長 御指摘ありがとうございました。 

 おっしゃるとおりで、大きさによるというか、大きさが小さいものだと確実に風で飛ぶ

というところでございますけれども、割と大型になるとそうもいかないところがあるし、

あと定着した後のそこでどういう形で動き回ってくれるかというところも重要な要素にな

ってくるので、そういった部分では、ある程度の移動能力に関する移動パフォーマンスと

いう部分に関しての評価も必要だろうということだと思います。おっしゃるとおりで、確

かに羽がないよりはあった方が確実に飛ぶというのは間違いないところではありますので、

そういったところは一応パラメータとして評価に入れておく必要があるだろうという話だ

と思います。 
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 日本さん、お願いします。 

○日本委員 確かに私も宮下先生のおっしゃること、そうかなと思って聞いていました。

それともう一つ、前回も議論に出たんですけれども、万が一外に出てしまって定着したと

きに、どう封じ込めるかというようなことを考えていかなきゃいけないということで、難

しいと思うんですけれども、そういった移動分散性の情報があったら、定着してもすぐに

はばっと広がらないんだよという虫であれば封じ込めで根絶させるということもできるだ

ろうというような、あくまでも想定の議論になるかもしれないですけれども、そういった

ことは言えるかなという気もします。確かにある程度は移動するものだという意見は変わ

っていないんですけれども、移動するかしないか程度ではなくて、もうちょっと細かい情

報がもちろんあった方がいいなというふうには思います。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 確かにこれは結局全てのパラメータについてそうなんですけれども、物によって、分類

群によって大分重要性が変わってくると思うんです。だからこそエキスパートジャッジメ

ントが必要になってくるんじゃないかな。事前レクで実はこの点は議論していて、農薬的

な一次スクリーニングとして 低限これとこれと押さえつつも、でもやっぱり相手が生き

物ゆえに、分類群ごとにエキスパートが集まって細かいリスク評価をしないことにはでき

ないでしょうということは一応ある程度農水側の方にもお話ししていて、今、正に例えば

移動一つ取ってもこういった具合に、種類によってはそれが非常に重要になってくるのも

あるし、一生懸命評価しても本当に風でぴっと飛ばされるようなものだとどうしようもな

いというところもあったりというところなので、一元的にはなかなか評価しづらいところ

があるというところで、でも 低限羽があるのかないのか、飛ぶのか飛ばないのか、自立

移動としてどれぐらいのパフォーマンスがあるかぐらいはデータとして一通り揃えておく

必要があるんじゃないかなという話だと思います。それをもって、また個別に実際に、ハ

ダニなんて歩行なんて１センチあるかないかだけど、飛ぶとなったらすごい数キロは飛び

ますみたいな話をそこで差し込んでいって、リスクをまたいろいろ考えていく必要がある

ということかなと思います。 

 だから、結局、農水省も環境省もそうなんですけれども、農薬のリスク管理というとこ

ろで議論していて、なかなかこれまでの化学農薬ベースでやろうとすると難しいというと

ころを前提にやっていかないといけないので、行政サイドに言っておきたいのは、なかな
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か御期待に沿うような一次スクリーニングは、そう簡単にはできない、生き物ゆえに。だ

けど 低限これだけ押さえましょうというところを今、取りあえず無理くり、先生方にお

願いしているということで、先生方もむちゃ振りの中で、 低限これを評価データとして

出して、それを見た上で、エキスパートの方が色々言うというシステムとして、検討いた

だければというふうに思います。 

 その上で、ただこういう落とし穴がある、リスクがあるということはそれぞれ生物ごと

にまた出てくると思いますので、そういったことも当然しっかり指摘いただきたいという

ふうに思っております。 

 津田先生、一瞬手を挙げられましたけれども、いかがですか。 

○津田委員 情報を出すということは結局、天敵を放飼したときにいろんなリスクがない

かということを確かめるための情報だと思うんですけれども、そうだとすると、できるだ

け分かっていることは洗いざらい登録のときに出してもらうという姿勢がいいのかなと思

うんですが、それでいいですか、理解としては。 

○五箇座長 行政サイドとしては、ただやっぱり製造者の負担も考えざるを得ず、 低限

のデータ項目というのを課すというか、これは出せといった指示をしなくてはならず、そ

ういった部分は何でもいいから洗いざらい出しなさいと言われちゃうと、結構メーカー困

っちゃうし、無いものは無いとしか言ってこないという状態になっちゃうので、例えば発

育零点というのは何度とか、そういったポイントですね。 低限のポイントを出してもら

った上で、更に個別に出された種によっては、追加でここも検討しなきゃいけないだろう

し、あるいはこういったリスクがあるから、そこは注意事項にしなきゃいけないといった、

要はエキスパートが後でジャッジするというスタイルになるんじゃないかというふうに、

考えているところです。だから、理想は細かい項目全て設定しておいて、全部出しなさい

と言えれば一番いいんですけれども、現状はちょっとそこは難しいだろう。実際問題既存

データが余りに少な過ぎるという部分もありますので、今ここでは 低限押さえられるも

のは何かというところを集中して、出していただけると有り難いと思っています。 

○津田委員 もし、 低限こういうのが重要だという情報が当該天敵でない場合に、それ

でもやっぱりリスクを拾いたいということであれば、近縁の天敵、別の種なんだけれども

登録を申請する天敵に近縁種の情報がある場合に、それも良しとするか、それは一つの手

だと思うんです。もしよく分かっている近縁種の情報があって、その当該の天敵の情報が

ないという場合に、近縁種はかなり形態や生態的にも性質が似ているという場合が多いの
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で、そういう情報でも提出してもらうとかというのはある。 

○五箇座長 それはあると思います。要は代替種というか、代替的なデータでオルタナテ

ィブなデータで議論するというのもありだし、そういったものをジャッジできるのは多分

生態学者、昆虫学者のレベルじゃないと難しいので、そこは従来の農薬みたいに一元的に

ＥＣ50、ＬＣ50で基準値を決めるという設定ではなくて、一次スクリーニングでちょっと

危なそうだというものを引っ掛けた上で、それに対してどういうデータを要求するか、あ

るいはその出されたデータをどう解釈してリスクというものを判定するか、ここはエキス

パートじゃなきゃ無理だろうということ。相手が生き物だし、分類群がこれだけ多岐にわ

たると、なかなか一元的な評価は難しいだろうということを、行政サイドとしては柔軟に

対応するという体制を取ってもらうしかないかなというふうに思っています。 

 だから、今おっしゃったようなものもプランとしてあって、製造者側がそういったデー

タを出してきたときにエキスパートがそれを見て、これは代替データとして使えるという

ふうに判定すれば、それはそれでリスク評価に使用するということもありだと思います。 

 それを行政の方で何かマニュアル的にそれで評価しろというのは到底無理だと思います、

生の生き物である限りは。なので、皆さんこれらの検討、もしこういったリスク評価の検

討会が始まれば、ここにいらっしゃる皆様方に大変な御苦労をお掛けするかもしれないと

いうふうに思うところですね。 

 ただ、何か聞いていると、年に１剤かそこらなんでしょう、これらが登録されているの

って。今でも24剤しかないですよね。なので、化学農薬ほどの負担はないかなと思ってい

るんですけれどもね。 

○津田委員 分かりました。 

○伊澤農薬室長（環境省） すみません、ちょっと行政サイドからなんですけれども。 

○五箇座長 お願いします。 

○伊澤農薬室長（環境省） 今ちょっと御議論になっているとおり、情報のどこまで出さ

せるかというところで、ありったけ出させるというふうな言い方をしても、今、エクセル

でお配りしたように、出てくるデータというのはどうしても濃度が違うというか、こうい

う状況があって、行政としては、少なくともこれは出してくださいねみたいなことという

のは、もう少し細かく示したいなというふうに考えています。 

 今一番議論がされた移動性のところを例に取ると、現状では、三つの剤しか情報を出し

てきていないんですね。これらについて、じゃあ、どうしようかという話ですね。そうは
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いっても、飛翔能力のあるなしは調べれば分かることなんで、これはもう普通に求めても

いいんじゃないかとの考え方もできるだろう。移動性について 初に出していただく基礎

的な情報として、この飛ぶ飛ばないとか、気流に乗る乗らないとか、歩行の場合だとどれ

ぐらいのスピードになるみたいな情報ぐらいは求めてもいいのかなと考え、移動性につい

てはこれらについて考察をしてくださいとメーカー側に示すことで、メーカーがそれに応

じた情報を探したり、ない場合は作っていただけるということを期待しているということ

になります。 

 一方で、何でもかんでも書いてしまうとメーカーの負担が大きくなるので、できるだけ

初に求めるデータとしては、それほど重くないものにしたいというのもあって、じゃあ、

どれが重要で必須とするデータなのかなというようなことを考えつつ、行政として、これ

を出してくださいねということを、できるだけ分かりやすく明快にお伝えをしたいなとい

うふうに考えているところです。 

 ちょっと別な話になりますが、先ほどの近縁種のものというようなことですが、メーカ

ーの方にまず投げて、メーカーに近縁種の状況で類推ができるんだというような主張をし

ていただいて、それが適切なのかどうかということはエキスパートの皆さんに判断をして

いただくというような形で、検討会で情報をブラッシュアップしていくような形で審議を

進めさせていただければなというふうに考えております。 

 以上です。 

○五箇座長 よろしいでしょうか。 

 結構これ、化学農薬のシステムを一回見せておいた方がよかったかもしれないですよね。

化学の方、いわゆる化合物農薬というのは、要は一次スクリーニングとして３点セットと

言われる水生生物、魚類、ミジンコ、藻類へ毒性試験をして、そのＬＣ50、ＥＣ50で基準

値を作って、それと環境中予測濃度を比較して、環境中予測濃度が低ければオーケーとい

うふうなジャッジをすると。 

 ただ、それで引っ掛かるようなものがあれば、更にもっと実環境に近い想定をした上で

環境中予測濃度を計算し直したり、あるいは、追加でこういった生き物のデータそろえて

見てみようかというようなことで、今だとユスリカとか、ウキクサ、そういったものも試

験項目として入っているし、 近ですと蜂類に対する毒性試験も始まったという具合に、

要は、ちょっと二次、三次とだんだん高度化しているというところはあるんですけれども、

今求められているのは、天敵農薬における一次スクリーニング３点セット。化学農薬でい
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うところの３点セットのようなものは何かという、評価ポイントは何かというところが行

政としては求められるところですね。 

 それがちょっと化学とは全然違うものなので、生き物ならではの 低限のポイントって

何かありますかというのが行政として今非常に求められているところで、その点について、

生物の専門家として、皆さんから御意見があれば。もう求められるなら、相手が生き物な

んで、いろんなデータがあればあるほどいいんですけれども、今現時点では、農薬として、

商品として登録するという、そういった一つのレギュレーションが必要とされている中で

は、 低限これ出せといったものをシステムとして入れたい。それを何にするかというと

ころ。今、移動性なんかはやっぱり入れといた方がいいだろうと、あとは、休眠あるいは

冬眠というポイントもあった方がいいんじゃないかというようなことは既に出てきている

んですけれども、そういった流れの中で、３点か４点、何か絞り込めるとベストかな。そ

の上で、後でエキスパートとして、いやいや、この種は結構これこれこういう前例がある

とか、データがあるといったようなところで追加データ要求してみたり、あるいは、こち

らの方で情報収集したりするということで、エキスパートジャッジを図っていくという流

れが一番健全なんじゃないかというふうに考えているところです。 

 そこで、今ここで特に一次スクリーニングとして出すべき要素は何かというのを、ちょ

っと御意見いただけると有り難いということになると思います。整理すると、そういった

ことになってきます。 

○伊澤農薬室長（環境省） すみません、ちょっと行政として補足というかですね。 

 やはり求めるデータをメーカーがどれぐらい労力を掛けて準備する必要があるのかとい

うことも我々ちょっと気になっていて、エクセルの表で、全ての剤で出てくるような情報

というのは、どんなものでも要求すれば持っているだろうと思われる。我々としては、こ

ういう項目というのは「これ出してください」というふうに言いやすい。 

 一方で、ちょっと調べなきゃとか、お金掛けて取らなきゃいけないねというような情報

というのは、それが本当に必要かどうかというのを考えた上で求めるような感じにしなき

ゃいけないのかなと思っていて、その取りにくさと求める必要性の高さというのを、てん

びんに掛けて考えていく必要があると思っています。 

 そういった意味では、少なくともこれは必須だよねというものは、もういや応なく一次

の情報提出で求めさせていただく。そうじゃなくて、あれば出してくださいというような

ものは、そのような扱いにするというのも考えていきたいと考えております。「これはも
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う欠かすことはできないんです」というものと、「これはあれば助かります」というよう

なものと、少し分けて整理をしていきたいなと、ちょっと欲張りかもしれませんけれども、

考えております。 

 以上です。 

○五箇座長 今の我々の方の説明で御理解いただけましたでしょうか、何をもう少し絞り

込みたいかというところに関しまして。そういった点で、また改めていろいろと御意見い

ただければと思います。 

 與語先生、お願いします。 

○與語委員 今、よく分かりました。それでいくと、先ほど、五箇座長も伊澤室長もおっ

しゃっていましたけれども、すぐ調べて出るような、何か一次情報というか、一番 初の

簡単な個々の情報みたいなものと、ちょっと上の段階の情報みたいなのがあったときに、

その辺のところの関連性が私自身は虫をやっていないので分からないですけれども、ただ、

移動性といったときには、その構成要素として飛翔能力等があるとか、定着性といったら

寿命だとか休眠性だとか、それらが組み合わさると定着するとかという構造が、そういう

ところ。３点セットはその辺のどの辺を３点と言うのかとか、ちょっと私自身には見えな

かったです。その議論を虫の分かる方で議論してもらうといいかなと思いました。 

 以上です。 

○五箇座長 あと、逆に言うと、これ、どういうケースになったら登録が取れなくなっち

ゃうのかというところ、問題は。 

 農薬の場合は、もう毒性が高くて、しかも環境中予測濃度も高いとなったらアウトって

決まっているんだけれども、例えば冬眠しますという性質が出てきたとして、いや、冬眠

するのは駄目ですと言われたら、全然使えるものがなくなっちゃうおそれもあるし。今は

こいつを専門で食ってくれているけれども、ひょっとしたらあれも食うかもしれませんと

いうような広食性データがあったら、それも駄目ですと言っちゃうのかという。要は、本

気ではじくとしたら、どういうときにはじくつもりかというところがあったりする。ある

意味、評価項目としてリスクがあるからこういう使い方してくださいというラベリングで

済ますというならば、そういったデータはあっていいと思うんですけれども、要は、冬眠

するおそれがあるから残渣に関してはきちんと処理してくださいと、生き残らないように

してくださいといったようなラベリングするとか、そういったことはいろいろ考えるけれ

ども、農薬でいうところの登録抹消みたいなことが、果たしてこういった状況において、
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どのケースについて想定するのかということですよね。要は、はじくと、一次スクリーニ

ングの段階で「これ駄目」って言えるという、その基準はどうするつもりかというところ

もある。 

 だから、これ、意外と難しいんですよ。生き物の場合は、なかなかそこ、そもそもが

初に日本さんからも紹介あったように、これ、減農薬・省農薬という、そういった目的の

ために持ち込まれているものであって、どっちかといったら、これからみどりの食料シス

テム戦略を考えていく上で大事な資材という中で、そこをはねるとなると相当厳しい基準

が必要になってくるけれども、その基準ってじゃあ何という話もあるというところなんで

す。 

 あと、自分で言っといてあれだけれども、意地悪な想定問題出すとすると、結局、この

手の問題で一番厄介なのは、多分、外来種は見分けもつくし、あと、定着しにくいだろう

ということもあり得る。日本の環境は非常に違うので難しいということもあり得るし、現

実、今のところ、それほどばかばか外来の天敵が増えているという事例はないけれども、

一番厄介なのは、これから在来天敵が商品化されるということがどんどん推奨される中で、

国内外来種の問題の方がよほど厄介ということになりますね。 

 例えば、このリストなんかでもナミテントウみたいなのが入っていて、これはもう明ら

かに、完全に日本のテントウムシを商品化していると。これをいわゆる商品系統として遺

伝的に単一、しかも飛ばない系統という形に遺伝的にモディファイしたものをばらまいち

ゃったら、それは今も生態学の言うところの遺伝的な浸食という部分で、厄介なことが起

こるんじゃないですかということになると、意外とこっちの方が実は厄介な問題になって

くる。 

 もっと言えば、日本の場合は島嶼域というものがたくさんあって、そういうところにい

ない虫を持ち込むということ自体は、ある意味外来種問題として、今非常に厳しく考えな

きゃいけない。例えば小笠原であったり南西諸島も、いわゆる自然遺産地域というもので

あるという中で、でも、農業をやっていくという中で、天敵農薬を持ち込んで大丈夫なん

ですか、というような話も実は出てきているし。 

 ここは、実は外来生物法もそこをどうするよって。今度改正される中でも、そこまでは

まだ議論がいっていなくて、結局、今のところは自治体レベルで、そういったものは入れ

ないでくださいといったような制限をつけるしかないといったことになっているけれども、

じゃあ、こっちの方はどうしますかということも出てくる。これ、生物学的なリスクとい
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う部分を考えると、従来の農薬、化学農薬みたいに一元的な産物、いわゆる合成産物とは

まるっきり違うリスクパフォーマンスというものを考えなきゃ、それはもう法律で管理し

ていくのは相当実は難しいですよということは行政サイドにも知っといていただきたいと

いうことですね。掘れば掘るほど難しい問題になってくるという。そもそもがそれを議論

する前に、じゃ、外来生物法の方からまず整理しとけよって話にもなってくるということ

です。 

 なので、すみません、また結局、ぐるぐると問題を蒸し返して難しくしているわけです

が、どうしましょうという話。 

 宮下先生、お願いします。 

○宮下委員 今、五箇さん言われたこと、非常に重要なポイントで、薬というか化学物質

の場合は、どこにまいても影響を与え得る生き物というのは必ず何かいるわけですよね。

だけど、生物というか、生物農薬というか天敵の場合は、今の交雑の問題なんか特にそう

なんですけれども、受け手がそこにいるのかどうか。しかも、それがどのくらい希少なも

のなのかって、正に生物多様性の観点からいうと、そこがものすごくポイントになると思

いますね。 

 ですから、実際じゃあどういうものが駄目なのかというふうに反対側から考えた場合は、

やっぱりそういう生態系なりシステムにリスクがあるものを導入するのは、これは非常に

危ないだろうという。予防原理的なことからいえば、もうこれは無理だろうと、そういう

判断になるんじゃないかなと思うんですね。 

 ですから、いわゆるパラメータだけで判断できない部分があって、場合によっちゃ、そ

ちらの方がむしろより上位の上流部になる可能性があるので、その辺の、それこそスクリ

ーニングというのか、分からないですけれども、項目としてフローの中にそこをしっかり

入れとかないと、何か本来の目的にならない可能性があるんで、そこはちょっと要注意か

なと思います。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございました。 

 ほか、御意見どうでしょう。 

 本当に重要なんですよ。結局、生き物ゆえに、場合によっては勝手に増えちゃうし、勝

手に進化しちゃうというパフォーマンスを持っているので、入れた場所によっては非常に

甚大な影響が出る。その甚大な影響というのはどういうことかというと、今出てきたよう
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に、希少種であったり絶滅危惧種という部分に実は影響しちゃうと、これはとんでもない

ことになってしまうという。そういったところを考えたときに、果たして化学農薬的なス

クリーニングというシステムでやっちゃってオーケーかというと、そうはいかないという

ところもある。 

 もっと言えば、もういろいろと注意事項を付けた上で、気を付けて使ってください、島

には持ち込まないでくださいといったような形でのレギュレーションしかないのかなとい

うところもあるんですけれどもね。どっちかといったら、そっちの議論の方がもっとしっ

かり 初にやっとかないと。今既に使われているわけでしょう、沖縄県とかね。場合によ

ったら小笠原だって使っているかも分からないという状況の中では、むしろそっちの方の

レギュレーションは先にしとかないことにはいけないんじゃないか。 

 守るべきものは何かといえば、ぶっちゃけ、化学農薬って基本はヒトの健康と、あと水

産物、要は人の食い物だったんですよね。それを守るという目的でこういったレギュレー

ションシステムはあるけれども、これに関しては、守る対象が生物多様性となると、ちょ

っと大分入り口が変わってくるんじゃないかというところもある。ただ、それを行政サイ

ドとしては、やっぱり農薬というくくりの中で、これが販売されレギュレーションされて

いるという中では、そこまでシステムとしての大どんでん返しができるんですかというと

ころになってくる。 

 でも結局、今そこが一番の論点なんです。化学農薬ベースでやっちゃっていたから困る

よねという話。いざこういう話が出てきたときに、これ、北海道に持ち込んでいいんです

かという、そういった話からスタートしているということを考えると、やっぱりそこを政

策的にどうレギュレーションするのかということから整理しないことには、この生物農薬

というのは、実はリスク管理はできないということになってきますね。なので、大分農薬

室が困っていると思うんですけれども、腕組んじゃって、すごい困っていると思うんです

けれども、事前レクで言っていた話どおり、こういったことになります。 

 これ、あと、外来生物対策室来ているけれども、外来生物法として、今後、国内外来種

の扱いってどうするつもりとかあるのか。議論はされているんだけれども、方針として、

今後どうするつもりですか。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） 外来室の水﨑です。 

 五箇先生、ありがとうございます。 

 そうですね、御指摘いただいたとおり、今進めている法改正では、なかなか国内外来種
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までは難しい。対応までは難しいというところが正直なところです。こちらも御指摘いた

だいたとおり、今は国立公園とかそういうところの核心部では、そもそも動物全て放して

はいけないって、そういうレギュレーションがある中で、ただ、じゃ、島まるごと放しち

ゃいけない規制が掛かっているかというと、そこまでではないということで、一部の自治

体では条例で、そういった国内由来の外来種も含めてレギュレーションを掛けていただい

ているということで、直近できることとしては、今、国会に提出している改正外来生物法

の中で、地方自治体の責務というものを明確に位置付けておりますので、それに関連して、

そういった条例策定など、条例とかリストの作成というのは後押しするというところはや

っていきたいと思っております。 

 正直、その先、じゃ、法律本体でどこまでできるかというのは、ちょっとまだ現時点で

は見通し立っていないので、また、すみません、行政的に自然体でいけば５年後とか７、

８年後にもう一回全体検討するときに、じゃ、どうするかというようなものが、本当の自

然体の正直なところではございます。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 そういった状況ですので、しかも５年後改正って、多分私も現役離れているから何もで

きないかもしれないし、根が深いというか、非常に厄介な問題をはらむんですね。生物農

薬と名はついているが、ある意味外来生物問題だということ考えると、農薬取締法という

既定路線でどうこうするということが本来はできるものじゃないんだというところで、さ

あ、どうしましょうということですよね。本当、行政的には、そうはいっても、これ、農

取法で扱わざるを得ないという中で、何とか 低限いい方法はないかというと、ちょっと

これまで考えてきたんですけれども、掘れば掘るほど難しいかなというのが皆さんの話聞

いていても思うところだろうと思います。 

 津田先生、どうぞ。 

○津田委員 さっきの移動性のところで、これは簡単に調べられるし、調べられるという

か、基礎情報として必ず申請者が知っているだろうなという情報で、この表になかったこ

となんですけれども、寄生蜂とか寄生バエのような捕食寄生者の場合は、ホストの害虫の

どの発育ステージに寄生するのかというのは情報として出してもらった方がいいと思うん

ですね。それプラス、飼い殺し寄生なのか、要するに、相手のホスト、害虫を生かしたま

ま寄生して、その害虫が移動する先まで一緒に移動するというタイプなのか、寄生の際に

逆に麻酔をして、ホストを動けなくしてから寄生するタイプなのかという区別ぐらいはで
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きると思うんですが、もし飼い殺しだった場合には、そのホストと一緒に、害虫が移動す

る先には一緒に移動するので、その害虫の移動性に依存すると。天敵の移動性が害虫の移

動性に100％依存すると言えますので、その辺は情報として簡単に出してもらえるんじゃ

ないかなと思います。もしその害虫の被寄生ステージが、例えばさっきの五箇さんが言わ

れたような、もしダニだった場合に、ダニですごく移動性の高いステージだった場合とか

は、ホストと一緒に移動してしまいますので、ダニというのは例なんですけれども、寄生

されたホストがすごく移動性の高いステージ、あるいは人為的に移動しやすいようなステ

ージだった場合には、天敵も、捕食寄生者も一緒に異動してしまうという危険があります

ので、それは簡単に出してもらえる情報ではないかなと思います。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 なかなか、根本的なところで法にするのが難しいと言っちゃっているものだから、何か、

この先どう議論するかというのが、難しいところなんです。 

 與語先生、お願いします。 

○與語委員 與語ですけれども、すみません、今の津田委員の意見との関係もあるかなと

思うんですけれども、私、化学農薬ばっかり扱っている人間なんで、気になったことは、

天敵って全てある時期のときに、作物の１作期の中に１回ぽんと入れるのが普通なのか、

いや、何回も分けて入れるのかというのが、ちょっと気になっていて、複数回やるとする

と、そのことで、今皆さんが大事だと言っている生物に対する影響とかに影響するような

ことってあるのですかね。あるのだと、そういう情報は使用方法の話なので、それは基本

的な情報としてあってもいいかと思いました。 

 以上です。 

○五箇座長 これは、日本さん、お願いできますか。ケース・バイ・ケースか。 

○日本委員 放飼回数に関しましては、基本的に今の登録されているものに関しては、放

飼回数は無制限です。そこは化学農薬と大分違うところで、作物残留が基本的にないわけ

ですから、幾らまいても大丈夫というような発想だと思います。なので、現状ではどうし

ようもないと。 

 おっしゃるように、たくさんまくということで残存するリスク、あるいは母集団が大き

くなるということで逃げ出すものが出てくる可能性というのは大きくなるとは思いますけ

れども、逆に、うまいことタイミングを合わせて生物農薬をまかないと、いつでも効くと
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いうわけじゃないので、タイミングを逃したときに、失敗を取り戻すためにもう一遍まく

ということが容易にできるということもメリットだと思うんですね。化学農薬みたいに、

一遍まいて効かなかったからって、でも、１作期に２回とか３回とか決まっていたらもう

取り返しがつかないんですけれども、生物農薬の場合は何回もできるというところがメリ

ットでもあるというところ。効かないってことは、要するに、逃げたというよりは餌がな

くて死んでしまったということの方が多いと思いますので、リスク的にはそんなに大きく

ないかなと思っています。 

 あと、もう一つ、これ重要なことなんですけれども、現実問題として、生物農薬は、単

価が高いですので、何回もまこうと思う農家さんはほとんどいないと思います。    

 多くの農家さんは１回まいたのを大事に使いたいというふうに思う場合が多いと思いま

す。 

○與語委員 ありがとうございました。よく分かりました。すみません。 

○五箇座長 逆に、１回まいちゃって効いたということは、要は、１回まいた量からどか

んと増えているんですよ、天敵は。だから、そっちの方はそっちの方で、１回まいて増え

てしまったら、もうそれはやっぱりリスクは一緒ということになりますから、ここは化学

農薬とはまるっきり違う。農薬はまいた後に減っていくという、もう決まった、いわゆる

半減期という決まった法則があるけれども、生き物の場合は、増えちゃったらもう爆発的

に増えちゃうということになりますから、そこは散布回数というよりは、そのときの害虫

とのマッチングで、あいつらが増えるかどうかの問題になってきます。ここは化学農薬と

はまるっきり違ってくる話だと思いますね。 

○與語委員 ありがとうございました。よく分かりました。 

○五箇座長 ほか、いかがでしょうか。 

 すみません、まずは小笠原とか沖縄の話は置いとくとして、国内で使うに当たって、今

あるこういった既登録のもの含めて、こういったところを見てリスクというものを、まず

低限評価するといったベースをどう作るかというところに、もう一回話を戻しまして、

その点につきまして御意見いただけましたらと思います。多分もう生物多様性の話は、今

ここで言い出していても、そのレギュレーションというところには収まらなくなってしま

う可能性がある。でも、やっぱり重要なのは、そういったものを安易に持ち込んじゃいけ

ないということをどこかで具体化しなきゃいけないのは間違いないかなと思うんです。も

う既にその問題、いろいろ起きていて、農薬じゃないんですけれども、我々がやっている
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マルハナバチなんていうのは、既に沖縄とかで使われてしまっていて、セイヨウオオマル

ハナバチは、少なくとも網を張って使ってもらうというような特定外来生物なので、逃が

さないことが前提になっていますが、クロマルハナバチに関しては、別に網を張るという

ことは一応プロトコルとして書かれているけれども、逃がして違反になるということはな

いことから、もうここは農家さんの自主性に任せざるを得ないというところは、むしろク

ロマルの方がリスクが高いという事態が起こってしまっていると。 

 そういったものを実は持ち込んでよかったのかどうかというけれども、でも、これは日

本全体での法律だから、使っちゃいけないという法律はないわけで、というような問題が

既に起こっているわけですよね。 

 だから、いずれ天敵農薬に関しても遠からずというか、そういった問題も今からちょっ

と考えておく必要があると。そこはどちらかといったら、農取法うんぬんというよりも、

生物多様性の観点からの問題になるので、一旦ちょっとそこは置いておいてもらうとして、

まず農取法的な流れの中で、こういった天敵農薬のレギュレーションをどうするのが一番

いいかというのを、考えていただければというふうに思います。 

 宮下先生、お願いします。 

○宮下委員 一般的な話でいえば、基本的に、先ほどの表に出ているような項目になるの

かなとは思います。要するに生物がどうやって増えるのか、自然界でどうやって増えて影

響を与えるかということが基本的な原理というか、問題になるはずなので、そうすると、

まず、どこにたどり着くかという移動分散の問題と、あと、ポテンシャルとしてどれだけ

増えるかという、いわゆる増殖率、これは本当に産卵数でいいのかどうか分からないです

けれども、世代時間は、これは当然、内的増加率が物すごく利いてくるので、世代数です

よね。 

 あとは、増加した場合に、近縁種に対して負の効果、あるいは強い捕食の効果をもたら

すかとか、あとは、先ほど来出ている、例えば耐寒性、乾燥も含めた耐乾性とか、そうい

ったいわゆるストレスに対してどれだけ強いかという、これを生活戦略で植物の方でいう

トレランス、三つのＣＳ何とかというのがありますけれども、そんなような、いわゆる増

えるかどうかという、いわゆるｒ選択的なパラメータに対してどれだけ耐えられるかとい

う、そういったパラメータがもう一個必要になってくると。 

 ですから、そういうふうに整理すると、もう四つか五つぐらいに大枠ではなるだろうな

というふうに思います。それらをしっかりエビデンスを提出してもらって、それはもちろ
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ん個々の種であるかどうかというと、ないことがほとんどだと思うので、それは津田さん

が提案されたように、近縁種だったり、いわゆる形質ベースとよく言うんですけれども、

似たようなやつだったら形質も多分にているだろうという、そういったもので代替しても

らっても多分構わないというふうに思いますので、基本はそういった移動と増殖のインパ

クトと、ストレス耐性を見たらどれだけあるかというので、おおむね評価できるかなとい

うふうに私は思っています。 

○五箇座長 御意見ありがとうございます。ただいまの整理、非常にストレートでいいと

思うんですけれども、ほかに御意見はございますでしょうか。 

 できることとしては、それが本当に 善の策であろうというふうに私も思います。 

 大井田さん、お願いします。 

○大井田委員 今、宮下先生のおっしゃったような項目であれば、現状、既に登録されて

いる剤で提出されているデータは、結構全ての天敵がカバーしている項目がメインになっ

てくるかなと感じますので、それにプラスして、簡単な移動性の情報ですとか、飢餓耐性

とかの情報、もちろん基準をある程度明確にしておく必要はあるとは思いますけれども、

それを明確にした上で出していただくというようなことであれば、現状とさして変わりな

い労力で、メーカーも対応できるんじゃないかなというふうに感じます。 

 以上です。 

○五箇座長 御意見ありがとうございます。本当に現状のベースで、メーカーに対する負

担という部分を含めて現実的であろうということ、ただ、繰り返しになりますけれども、

その上で一個一個の種に関して、やっぱり疑義があるというか、非常にこれはちょっとこ

のデータだけでは不足だろうというところをカバーするという体制を、二次スクリーニン

グ的なところを作っておくというのが、一番いい落としどころじゃないかというふうに私

も思います。 

 あと、移動性に関しても、先ほど言ったように、ある程度自律的な移動が重視されるべ

き種と、本当にハダニレベルのものだと、風で飛ぶということも想定した上での移動性と

いうものも評価しておく必要があるという具合に、この移動性ということに関しても種ご

とにその記載事項というのは変わってくるかなというところもあって、そこは整理してい

くことが必要かなというふうに思います。 

 そのほか何か、補足で御意見がありましたら、お願いいたします。 

 よろしいでしょうか。 
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 想定した落としどころに落ちてくれて、ちょっとほっとしているところなんですけれど

も、まずそこだと思います。ただ、ここで議論していただいた、ある意味エキスパートの

方々に集まって、わざわざ議論していただいたのは、農薬のいわゆる化合物農薬でのリス

ク管理というベースで、基本的にこの農取法というものが進められてきたので、そうでは

ないということを、まず行政サイドにしっかりインプットする必要があったということと、

文字どおり生物多様性の問題という意味では、外来種対策という観点も必要になってくる

ということで、こういった議論の場を作って、外来室にも来てもらっているということに

なりますから、今後のむしろこういった、いわゆる人為移動させる生き物たちの扱いとい

うのを、ひとくくりというか、同じカテゴリーとしてどう考えるかというのは、環境省と

してもしっかり考えていただきたいというふうに思っていますし、システムとしてそうい

うことを担保するシステム、いわゆる化学農薬以上に、こういったものに関しては事後モ

ニタリングであったりとか、あるいは生物多様性の重要性の評価といった部分が入り込む

と。 

 今までの化学農薬とはちょっと違う次元があるんだということを、どうそれをレギュレ

ーションシステムとして考えていくかということを、ちょっと後付けでもやっていかない

といけないかと思うんですね。そういったことは行政サイドとしても、少し頭に入れてい

ただきたいかなというふうに思います。 

 ほかはいかがでしょうか。 

 じゃ、與語先生、先にお願いします。 

○與語委員 すみません、 初の方の議論で出た中で、近縁種との交雑性というのがあっ

たんですが、それは今の議論からいくと、もう２段階目、３段階目のスクリーニングのと

ころで考えればいいというふうな理解でよろしいですか。 

 以上です。 

○五箇座長 これはどうでしょう。皆さん、いかがでしょうか、交雑性うんぬんというの

は、いわゆる種を見て、こいつを入れたら、これが起こるんじゃないのという段階で見る

のでよろしいか、それとも、 初から一次スクリーニング段階で情報提供を要求するかと

いうところですね。 

 僕は二次でやってしまった方が楽な気がするんですけれども、どうでしょうか。 

 そんなところかなと思いますね。何か一元的に、多くのものは結構、外国産のものであ

ったりして、そういったものに関してはなかなか、そもそもが難しいんじゃないかという
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ところもあるけれども、そうとも限らないものもあるけれども、それに対しては、やっぱ

り種を見ながら、我々の方も既存の情報と照らし合わせて、こういうリスクはあるんじゃ

ないかということをにらみをつけて精査するということになるし、先ほど言ったように、

もっと深刻なのは、やっぱり国内外来種の方が、より遺伝的な侵食という部分で厄介にな

ると思うので、そういったものの扱いという部分を、やっぱり高次なレベルで議論するこ

とが必要になってくるかなと思うんですね。 

 端的に言えば、今どんどん在来種利用の天敵利用も進んできているところですから、そ

ういった部分では、また二次的にそういったところのリスクというものは、しっかり議論

する必要があると思います。 

 ただ、一次的なところでそこまでやっちゃうと、ちょっとややこしくなるかなと思いま

すので。 

 天野先生、お願いします。 

○天野委員 すみません、わざわざコメントするほどでもないかもしれないんですが、前

回の会合のときからも、五箇座長の方からモニタリングできるかどうかとか、その後リス

ク管理措置ができるかどうかといったところが話題で上げられているんですが、やっぱり

化学合成剤とは違うと言いつつも、やはり登録農薬であって、防除資材として現場で使う

わけなので、使用者が使用した後に管理し得るものであるかどうかというのも、大変大事

な点ではないかなと思います。 

 登録内容は、大体のものが施設内で使うというような登録内容になっております。中に

はアルファルファタコゾウムシに対応したヨーロッパトビチビアメバチでしたっけ、そう

いったものは野外で使うということになっていますが、ああいったものを私も現地のモニ

タリングとか、定着性の調査なんかをやらせていただいたことがあったので、その後モニ

タリングなり調査をして、ちゃんと管理ができるかどうかといった視点で、どういった資

料を得ていくかというような目線が必要かなというふうに思いました。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。実際露地栽培で使われているものも、もう既に出て

きてはいるので、必ず今は施設内とは限らないというか、あと施設であっても、完全な隔

離施設というわけではないので、必然的にそこから逃げ出すとか、あるいは流れ出すとい

うことも想定しなきゃいけないという中では、事後に異常が起きていないかどうかという

のは、やっぱりきっちり見ていく必要があると。そういったモニタリング体制というもの
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をしっかり見ておかないといけないでしょうということになる。 

 ただ、これ、言っちゃえば、化学農薬もそうなんですよね。結局、登録が取れてから、

基本的にモニタリングという部分は、河川中濃度ぐらいでしか見られないというところが

あって、実際ネオニコが出始めてから厄介になったのは陸域で、蜂とかトンボ類に甚大な

影響があってという、後になって出てきちゃうという、そういうのはやっぱり今の農取法

のシステムでは、非常に難しいのは現実に見えている。だけど、だからといってよしとす

るわけじゃなく、そういった生態系というレベルでの影響評価というものを、きちんとこ

れから見ていきましょうということは、視点に入れなきゃいけない。 

 多分、しかもその管轄は、農水省うんぬんというよりも環境省になってくると思うんで

すよね。なので、そこは今、既に生物多様性国家戦略というのを練っている中で、やっぱ

りこの化学物質に、化学物質に限らず、こういった農業用資材というもののリスク管理と

いう部分は、まだ抜け落ちているところがあるので、御指摘のところは、正に生物多様性

保全という観点から、あるいは生態系保全という観点からも、どういったシステム、ある

いは法制度というものが必要になってくるかというのは、本当にこれからの議論じゃない

かというふうに思っています。 

 できるだけそういったデータが集まるといいんですけれどもね、実際に本当に。今おっ

しゃった寄生蜂や、スワルスキーカブリダニは露地で使っているんだっけ。使っているん

だよね。 

○高橋課長補佐 はい、露地の登録はあります。 

○五箇座長 だから、ああいったものを、テストケースとして、そういったものの評価、

使っているところの周辺で生態影響が起こっていないかどうかといったような評価は、研

究レベルでいいから、何かやった方がいいんじゃないかと思います。 

 そういう前例がないことには先に進まないと思いますので、これは是非農水省のプロジ

ェクト予算で組んでいただければよろしいんじゃないかというふうに思います。 

 日本さん、お願いいたします。 

○日本委員 今のに関連してなんですけれども、逆に言うと、今、五箇先生がおっしゃっ

たように、施設といっても、上にビニールが張ってあればもう施設ですよね。だから、化

学農薬の残留影響とかで施設と露地は分かれていると思うんですけれども、前に勉強会の

ときも話したかもしれないですけれども、こういった新しい仕組みができて、環境影響と

いうのがきちんと評価できるようになったら、何か逆にオーケーだよという生物に対して
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は、天敵に対しては、もう露地と施設と区別なく使えるようにしちゃってもいいのかなと

いう気がします。 

 逆に有効だから使いたいけれども、逃亡するとリスクが大きいよというやつは、きちん

と施設でネットを張って、逃げないような目合いのネットを張って使いましょうというの

を書くという前提で、そういった区別、だから、もう一律に施設と露地とで分けるという

のは、ちょっと天敵に関してはナンセンスかなとも思うので、そこら辺も併せて見直して

いけたらいいのかなというような気がします。 

 以上です。 

○五箇座長 御意見ありがとうございます。要はおっしゃるとおりで、日本というところ

の施設栽培は、もうオランダとかヨーロッパのレベルとはまるっきり違っていて、ものす

ごいすかすかというか、もう湿度も高く温度も高いというのもあるから、事実上開放系だ

というものがほとんどだと思います。余り施設利用というクライテリアを作っても意味が

なく、ほぼ野外で使っているのに等しいというような状況で測定した上でのモニタリング

というものを考えた方がいいような気はしますね。 

 もちろんレギュレーションも同じです。だから今の状況なら施設で使っているものでも、

野外で使っても大丈夫じゃないかというような形で、一回評価して使ってもいいんじゃな

いかということだと思います。 

 逆に言うと、そういう形でちゃんと評価すれば、使用する幅も増えるだろうというメリ

ットもあるし、同時にそういった部分で見逃されているのがあるならば、管理というもの

が強化されるという、メリットが出てくるということだというふうに思います。もちろん

難しいところはあるけれども、だからといって、今までの農取法の化学的な化合物と同じ

形で評価し続けるよりは、大きな前進だというふうに思います。 

 大井田さん、お願いします。 

○大井田委員 今の議論は使用者側の観点からいきますと、仮に露地で使えるというふう

に登録になった場合でも、それこそ定着性の話に絡んでくると思うんですけれども、定着

が悪くてどこかに行っちゃうような天敵は、多分、天敵農薬として登録しても意味がなく

普及しないと思うんですよね。 

 だからそういう登録があっても使われなくなるという、野外ではですけれども、そうい

う話になってくると思うので、逆に登録されたけれども、使用場面がなくて、どこか畑以

外の場所に行ってしまうというようなケースは、まず考えなくてもいいということに落ち
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着くんじゃないかなと思います、定着が悪い場合にはですけれども。 

 以上です。 

○五箇座長 ありがとうございます。 

 すみません、実はもう一個資料があったので、ちょっとそっちを先に進めます。資料３

は一旦これで閉じまして、次に資料５、天敵農薬の影響評価における用語の定義について

というところで、こちらの説明を先にお願いいたします。 

○高橋課長補佐 資料５になります。前回の議論を踏まえて修正させていただいた箇所を

中心に御説明します。 

 修正した箇所としましては、まず、天敵の概念にどういうものを入れるかという、丸の

５番目のところにコメントとともに書いているんですけれども、前回、競争によって害虫

の密度抑制をするようなものというのは、ここでいうところの天敵農薬の枠とはちょっと

別に考えなきゃいけないよねということで、ちょっとここに書き込むということはできな

かったんですけれども、覚書としてここにコメントさせていただいております。 

 それから、その次、二つ目のレ点のところになりますけれども、こちらの微生物農薬及

び植物については、この天敵の枠から除きましょうという議論の中で、天敵ですとか線虫

を媒介者として、有効成分としては細菌のようなものを使うものについては、ここの天敵

には含めないということで、この括弧の中、含めないということについて追記しておりま

す。 

 続きまして、２ページ目でございます。二次寄生生物、中段より少し下ぐらいになりま

す。二次寄生生物というのは、一般的にネット上でも探せるんですけれども、ちょっと二

次捕食生物というのが余りなじみがなくて、前回、高次捕食というような言葉を使ってい

たんですけれども、天敵を直接捕食するような生物のイメージですと、高次だとずっと先

の捕食者のように捉えられるので、二次としました。もしより良い用語等があれば、御提

案いただければと思っています。 

 それから、２ページ目の一番下と３ページ目にかかりますけれども、狭食性と広食性の

部分です。狭食性と前回御議論いただきまして、亜科内なの科内なのかというような御議

論もあったんですけれども、一応一つの科内の生物を捕食するものを狭食性と提案させて

いただいております。 

 それから、広食性については、科をまたがって捕食するようなものということで、これ

は現状、前回と変わっていないんですけれども、こういう形で提案しております。 
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 変更点等は以上でございます。よろしくお願いします。 

○五箇座長 こちらの用語につきましても、どこからでも御意見を頂ければと思います。 

 日本さん、お願いします。 

○日本委員 特段意見はありません。このようにきちんと定義して使えば、特に大きな問

題はないかなと思います。二次捕食生物についても、おっしゃったように、高次捕食者と

いうのは普通に使われているんですけれども、今回は天敵の直接の天敵だけを対象にする

ということで、二次じゃないといけないなとは思うので、余り使われないけれども、用語

の定義としてはあった方がいいのかなというふうに思うので、入れておいた方がいいと思

います。 

 １点質問ですけれども、例えばこの用語の定義とかというのは、法律なり何なりに載る

ような形になるんでしょうか。そういった形でこれを一般の人というか、利用者は見るこ

とができるんでしょうか。 

○五箇座長 事務局、説明をお願いします。 

○高橋課長補佐 今後、御議論いただいています必要な情報等をまとめて、恐らく局長通

知という形で提案しているのが、化学農薬の方は一般的なんですけれども、そういう形で

通知化する際に、その中で使われる用語としても、定義という形で示していけたらという

ふうに考えております。 

○日本委員 分かりました。ありがとうございます。 

○五箇座長 そのほかいかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。 

 與語先生、お願いします。 

○與語委員 すみません、質問ですけれども、虫の場合、科ぐらいのレベルだったら狭食

というのでも自然というか、問題はないんですか。昆虫は種数が多いと聞いているんです

けれども、特にその場合は気にならないのかなと思っての質問です。 

 以上です。 

○五箇座長 これはいかがでしょうか、虫をやっている先生方。 

○日本委員 じゃ、日本から。 

 科ですと、例えばハダニ科なんですよね。なので、ハダニを食べますというようなもの

が普通に言う言い方だと思いますので、グループとしては非常に似たグループというイメ

ージでいいと思います。なので、そこら辺が狭食性としては妥当かなというふうに思いま
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す。 

○與語委員 ありがとうございました。以上です。 

○五箇座長 何かすごい意地悪な想定問答だけれども、ハダニの中で希少種とか絶滅危惧

種とかが出てきたら、えらいことになるね。ないこともないけれども、別に気にしないか、

誰も。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。また何かあったら追加でメール等でもお送りい

ただければと思います。 

 今日も本当にたくさん御議論いただきまして、やっぱりちょっと不謹慎な言い方ですけ

れども、生き物ゆえに議論しなきゃいけない点がいっぱいあってというところで、一元的

にレギュレーションできるものじゃないよということが示せたのは、私的にはうれしかっ

たことかなと思っています。 

 これは行政的には困った話だと思いますけれども、生物多様性の管理はそれぐらい大変

なんだよということを、まず頭に入れていただいた上で、でも、そうはいっても、商品と

して出てくるものだから、何とかメーカーさんとしても、できるだけスムーズに商品化で

きるようにしていただけるようなシステムを作っていければというふうに思っています。 

 今日いろいろと、ある程度整理はついたといえ、大体法律として求められる部分と、生

物多様性保全ということで求められる部分ということで、いろいろとまた考えて、実際の

システムとしてどうしていくかというのを、もうちょっと議論した方が行政の方も助かる

と思いますので、もうしばらくお付き合いいただけましたらと思いますので、次回があり

ますという予告になります。すみません、お手数ですが、また皆さん、またその際には御

参加いただければというふうに思っております。 

 それで、今日の議題はこういったところで終わりになります。 

 そのほか、事務局の方から何か特段御指摘というか、連絡事項はありますか。 

○高橋課長補佐 特にございません。 

○五箇座長 では、これにて閉会ということにしますので、事務局の方にマイクをお返し

します。あとよろしくお願いします。 

○高橋課長補佐 本日は長時間にわたり御議論を賜りまして、ありがとうございました。

本日の議論を踏まえまして、また資料の修正等をした上で、確認等をさせていただきたい

と思います。 



- 37 - 

 

 また、今、座長から御発言いただきましたとおり、あともう少し回を重ねていきたいと

いうふうに考えておりますので、また日程調整のメール等をさせていただきます。引き続

きどうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は以上でございます。長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

○五箇座長 ちょっとすみません、外来生物対策室はいる、まだ。水﨑さん、いますか。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） おります。 

○五箇座長 さっき言ったけれども、小笠原とかの持込み、作物の苗とかを持ち込んでい

るとか、あと農薬関係ですよね。生物農薬関係とかはどうなっているかというのを、小笠

原事務所に聞いたら何か出てこないのか。いわゆる現状での参考データとしてちょっと欲

しいんですけれども、現状、今どういう扱いになっているかというのを。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） ちょっと今すぐどうかというのは分からないです。

調べてみてと思います。 

○五箇座長 何か参考データで出せるといいと思うので。沖縄の方は多分県に言えばすぐ

出てくると思うんだけれども、小笠原の方は、どういうつてでやればいいか分からないけ

れども、逆に入り口は１個だから、その部分では、いわゆる持込み品目はすぐ出るんじゃ

ないですか。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） 小笠原の生物の持ち込みに関する規制というか、ル

ールがどうなっているかということでしょうか。 

○五箇座長 いや、規制というか持込み自体。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） 持込みの実態ということですか。 

○五箇座長 逆に持ち込んでいるということは、スルーしているということだからさ。 

○水﨑対策室長補佐（自然環境局） あるかどうかも含めて調べてみます。 

○五箇座長 お願いします。すみません、以上です。 

 どうも申し訳ございません。閉めてください。 

○高橋課長補佐 どうもありがとうございました。そうしましたら、本日はこれで閉会さ

せていただきます。長時間にわたり、どうもありがとうございました。 

午後３時１７分 閉会 

 

 

 


