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2015.09.11 No.685 

■米国：ネオニコ系農薬スルホキサフロルの 

認可無効判決  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 米国の巡回控訴裁判所は１０日、ダウ・アグロサ

イエンスの新しいネオニコ系農薬であるスルホキ

サフロルについて、２０１３年５月の米国環境保護

庁（ＥＰＡ）の認可を、連邦法（Federal Insecticide, 

Fungicide, and Rodenticide Act）に違反するとし

て、認可無効の判決を下した。この結果、ＥＰＡが

再認可するまで使用が禁止されることになる。この

裁判は、米国の米国蜂蜜生産者協会（ American 

Honey Producers Association ）など養蜂関係４

団体と個人が、環境保護庁とダウ・アグロサイエン

スを訴えていたもの。  

 

 判決は、ミツバチに非常に有毒であるとする研究

があるにもかかわらず、環境保護庁が適切な影響評 

価を行っていなかった、として認可を無効とした。  

 

 ダウ・アグロサイエンスは１０日、判決が承服で

きないとする短い声明を発表した。声明では、スル

ホキサフロルの認可維持にＥＰＡに協力するとし、

判決に異議申し立てなど可能な手段も考慮すると 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。  

 

 この裁判を支援してきた Earth Justice や食品安

全センターなどは「勝利」として歓迎を表明してい

る。  

 

 欧州食品安全庁（ＥＦＳＡ）は２０１４年５月、

スルホキサフロルの評価を公表し、屋外で使用した

場合、ミツバチへの高いリスクは排除できないとし

ている。  

 

 日本でも１４年１０月、食品安全委員会の審査が

終わり、一日摂取許容量（ＡＤＩ）と急性参照用量

（ＡＲｆＤ）が設定された。現在、厚労省で、作物

ごとの残留基準値の設定が行われており、９月１０

日、農薬・動物用医薬品部会で答申（案）が示され

た。このあと、パブコメなどを経て正式に設定され

ることになる。  

 

 このスルホキサフロルは、日本では日産化学が開

発を行っている。日産化学は、日本におけるラウン

ドアップの販売元でもある。  

 

・判決文 

・Earth Justice, 2015-9-10  

 Federal Court Overturns EPA Approval of 

Bee-Killing Pesticide  

・Daw Agroscience, 2015-9-10  

Dow AgroSciences Statement on Ninth 

Circuit Ruling Regarding Sulfoxaflor  

・EFSA, 2014-5-21  

Conclusion on the peer review of the 

pesticide risk assessment of the active 

substance sulfoxaflor 

ミツバチ Ken Thomas wikipedia 
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■米国：ネオニコ系農薬スルホキサフロルの認可無効判決  

■厚労省 ネオニコ系新農薬スルホキサフロルの登録保留 

■米国ＥＰＡ スルホキサフロルを限定承認 

■スルホキサフロルの承認手続き再開 米国のような「落花後」規制は盛り込まれず 

■ネオニコ系新農薬スルホキサフロル 近くパブコメか 
 

■日本：ハチなどの受粉の経済価値は４７３１億円 ７割が野生種に依存  

■受粉媒介動物の経済価値は最大５７７０億ドル 有機農業への劇的な転換や農薬削減が危機回に有効 

■受粉媒介動物保護へ国際的な提言 モノカルチャーからの脱却を促すか 

http://earthjustice.org/sites/default/files/files/sulfoxaflor-opinion.pdf
http://earthjustice.org/news/press/2015/federal-court-overturns-epa-approval-of-bee-killing-pesticide
http://earthjustice.org/news/press/2015/federal-court-overturns-epa-approval-of-bee-killing-pesticide
http://newsroom.dowagro.com/press-release/Indianapolis
http://newsroom.dowagro.com/press-release/Indianapolis
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3692
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3692
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3692
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2016.04.19 No.695 

■厚労省 ネオニコ系新農薬スルホキサフロ

ルの登録保留  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 厚労省は３月４日、薬事・食品衛生審議会食品衛

生分科会農薬・動物用医薬品部会で、ネオニコ系農

薬スルホキサフロルの登録に向けた残留基準値の

設定中止を明らかにした。これにより、スルホキサ

フロルの登録は保留されることとなった。  

 厚労省のこの措置は、米国環境保護庁が昨年１１

月、米国連邦地裁の登録取消し判決（９月）により、

正式にスルホキサフロルの登録を取消したことに

対応したもの。厚労省は、「食品の安全性の観点か

らは残留基準の設定に影響しないと考える」が、米

国からの輸入に対応した残留基準値の設定申請が

あったものなので、米国での再登録を待って基準値

案を再検討する、としている。完全に登録を取り止

めたわけではない。  

 

 同時に意見公募（パブリックコメント）の結果が

公表された。５３７件の意見のほとんどが、スルホ

キサフロルやネオニコ系農薬への反対や健康影響

を懸念するものであった。厚労省が言うように、米

国での登録取消しが理由であるならば、昨年１２月

のパブリックコメントは不要だった。経過を見れば、

厚労省の登録保留措置は、こうしたパブコメに寄せ

られた意見が影響したものといえるだろう。  

 

・厚労省, 2016-3-4  

 農薬スルホキサフロルの残留基準の設定について   

・グリーンピース・ジャパン, 2016-3-9  

 厚生労働省、異例の決定 ネオニコチノイド系農

薬「スルホキサフロル」登録保留 

 

2016.11.16 No.746 

■米国ＥＰＡ スルホキサフロルを限定承認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 米国環境保護庁（ＥＰＡ）は１０月１４日、昨年

１１月に登録を取り消したネオニコ系農薬スルホ

キサフロルについて、使用条件を「厳しく」して再

登録した。これにより、今年３月に手続きを停止し

た日本での承認作業が再開されるものと思われる。  

 

 スルホキサフロルの再登録では、ミツバチへの影

響が「考慮」された。これまで収穫日を基準として

いた使用条件が、ミツバチの訪花と開花を基準に変

更された。ミツバチの好むナタネや果菜類、果実は

開花後散布、アブラナ科の葉菜は開花前収穫を条件

に承認した。種子に対するコーティング処理は承認

されていない。  

 

・EPA, 2016-10-14  

 EPA Issues Sulfoxaflor Registration for Some 

Uses 

 

 米国では昨年９月、連邦地裁は、米国環境保護庁

の環境影響評価が連邦法に違反していたとして、登

録取消しを命じていた。米国蜂蜜生産者協会

（ American Honey Producers Association ）な

ど養蜂関係４団体と個人が、環境保護庁とダウ・ア

グロサイエンスを相手に、スルホキサフロルの農薬

登録の取消しを求めて提訴していた。この判決を受

けて、米国環境保護庁は昨年１１月、スルホキサフ

ロルの登録を取り消していた。  

 

 残留農薬基準値に関する意見公募（パブコメ）を

終えていた厚労省は今年３月、突然、米国での登録

取消しを理由としてスルホキサフロルの承認手続

きを停止し、承認手続きはストップしている。日本

ミツバチ Martin LaBar Flickr 

wikipedia 

ミツバチ DeeMusil Wikimedia 

wikipedia 

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000115541.pdf
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2016/pr20160309/
http://www.greenpeace.org/japan/ja/news/press/2016/pr20160309/
https://www.epa.gov/pesticides/epa-issues-sulfoxaflor-registration-some-uses
https://www.epa.gov/pesticides/epa-issues-sulfoxaflor-registration-some-uses
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での農薬登録申請は、開発したダウ・アグロサイエ

ンスによるもので、輸入農産物への適用を求めてい

た。  

 

 近く再開されると思われる厚労省の残留規制値

の設定とともに、農水省がスルホキサフロルの農薬

登録にあたり、米国のように適用作物の開花を考慮

するかがポイントだろう。  

 

 

2017.02.03 No.760 

■スルホキサフロルの承認手続き再開 

 米国のような「落花後」規制は盛り込まれず  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 厚労省は２月１日に開催された薬事・食品衛生審

議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会で、ネ

オニコチノイド系農薬のスルホキサフロルの承認

手続きを再開し、残留規制値（案）公表された。昨

年３月、米国の登録取消しを受けて、突如ストップ

した承認手続きが再開されたことで、近く案通りに

承認されそうだ。欧米と異なり、ネオニコ系農薬の

規制には注意書きで十分と、規制に後ろ向きの姿勢

もはっきり出てきた。  

 

 公表された残留基準値（案）では、イチゴの残留

基準値が０.７ｐｐｍから０.５ｐｐｍに修正され

た以外は、２０１５年１１月段階のものと同じであ

る。また。農薬の使用基準も修正されていない。農

水省は、申請のあった全ての作物への登録を予定し

ているという。  

 

 ミツバチの大量死に関する農水省の調査でも、水

稲へのネオニコ系農薬の散布が原因として考えら

れるとしている。スルホキサフロルでも、イネが適

用作物にあげられている。ウンカ類、ツマグロヨコ

バイと並んでカメムシ類に対しても、収穫日の７日

前まで、合計３回の使用が認められている。訪花の

受粉媒介動物に影響があるとして、米国は「落花後」

でなければ散布できない規制を取り入れたが、農水

省にはそうした考え方は全く見られない。少なくと

も開花期の前後に禁止期間を設けるべきだという

意見もある。２０００年に斑点米カメムシ類が植物

防疫法の指定有害動植物に指定されことで、不要な

農薬散布が行われていると指摘されている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 同時に公表された農水省の「スルホキサフロルの

米国の登録状況と日本における申請内容について」

によれば、ミツバチに関し３点の使用上の注意事項

を示している。農水省は、この注意事項を記載し、

注意事項を守ることで、受粉用のミツバチへの影響

はないとしている。米国とは栽培の様態が異なるの

で、米国が一部作物への使用禁止や「落花後」にの

みに使用を限定したような規制は不要であるとし

ている。  

 

◆農水省の示した注意事項  

 ミツバチに対して影響があるので、以下のことに

注意すること。  

① ミツバチの巣箱及びその周辺にかからない

こと。 

② 受粉促進を目的として、ミツバチ等を放飼中

の施設や果樹園では使用をさけること。 

③ 関係機関（都道府県の農薬指導部局や地域の

農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われ

ているかを確認し、養蜂が行われている場合

は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、

ミツバチの危害防止に努めること。  

 

 

有機圃場のオータムポエムに訪花のハナアブ 

ホソハリカメムシ 
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・厚労省, 2017-2-1 

 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物

用医薬品部会資料 

 農薬・動物用医薬品部会報告書（案） 

・農水省, 2017-2-1 

 スルホキサフロルの米国の登録状況と日本にお

ける申請内容について  

 

 こうした農水省の方針は、農業環境技術研究所が

受粉の７割を担っていると分析した、野生動物への

影響は全く考慮されていない杜撰なものであると

いわざるを得ない。  

 

 農水省の管轄にある森林総合研究所は昨年１１

月、世界的な共同研究による受粉媒介動物（送粉者）

保護へ「送粉者のための１０の提言」をまとめて公

表し、その中で、「送粉者に対する農薬のリスク評

価を行い、その結果に基づいて農薬の使用基準を制

定すること」と提言している。農水省の承認方針は、

この点でも、野生の受粉媒介動物に関して全く考慮

されていないものになっている。  

 

 政府は昨年１２月、「送粉者のための１０の提言」

を踏まえた、小川参議院議員の「ミツバチ等の花粉

媒介生物（送粉者）の保護に関する質問主意書」へ

の答弁書で、これまでの野生の受粉媒介動物を無視

してきた方針を転換するような「農薬の使用規制を

含めた必要な措置を検討していく方針」と明記し、

初めて規制に踏み込むような姿勢をみせたが、反故

にされた形のようだ。  

 

・農業環境技術研究所, 2016-2-4  

 日本の農業における送粉サービスの経済価値を

評価  

・森林総合研究所, 2016-11-28  

 花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言   

・参議院質問趣意書 小川議員, 2016-12-13  

 ミツバチ等の花粉媒介生物（送粉者）の保護に関

する質問主意書  

・答弁書, 2016-12-22 

 

 米国では一昨年９月、農民団体などの訴えに対し

て、米国連邦地裁はスルホキサフロル登録無効の判

決を下した。この判決により米国環境保護庁は１１

月、農薬登録を取り消していたが、昨年１０月、一

部作物への使用禁止や「落下後」規制など使用条件

を厳しくして改めて登録した。  

 

 この米国の動きに、厚労省は昨年３月、意見公募

も終え、承認寸前の段階で承認手続きを停止してい

た。昨年１０月、米国が再登録したことにより、国

内手続きを再開した。 

 

 

2017.02.13 No.766 

■ネオニコ系新農薬スルホキサフロル 

 近くパブコメか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

厚労省は、新しいネオニコチノイド系農薬のスル

ホキサフロルの承認に向けて、近く意見公募（パブ

リックコメント）を始める予定だという。スルホキ

サフロルの承認作業は昨年３月、米国での登録取消

しを受けて保留されていた。 

 

米国では、野生のミツバチなどへの影響を調べな

いまま農薬登録したことが連邦法に違反するとし

て、連邦地裁が登録無効の判決を下した。この判決

で１５年１１月、一旦登録が取り消されたが、１６

年１０月、条件を厳しくして再登録された。この米

国の再登録を受けて、厚労省は承認作業を再開した。 

 

ネオニコ系農薬のスルホキサフロルは、ダウ・ア

グロケミカルが開発した、カメムシなどの昆虫の神

経に作用して駆除するという農薬である。日本では、

商品名イソクラストで日産化学が生産。スルホキサ

フロルは浸透移行性で、野菜などが全体に吸収する

ため、洗っても落ちることはない。 

 

◆ 野生の受粉媒介昆虫を無視した日本 

スルホキサフロルの再承認にあたり米国環境保

ナス科野菜の害虫 アオクサカメムシ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150312.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000150312.html
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000147243_1.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000150311.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000150311.pdf
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/160204/
http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/160204/
https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2016/20161128/index.html
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/192/syuh/s192054.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/192/syuh/s192054.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/192/touh/t192054.htm
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護庁は、ハチが好むベリー類やトマトのようなナス

科の果菜類、リンゴやナシなどの果実に対しては開

花後の散布に限定して使用を認めた。開花期が長い

キュウリなどのウリ科の果菜類やかんきつ類への

使用は禁止した。また、イチゴや大豆への使用も禁

止とされた。 

 

２０１５年に農薬登録したＥＵでは、キュウリや

ズッキーニなどのウリ科や、トマト、ピーマンなど

のナス科の果菜類への使用を１回に限って認めて

いるが、成長に応じた規制がある。 

 

一方、農水省の農薬登録基準では、米国のような

野生の受粉媒介昆虫への考慮は一切払われていな

い。米国の禁止したかんきつ類やキュウリに対して

も収穫前日までの散布を認めている。米国が開花後

に限定しているリンゴやなし、トマト、ピーマンな

どには、開花後に限定することなく収穫前日までの

散布を認めている。また、使用回数も、２回ないし

３回の使用を認めている。 

 

農水省系の農研機構は昨年３月、ハチなどの受粉

媒介動物による経済効果は４７００億円に達し、そ

の７割が野生の受粉媒介動物（送粉者）によると推

定した報告書を公表した。それにもかかわらず、農

水省が薬剤のパッケージに注意書きをすることで

事足りるとしていることは驚きだ。農水省は、野生

の昆虫が注意書きを読めると考えているのだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 国際的には高めの残留基準 

厚労省の諮問を受けて薬事・食品衛生審議会の示

した残留基準値（案）では、国際基準や米国基準よ

り高いものもある。限定的に残留基準を抑えている

かに見えるＥＵとは大きく違っている。中でも白菜

やホウレンソウ、ブロッコリー、レタス、コマツナ

など、よく食べられている葉物野菜の基準値が６ｐ

ｐｍと高く設定されているのが目に付く。 

 

農水省はもっと野菜を食べようと運動していて、

１日に３５０グラム以上が目標だという。冬に鍋物

などでよく食べられる白菜では、体重５０キログラ

ムの人が、基準限度６ｐｐｍのものを２００グラム

食べると、安全だという一日摂取許容量の約６割に

達してしまうことになる。 

 

 

2016.02.27 No.693 

■日本：ハチなどの受粉の経済価値は４７３１

億円 ７割が野生種に依存  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農業環境技術研究所は２月４日、２０１３年時点

での農業における花粉媒介昆虫の年間貢献額を４

７３１億円と算定する研究結果を公表した。農業産

出額５兆７千億円の８．３％に相当としている。そ

の７割が野生種によるものと分析している。日本生

態学会誌に掲載した。欧米などでの飼養ミツバチの

減少に脚光が当てられているが、受粉を媒介する野

生種の維持が必要なことを示した分析結果といえ

る。これまで、日本養蜂協会による使用ミツバチの

貢献額分析はあったが、野生種を含めた受粉媒介動

物による経済的価値分析は日本で初めて。  

 

 分析によれば、野生の受粉媒介昆虫による貢献額

は３３３０億円。飼養されたミツバチなどの貢献額

は１４００億円で、約７割が野生種に依存している。  

 

 作目別では、果実１９５２億円、果菜類５９９億

円、果物的野菜類６６６億円、豆類７１億円、その

他４２億円と試算している。  

 

有機圃場のオータムポエムに訪花のミツバチ 

http://organic-newsclip.info/doc/1702_Sulfoxaflor.pdf
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 総額では青森、山形、山梨、和歌山、鳥取、長野、

熊本の順に多く、野生による貢献額は青森、山梨で、

露地セイヨウミツバチは山形、施設セイヨウミツバ

チは熊本、茨城などで多いとしている。山形、山梨

など果樹生産の大きな県での貢献が大きいと分析

している。  

 

 総額では青森、山形、山梨、和歌山、鳥取、長野、

熊本の順に多く、野生による貢献額は青森、山梨で、

露地セイヨウミツバチは山形、施設セイヨウミツバ

チは熊本、茨城などで多いとしている。山形、山梨

など果樹生産の大きな県での貢献が大きいと分析

している。  

 

 この分析結果は、多様な野生種の確保が重要であ

ることを示している。農水省は、これまでの農薬に

よって根こそぎ排除する“農薬農法”から、生物的防

除などを取り入れた総合的病害虫管理（ＩＰＭ）を

呼び掛けているが、高知県のナス栽培など、その普

及は限定的。一方で、斑点米カメムシ防除に不要、

過剰な農薬散布を招くとして批判の多いコメの“着

色粒”規定の温存に躍起になっていて、その本気度

が問われている。  

 

 日本のミツバチによる経済価値については、２０

１３年に日本養蜂協会がセイヨウミツバチによる

年間貢献額を約１６００億円と試算している。世界

的には２００８年、フランス国立農業研究所が昆虫

による年間貢献額を２４兆円、農業生産の９．５％

に相当するという研究結果を発表している。  

 

・農業環境技術研究所, 2016-2-4  

 日本の農業における送粉サービスの経済価値評価  

・日本養蜂協会, 2014-3  

 ポリネーター利用実態等調査事業報告書   

・Ecological Economics, 2008-9-19  

  Economic valuation of the vulnerability of 

world agriculture confronted with pollinator 

decline   

・AFP, 2008-9-20  

 花粉を運ぶハチ、年間約 24 兆円相当の経済効果  

 

 

2016.02.27 No.693 

■受粉媒介動物の経済価値は最大５７７０億

ドル 有機農業への劇的な転換や農薬削減

が危機回避に有効  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 生物多様性及び生態系サービスに関する政府間

プラットフォーム（ＩＰＢＥＳ）は２月２６日、ミ

ツバチなどの花粉媒介動物による世界的な経済的

価値は２３５０億ドルから５７７０億ドルとする

報告書を発表した。報告書でＩＰＢＥＳは、２万種

に及ぶ受粉媒介動物が、環境破壊、農薬の使用、外

来生物や病気、気候変動により絶滅の危機に直面し

ていて、食料供給に影響が出てくる可能性を指摘し

たという。報告書は対応策として、伝統的な知識の

活用、農薬使用の削減、生物多様性の確保と維持な

どをあげている。この報告書に対してロイターは、

有機農業への移行が危機的状況を限定的にできる

と指摘している。  

 

 ＩＰＢＥＳのプレスリリースによれば、報告書で

ＩＰＢＥＳは、ミツバチなど受粉媒介動物に関する

次のような分析を提示したとしている。  

 

野生送粉者と飼養昆虫の貢献額(農環研 HP より) 

有機圃場のオータムポエムに訪花のミツバチ 

http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/press/160204/
http://www.beekeeping.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/10/H25-pollinator-report.pdf
http://www.uoguelph.ca/canpolin/Publications/Gallai%202009%20EcolEcon%2068_810.pdf
http://www.uoguelph.ca/canpolin/Publications/Gallai%202009%20EcolEcon%2068_810.pdf
http://www.uoguelph.ca/canpolin/Publications/Gallai%202009%20EcolEcon%2068_810.pdf
http://www.afpbb.com/articles/-/2519590?pid=3357662


7 

 

有機農業ニュースクリップ スルホキサフロル関連記事 

・受粉を媒介する動物は、ハチやチョウ、蛾など

の昆虫と鳥類やコウモリなど一部の脊椎動物

を含む２万種に上る 

・食料作物の７５％が、部分的なものも含め受粉

に依存する 

・受粉による直接的な価値は、年間で、２３５０

億ドルから５７７０億ドルに上る 

・過去５０年間で、動物による受粉に依存する農

業生産は３００％増加した 

・花をつける野生植物の９０％が、ある程度動物

による受粉に依存する  

・セイヨウミツバチの作る蜂蜜生産は年間１６０

万トン 

・受粉を媒介する脊椎動物の１６％が絶滅の危

機に直面し、鳥類では３０％に達する 

・受粉を媒介する無脊椎動物の４０％が絶滅の

危機に直面し、特にハチとチョウに大きな影響

がある 

・飼養ミツバチが多いとしても、野生の受粉媒介

動物の多様性が生産安定性に必要 

・作物生産高は、野生種と飼養種の両方に依存 

 

 報告書は、受粉に依存する作物とその年間生産額

として、次のような例を挙げている。  

・カカオ    ５７億ドル 

・リンゴ   ３３５億ドル 

・マンゴー  １４８億ドル 

・アーモンド  ３８億ドル 

 

 こうした食料ばかりでなく、花粉媒介動物の受粉

による影響は、カノーラ油やパーム油のような油脂、

綿のような繊維、飼料作物にも大きな影響を与える

とも指摘している。  

 

 報告書は、花粉媒介動物の減少の要因として、集

中的な農業とネオニコチノイド系を含む農薬の使

用、外来生物、病害虫と気候変動をあげた。特に欧

州と北米での受粉媒介動物の減少が確認できたが、

他の地域での現象についてはデータが不足してい

るとし た。  

 

 報告書はまた、遺伝子組み換え作物による影響に

ついては、明確にその影響を指摘していない。除草

剤耐性品種は食草を減少させる可能性がある一方、

害虫抵抗性品種は農薬使用を減らし影響を減らす

かもしれないともしている。さらに、受粉媒介動物

への致死レベル未満や間接的な影響は良く分かっ

ていないとしている。  

 

 こうした受粉媒介動物の減少と一部の絶滅危機

に対して、いくつかの対応策を示している。  

・農地や都市における、生物多様性の確保と維持 

・従来の農業知識と科学的知見により生息地を

集め、輪作と共同生産への支援 

・農薬使用の削減と受粉媒介動物への暴露の減少 

・代替病害虫管理技術の開発と導入 

 

 ＩＰＢＥＳは、飼養種ばかりでなく多様な野生種

の存在が受粉を介して食料生産を担保することを

示しつつ、伝統智の活用を指摘し、農薬使用を前提

とする現代農業の陥った袋小路とその限界を示し

たといえる。ロイターが指摘している有機農業など

への劇的な転換のように、受粉媒介動物の危機的状

況を回避が迫られている。  

 

 報告書本文は、各国の政策担当者向けたものとし

て、一般には公開されていない。  

 

・IPBES, 2016-2-26  

 Pollinators Vital to Our Food Supply Under 

Threat  

・Reuters, 2016-2-26  

Vital to food output, bees and other 

pollinators at risk  

・Guardian, 2016-2-26  

 Decline of bees poses potential risks to major 

crops, says UN  

・共同, 2016-2-26  

 ハチの経済価値は 65兆円 減少で食料供給に懸

念も 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ipbes.net/article/pollinators-vital-our-food-supply-under-threat
http://www.ipbes.net/article/pollinators-vital-our-food-supply-under-threat
http://www.reuters.com/article/us-environment-pollination-idUSKCN0VZ0U6
http://www.reuters.com/article/us-environment-pollination-idUSKCN0VZ0U6
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/26/decline-of-bees-poses-potential-risks-to-major-crops-says-un
http://www.theguardian.com/environment/2016/feb/26/decline-of-bees-poses-potential-risks-to-major-crops-says-un
http://this.kiji.is/75892695642275847
http://this.kiji.is/75892695642275847
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2016.12.01 No.752 

■受粉媒介動物保護へ国際的な提言 

 モノカルチャーからの脱却を促す  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 森林総合研究所（森林総研）は１１月２８日、英

国イーストアングリア大学などと共同で、受粉を媒

介するハチなどの送粉者を守り、送粉サービスの維

持に必要な１０の提言をまとめたと発表した。提言

は、ミツバチのＣＣＤ（蜂群崩壊症候群）に象徴さ

れる、受粉を媒介する送粉者の減少への対応策を示

した。  

 

 今年２月には、生物多様性および生態系サービス

に関する政府間科学政策プラットフォーム（ＩＰＢ

ＥＳ）は、「送粉者と食料生産に関するアセスメン

ト報告書」を公表した。報告書は、送粉者による経

済効果は最大５７７０億ドルに達するとの試算を

示し、送粉者の減少に対する対策を講ずることを求

めていた。近くには、英国レディング大学などの研

究チームが送粉者保護への対応次第で食料確保と

農業部門の１４億人の雇用に影響を及ぼすとする

研究結果を発表していた。  

 

 森林総研などの提言は、送粉者に対する農薬のリ

スク評価と規制の強化、総合的病害虫管理（ＩＰＭ）

の推進、遺伝子組み換え作物の栽培リスクの評価、

単一栽培（モノカルチャー）からの脱却などを挙げ

ている。  

 

 この提言は、１２月にメキシコで開催される生物

多様性条約締結国会議（ＣＯＰ１３）で提言され、

森林総研は、各国の政策に反映されることで、地球

規模の問題解決への貢献が期待できるとしている。  

 

 この１０の提言やレディング大学などの研究で

は、大規模単一栽培からの脱却と多様な生産システ

ムの必要性が指摘されている。このことは、遺伝子

組み換え作物栽培も含め、「緑の革命」以降、推し

進められてきた大規模モノカルチャー農業の行き

詰まりを示している。栽培作物の７５％が送粉者の

受粉に依存していることは、自然との共生抜きに農

業の将来はなく、食料確保もままならないこと明ら

かにしている。  

 

◆送粉者のための１０の提言  

１．農薬の使用基準の向上 

  送粉者に対する農薬のリスク評価を行い、その

結果に基づいて農薬の使用基準を制定すること、

すでに制定されている場合には規制を強化する

ことが必要です。 

２．総合的病害虫管理（ＩＰＭ）の推進 

  病害虫の防除において、経済性を考慮しつつ、

農薬だけでなく利用可能な様々な技術を、適切な

手段で総合的に講じる総合的病害虫管理（ＩＰＭ）

が必要です。 

３．遺伝子組み換え植物のリスク評価 

  送粉者に対する遺伝子組み換え植物のリスク評

価において、遺伝子組み換え植物を栽培するこ

とによる間接的な影響、および亜致死（死に至

らしめる手前）的な影響を考慮することが必要

です。 

４．人工飼育送粉者の移動の規制 

  マルハナバチなどの人工飼育種が、本来の生息

地外で利用された時、生息地外の生態系に悪影

響を与える場合があります。そのため、人工飼

育種の生息地外利用に注意することが必要です。 

５．送粉者を守る農林業生産者を助けるための補償 

  送粉者を守るために、農薬の代わりに天敵を利

用した害虫防除を行った場合、生産能力が低下

することがあります。こうした場合の農林業生

産者への補償が必要です。 

６．農業における送粉サービスの重要性の認識 

  多くの農作物の種子や果実の生産は、送粉サー

ビスに依存していることを認識することが必要

です。 

７．多様な生産システムのサポート 

 大面積に単一の農林産物を生産するような画

一的な栽培方法だけではなく、多様な生産シス

テムが必要です。 

８．送粉者の生息地の保全と再生 

クサイチゴとミツバチ 
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  森林等の自然植生は、送粉者に食料や生息場所

を提供します。そのため送粉サービスを維持す

るには、自然植生を農地や都市の周辺に確保し、

送粉者の生息場所となるように管理する必要が

あります。 

９．送粉者と送粉サービスのモニタリング 

 送粉者や送粉サービスに関するデータが不足し

ている国、地域では、長期的なモニタリングシ

ステムの開発が必要です。 

10．研究資金の提供 

  上記７や８と農林産物の生産性に関わる調査に

は資金が必要です。 

（森林総研プレスリリースより）  

 

・森林総合研究所, 2016-11-28  

 花粉を運ぶ動物を守るための政策を提言  

・University of East Anglia, 2016-11-24  

 Scientists propose ten policies to protect vital 

pollinators  

 

 

  

https://www.ffpri.affrc.go.jp/press/2016/20161128/index.html
https://www.uea.ac.uk/about/-/scientists-propose-ten-policies-to-protect-vital-pollinators
https://www.uea.ac.uk/about/-/scientists-propose-ten-policies-to-protect-vital-pollinators

