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はじめに

天敵農薬の現状と今後の展望

岡田齊夫

病害虫・雑草の防除に適用登録されている農薬は．平成14年10月31日現在．有効成分数で554剤，登

録件数で5062件である。その大半は化学合成農薬で．病害虫・雑草の防除に有効に利用されている。

1960年代後半からは．特に安全性を追求した農薬開発が進められ．現在の農薬は効果と安全性に優れた

製剤となっている。毒物・劇物取締法でいう特定毒物は全農薬の0.05%.毒物は 3%. 劇物23%, 毒性

が低い普通物が74%と，醤油．塩．砂糖なみの安全な農薬が多くなっている。

農薬の安全性についてはさまざまな莫大な試験が行われている。そのうちの慢性毒性試験では．農薬

の各種量を試験動物に，その動物の一生涯にわって毎日投与し．外観的にも，解剖学的にも無投与の対

象動物と比較して．毒性影響が観られない投与量を求める。この量以下であれば．その農薬を一生涯食

べ続けても，毒性影響がまったくでない量で．これを無毒性量という。この無毒性量は実験動物におけ

る値で． これを人に外挿するには不確実計数を適用する。これは実験動物と人との種差，人の個体差な

どから世界共通に．普通は100分の 1がかけられる。この値を人での 1日摂取許容量 (ADI)という。

農薬登録の所轄は農林水産省であるけれども，その安全性評価は主として厚生労働省と環境省によっ

て行われている。すなわち環境省では，農薬の毒性について．農薬として人に対して安全に使用できる

か．作物に残っても人に影響がないか検討し．上記のADIを求めた上で．その農薬が使用された場合に．

環境を汚染しないか，飲み水に影響を与えないか，などを検討する。さらに決められたADI値と残留試

験結果から．その農薬が各種の作物に使用された場合などに．農薬摂取量の総和がADI値を越えること

がないように．農薬登録保留基準を決めている。また厚生労働省では．食品衛生法に基づいて．各作物

ごとに残留農薬基準を設定していて．農薬登録時においては，環境省の定めている農薬登録保留基準と

同様の効力を持つ。

農林水産省では，上記の農薬登録保留某準を満たすこと，および農薬としての効果，薬害などを検討

し．農家が使用した場合に．農業上．環境上．保健上に影響が出ない適正使用方法を決める。最後に各

種専門家が総合した農業資材審議会にはかり．問題となることがなければ農薬として登録する。

1. 農薬の安全性と有用性

農薬の安全性試験には，変異原性試験が含まれていて，化合物に発癌性の傾向が認められるようなこ

とがあれば，その系列の化合物の開発は断念される。さらに慢性毒性•発癌性併合試験の結果，発癌性

の問題のない化合物が開発研究の対象となる。日本では年間20万人が癌で死亡している。発癌性につい

て黒木 (1990)によると，主婦の感覚と専門家の判断には大きな違いがある。主婦は食品添加物 (44%),

農薬 (24%), 喫煙 (12%)を癌の主原因と考えているが，癌の疫学者は食事 (35%), 喫煙 (30%)が

主で，食品添加物は 1%以下，農薬は無関係としている。
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また， Ames,B. N. & L. S. Gold (1990)によると，作物には発癌性が確認されている化学物質な

どがかなり高濃度に含まれている。特に芥子，胡椒などに多く見られる。消費量が多いキャベツなどに

も含まれている。とある。

作物は毒性を減らし，美味しい，多収性にと育成してきた人間活動によって，病害虫にも安全となっ

た。また，食生活の多様化から周年栽培される作物も多くなった。それらのために病害虫による被害が

より大きくなって，作物を人為的に保護することが必要になっている。それが作物保護であり，それな

くしては米，小麦，大豆で約30%の減収， トウモロコシ， ジャガイモで30~40%減収，野菜類で40~60

％減収，果樹では100%近い減収となる（曲日本植物防疫協会， 1995)。

上述のように合成農薬は安全で有効な農薬の開発へと進められ，効果と安全性に優れた化合物になっ

ている。しかし抗しにくいのは，農薬の種類にもよるが，病害虫の合成農薬に対する抵抗性の獲得，病

害虫の誘導異常発生，天敵相などへの影響の他，植物ウイルス病や土壌病害虫などの防除困難な病害虫

の存在である。それらには化学的，生物的，耕種的，物理的制御技術などと，それらを統合した総合管

理技術が必要である。

2. 天敵農薬の特徴

あらゆる生物には．その無限の繁殖を抑制する環境抵抗が働いている。その最も重要な要素が生物的

因子である。ある害虫．病害．雑草などの有害生物の死亡要因となる生物的因子には．捕食者．寄生者，

競争者および抗生を示す者がある。これらを総称して天敵と呼んでいる。有害生物の天敵生物にはウイ

ルス．細菌，糸状菌，原生動物，線虫．昆虫．ダニ．クモ．小鳥などがある。

天敵農薬として利用される生物は，他の生物を攻撃して生命を奪ったり，繁殖能力を低下させる生物

である。その多くは自然界に普通に存在するもので，それを主材とする天敵農薬は長所として，人畜や

魚介類に危害が少ないこと．植物に病気や薬害などの被害を起こさないことが経験的に知られている。

一般に．①作用範囲が限られるので，有用生物や環境生物に悪影響が少なく，目的とする有害生物に選

択的に利用できるから，生態系に撹乱を起こす恐れは少なく，環境の保全に有利である。②自己増殖に

よって効果の持続が長く，有害生物の発生を長期間にわたって抑制することもある。③また有害生物の

天敵農薬に対する抵抗性は発達しにくい。などの特徴がある。

反面，①一般に効果が緩慢で，施用適期の幅が狭く，適期をはずして使用すると効果が現われにくい。

②潜伏期間があるから施用から効果が現われるまでに日数を要する。③生き物であるから，一部には製

品の均一性，安定性の保持にも難点がある。などの短所がある。

3. 農薬登録された天敵農薬

天敵生物が日本ではじめて農薬登録されたのは，①昭和26年8月11日である。ルビーロウムシの天敵

「ルビーアカヤドリコバチ」が，和歌山県山縣邦郡龍門村，井闊助三郎の申請によって登録された。次

は②昭和31年に三共仰によるタバコ白絹病および腰折病にトリコデルマ生菌 (Trichodermalignorum)。

③昭和35年に武田薬品工業憫によるクワコナカイガラムシにクワコナコバチ（クワコナカイガラヤドリ

バチ）。④昭和40年に山陽薬品閥によるタバコ白絹病および腰折病にトリコデルマ生菌(Trichoderma

lignorum)。⑤昭和49年に中外製薬卸によるマッカレハにマッケミン（マッカレハ細胞質多角体病ウイ
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ルス）。⑥昭和56年に東亜合成仰によるコナガ，モンシロチョウなど鱗翅目昆虫にトアローCT(Bacillus 

thuringiensis serovar kurstaki) となっている。このうち④および⑥以降の76剤が病害虫防除に利用

されている。以下に登録された天敵農薬，ならびに登録申請中の数剤を紹介する。

1) 病害防除

(1) ウイルス病防除

キュウリのモザイク病 (ZYMV)の抑制に，ズッキーニ黄斑病モザイクウイルスZY95株（植物

汁液凍結乾燥品）が， ZY95ワクチンの薬剤名で農薬登録申請中。

(2) 細菌病防除

i 抗生

i)バクテリオシン産生の近縁細菌

①キク，バラおよびナシの根頭がんしゅ病防除に， Agrobacteriumradiobactor strain 84 

がバクテローズの商品名で農薬登録済。

②ハクサイ，キャベッ，ダイコン， レタス， タマネギ，ネギ，パセリおよびジャガイモの軟

腐病防除に，非病原性Enuiniacarotouora菌株がバイオキーパー水和剤の商品名で利用可。

ii) Bacillus subtilis 

ナス， トマトおよびイチゴの灰色かび病ならびにイチゴとプドウのうどんこ病防除に，

Bacillus subtilisがボトキラー水和剤の商品名で登録済。

合競i"-
イネのもみ枯細菌病および苗立枯細菌病防除

に， Pseudomonasspp. (CAB-02)がモミゲン

キ水和剤の商品名で登録済。

iii 抵抗性誘導

トマトの青枯病および根腐萎凋病の防除に，

Pseudomonas fluorescens 2菌株固定混合培土

がセル苗元気の商品名で利用可（第 1図）。

(3) 糸状菌病防除

i 菌類寄生菌

①タバコの白絹病および腰折れ病の防除に，

セ 100
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第 1図 セル苗元気育苗トマトの青枯病防除

効果試験結果の総括 (1996-1999)
（前川 2001)
(y=94.349 x2-l4.07 X +3.7095 

R2=0.815) 

Trichoderma lignorumがトリコデルマ生菌の

商品名で登録済。

②イチゴの炭疸病およびうどんこ病の防除に， Taralomycesflavusがバイオトラスト水和剤

の商品名で利用可。

ii 抵抗性誘導

サツマイモつる割病の防除に，非病原性Fusariumoxysporumがマルカライトの商品名で登

録された。非病原性F.oxysporumは，ストック，ダイズ，カーネーション，ホウレンソウ，シュ

ンギク， トマトなどの萎ちょう病， コマツナ萎黄病などの抑制に有効。またトマト，キュウリ，

キク根への共生は，発根促進と根量増加作用あり。さらに水耕液接種栽培でサラダナ，ネギ， ミ
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ツバ， トマトなどの根量増加，サラダナでは根腐病抑制効果あり。

iii 植物生育促進性糸状菌

Trichoderma harzianum, T. koningiiなどトリコデルマ属菌には顕著な生育促進効果や地上

部の乾燥重の増加効果を有する菌株多。

2) 雑草防除

芝地のスズメノカタビラの防除に， Xanthomonascampestris pv. poae, キャンペリコが利用可。

3) 苗の徒長防止

トマトセル苗の徒長防止に， Pseudomonasfluorescens 2菌株固定混合培土，セル苗元気が利用可。

4) 害虫防除

(1) ウイルス利用

チャのチャノコカクモンハマキおよびチャハマキの防除に， 2種の顆粒病ウイルスが登録申請中。

リンゴおよびナシのリンゴコカクモンハマキの防除にも試験中。

(2) 細菌利用

①アプラナ科作物など51作物のコナガ， モンシロチョウなど30余種の害虫防除に， Bacillus

thuringiensisが30余剤の商品名で利用中。

②サツマイモのコガネムシ類の防除に， Bacillus

thuringiensis japonensis Buibui力ゞプイハンター粒

剤， プイハンターフロアブルの商品名で登録済（第

2図）。

③サツマイモ，カボチャ，キュウリ， トマト，メ

ロンおよびイチジクのネコプセンチュウ防除に，

Pasteuria penetransがパストリア水和剤の商品名

で利用可。

(3) 糸状菌利用

①タバコおよびトマトのサツマイモネコプセンチュ

ウの防除に， Monacrosporiumphymatophagum 

50 
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率
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%

)

10 

゜プイハンター ダイアジノン 無 散 布
20kg/10a 6kg/10a 

第 2図 プイハンターによるコガネムシ類

幼虫防除効果 (Asano,S., 2001) 

がネマヒトンの商品名で登録済。

②クワおよびイチジクのキボシカミキリ，柑橘およびカエ

デのゴマダラカミキリならびにタラノキのセンノカミキリ防

除に， Beauveriabrongniartiiがバイオリサ・カミキリの商

品名で登録済（第 3図）。

③施設キュウリ，ナスおよびピーマンのアプラムシ類の防

除に， Verticilliumlecaniiがバータレックの商品名で， ま

た別菌株がマイコタールの商品名でトマトのコナジラミ類，

ナスのオンシッコナジラミならびにキクのミカンキイロアザ

ミウマの防除に利用可。

④施設トマトのコナジラミ類の防除に， Paecilomyces
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fumosoroseusがプリファード水和剤の商品名で登録済。

⑤施設トマトおよびキュウリのコナジラミ類，施設ナスのアザミウマ類ならびにキャベツのコナ

ガに， Beauveriabassianaが，ボタニガードESの商品名で利用可。

(4) 線虫利用

①シバのシバオサゾウムシおよびタマナヤガ，サツマイモのアリモドキゾウムシおよびイモゾウ

ムシ，イチゴのハスモンヨトウ，イチジクのキボシカミキリならびにシクラメン，球根ベゴニアお

よびプリラムのキンケクチプトゾウムシの防除に， Steinememacarpocapsaeがバイオセーフの商

品名で利用可。

②シパのコガネムシ類およびシバオサゾウムシの防除に， Steinememakushidaiが芝市ネマの

商品名で登録済。

③シバおよびサツマイモのコガネムシ類幼虫

ならびにシバのシバオサゾウムシの防除に，

Steinemema glaseriがバイオトビアの商品名

で利用可（第 4図）。

(5) 昆虫等利用

天敵昆虫には捕食性昆虫と捕食寄生性昆虫と

がある。その利用には，①永続的利用と②操作

による天敵昆虫の増加に分けられる。②はさら

に，⑧ある程度永続的効果を狙った計画的接種

的放飼，⑥一時的な防除を目的とした大量放飼

およびc天敵昆虫の保護に分けられる。⑧と

⑥とを合わせて生物農薬的利用とも言う。天敵

0

0

 

8

4

 

mrrl
あ
た
り
の
生
存
個
体

艶曙区：シパオサゾウムシ密度

処珊区：コガネムシ幼虫密震

゜6月30日 7月7日 7月17日 8月7日

第 4図 バイオトピアのシバオサゾウムシおよ

びコガネムシ類幼虫の密度抑制効果

（卸エス・ディー・エス バイオテッ

ク2001)
処理月日： 2000年 6月30日，処理量：
25万個体/rrf/R,, 後散水 1£/面。処
理面積： 500対。

昆虫は，製品（商品）によって登録適用作物，適用害虫が異なる。これを区別して記述すべきであ

るが， ここでは，天敵昆虫種ごとの適用作物，適用害虫を示した。利用に当たっては農薬包装容器

に記載された適用登録に従って使用しなければならない。

①ナスおよびトマトのマメハモグリバエ防除に，イサエアヒメコバチがトモノヒメコバチDIお

よびヒメトップの商品名で，ハモグリコマユバチがトモノコマユバチDSの商品名で， またイサエ

アヒメコバチとハモグリコマユバチの混合がマイネックスおよびマイネックス91の商品名で登録済c

②ナス，キュウリおよびトマトのオンシッコナジラミ， トマトのタバココナジラミならびにナス

とメロンのコナジラミ類の防除に，オンシッツヤコバチがエンストリップ， トモノツヤコバチEF,

ツヤコバチEF30およびツヤトップの商品名で（第 5図），またトマトのコナジラミ類防除に， サバ

クツヤコバチがエルカールの商品名で利用可。

③ナス，キュウリ， ピーマンおよびメロンのミナミキイロアザミウマ， ピーマンおよびイチゴの

ミカンキイロアザミウマ，ならびにナスのアザミウマ類防除に，ククメリスカプリダニがククメリ

ス（第 6図）およびメリトップの商品名で登録済。

④ナス，キュウリ， ピーマン，メロンおよびイチゴのワタアプラムシ，ならびにナス，キュウリ，

ピーマン，メロン，スイカおよびイチゴのアプラムシ類防除に，コレマンアプラバチがアフィパー
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第 5図 オンシッツヤコバチ，産卵中

（アリスタライフサイエンス（掬提供）

ル， トモノアプラバチAC, アプラバチACおよ

びコレトップの向品名で利用可（第 7図）。

⑤キュウリ，メロン，スイカおよびイチゴの

アプラムシ類防除に，ショクガタマバエがアフィ

デントの廂品名で登録済。

⑥インゲンマメ，ナス，キュウリ， ヒ°ーマン

メロン，スイカ，イチゴ， 、ンソ，オウトウおよ

びプドウのハダニ類防除に，チリカプリダニが

璽璽墾量

第 6図 ククメリスカプリダニ

（日本化薬（樹提供）

第 7図 コレマンアプラバチ，産卵中

（アリスタライフサイエンス（掬提供）

スパイデックス， トモノカプリダニPP, カプリダニPPおよびチリトップの商品名で利用可。

⑦ナス，キュウリおよびピーマンのミナミキイロアザミウマ，ならびにナスとピーマンのミカン

キイロアザミウマ防除に，ナミヒメハナカメム、ンがオリスターおよびスリポールの裔品名で登録済。

⑧ナス，キュウリ， ビーマンおよびメロンのアザミウマ類防除に， タイリクヒメハナカメム、ンが

オリスターAおよびタイリクの商品名で利用可。

⑨ピーマンのアプラムシ類ならびにナス，スイカおよびイチゴのワタアブラムシ防除に，ヤマト

クサカゲロウがカゲタロウの商品名で登録済。

4. 開発中の天敵農薬

社団法人日本植物防疫協会に薬剤効果・害作用試験を委託される天敵製剤は，以前は施設栽培作物の

害虫防除用天敵昆虫等の利用に関する試験が多かった。しかし近年は病害防除用微生物の試験も多くな

り， また害虫防除においても微生物利用の試験も多くなってきている。

1) 病害防除

公開試験中の製剤は20余剤，試験数は80余件である。防除対象となっている病害は，①化学合成農

薬では防除が困難である土壌病害，②防除回数が多いために，合成農薬に耐性菌が発生しやすい病害，

および③菌密度が非常に低くなっている培土中で拮抗作用による病害抑制効果が高いものがある。①

には萎凋病，菌核病，軟腐病，青枯病，白絹病，苗立枯病，株腐病などの他，空気伝染性ではあるが，
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病原菌が土壌中にいる腐敗病，黒腐病，②ではうどんこ病，灰色かび病，葉かび病など，さらに③は

イネばか苗病， もみ枯細菌病，苗立枯細菌病，褐条病などの抑制を狙った種子消毒である。

利用されている微生物はBacillussubtilis, Coniothyrium minitans, Erwinia carotobora, 

Pseudomonas aureofaciens, Pseudomonas fluorescence, Gliocladium uirens, Talaromyces 

flauus, Trichoderma atrouiride, Trichoderma harzianum, Trichoderma harzianum + Gliocladium 

uirensなどの菌株の他に，拮抗細菌，拮抗糸状菌として菌種が示されていない試験薬剤もある。

2) 害虫防除

(1) 微生物利用

BT剤を除いて， 14剤， 33件の試験が行われている。従来は， BT剤を除くと糸状菌と線虫利用の

試験であったが，近年はコカクモンハマキ類とチャハマキ防除に顆粒病ウイルス，ハスモンヨトウ

防除に核多角体病ウイルス利用の試験がある。糸状菌利用では，感染した病死体からの分生子の分

散などがあって，効果の持続が期待できることから，発生回数が多い害虫および防除困難な土壌害

虫を対象とした試験が行われている。線虫も，その生態から既登録剤の土壌害虫などに対する適用

拡大試験となっている。糸状菌の防除対象害虫は， コナジラミ類，アザミウマ類， コナガ， コガネ

ムシ類，アルファルファタコゾウムシ，フジコナカイガラムシ，クワシロカイガラムシなど，利用

されている菌種はBeauveriabassiana, Metarhizium anisopliae, Paecilomyces fumosoroseus 

およびVerticillium lecaniiである。

(2) 昆虫等利用

20余剤， 40件弱の試験が行われている。現在，施設栽培野菜等の害虫防除，花粉媒介に利用され

ている昆虫等は多種類がある。これらの生物活動を妨げないように，防除効果がさらに高い天敵昆

虫等を検索している。試験されている天敵は，デジェネランスカプリダニ， ミヤコカプリダニ，ア

リガタシマアザミウマ，ハモグリミドリヒメヨコバイ，ナミテントウ， エルビアプラバチ，

Trichogramma sp. などである。防除対象とされている害虫は，ハダニ類，アザミウマ類， アプラ

ムシ類，コナガなどである。その他に既登録剤の適用拡大試験が行われている。

これまでに天敵製剤76剤が登録され，利用されている。その上に，既登録剤も含めてではあるが，

上述のように天敵製剤50余剤の効果試験が天敵の特徴を生かした場面で行われている。間もなく 100

剤を越え，「おわりに」で述べるように，先ずは化学合成農薬が行き届かない領域で活躍し，後に

は合成農薬に替わって病害虫防除に活躍する天敵生物製剤も登場することを望んでいる。

おわりに

病害虫防除に主に使われている化学合成農薬は，はじめに述べたように効果と安全性に優れた化合物

になっている。しかし抗しにくいのは，①病害虫の合成農薬に対する抵抗性の獲得，②病害虫の誘導異

常発生，③天敵相への影響のほか，④土壌病害虫や⑤植物ウイルス病などの防除困難な病害虫の存在で

ある。そのような病害虫に，合成農薬に代わる防除剤として天敵農薬の開発は有力な方法である。

天敵農薬の長所を活かして，総合管理の一員と位置づけたい。しかし農薬の利用者としては，使いや

すさや防除効率を選び，起こってみないとわからない誘導異常発生や，生態系や環境の保全を考えるで

あろうか。すなわち効果と使いやすさが合成農薬と同等以上であれば，農家は天敵農薬を使うであろう
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し，それ以下では，一般には歓迎されるとしても，農家は使いやすい合成農薬に代えて，天敵農薬を使

うかは疑問である。

そのようなことを考えると天敵農薬の開発は，合成農薬が抗しにくい領域，言い換えれば新しい防除

手段が待望されている領域に照準を合わせるのがよい。そして天敵農薬の最も力を入れて開発すべき標

的は，現在の有効な防除手段に代替技術が求められている土壌病害虫，弱毒ウイルス以外に防除手段が

ないウイルス病，薬剤抵抗性の獲得が早い病害虫，防除回数が多い病害虫，生物利用が多くなっている

施設内病害虫である。そのような標的を中心に天敵農薬が実用化され，化学合成農薬のほか．各種防除

手段と共存していくこと，さらには合成農薬が活躍している領域においても，化学農薬に替わって病害

虫防除を担当して行くようになることを期待したい。
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