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外来生物法による外来昆虫の管理:その制度的・科学的背景

一特に長野県の生態系への影響力t懸念される

セイヨウオオマルハナパチをめぐって一

須賀丈*

侵略的外来種の影響は，生息環境の損傷や乱獲などとならんで生物多様性に危機をもたらす重要な要因のひとつと

されている.これに対し日本では，生物多様性条約の批准後におこなわれた法制度の整備の一環として. 2005年に

外来生物法が施行された.外来の昆虫類としては従来，農業害虫など非意図的に導入されたものが種数において多く

の割合を占めてきた. しかし外来生物法にもとづく規制対象となる特定外来生物の選定にあたっては，施設栽培作物

の送粉者として導入されたセイヨウオオマルハナパチが，その利用者がいることから，ベッ卜として大量に輸入され

ているクワカポタムシ類などとならんで議論の焦点のひとつとなってきた.その過程でセイヨウオオマルハナノてチは，

・北海道で急速に野外への定着 ・拡大をみせつつあり，在来の近縁種を競争で圧迫すること，交雑により近縁種の繁殖

を撹乱すること，外来の寄生生物をもちこみ在来の近縁種に感染させていること，在来植物の種子繁殖に悪影響をも

たらす場合があることなどがあきらかとなった.これを受けて国は，本種を特定外来生物に指定する方針を決定した.

長野県は日本では北海道とならぶマルハナパチの生息適地であり，本種が野外に定着し分布を拡大した場合には深刻

な影響をもたらすおそれがある.今後，本種の利用にあた っては，法律にしたがって許可を受け，適切な管理をおこ

なわなければならない.また野外への逸出や定着を早期に発見して防除などの対応をとるため，継続して調査をおこ

なう必要がある.

キーワード:侵略的外来種，外来見虫，セイヨウオオマルハナパチ

1. はじめに ， ことが想定されている.この法律は外来生物による

外来生物の導入は，在来の生物やそれらによって

かたちづくられる生物群集 ・生態系などに深刻な影

響や被害をもたらす場合がある1)，2)，3) 一方，外来生

物が在来の生態系などにもたらすダメー ジを防ぐた

めの方策には法制度の面で大きな不備のあることが

従来指摘されてきた針。川町 . このような議論を受け

て 2004年. I特定外来生物による生態系等に係る

被害の防止に関する法律」が成立し施行された刷.

(この法律はしばしば 「外来生物法」と略称される.

本稿でも，以下この略称を用いる.) 

日本の自然環境の保全にかかわる法制度は，生物

の多様性に関する条約7)の批准後に急速にその整備

がすすめられてきた.外来生物法の成立もその一連

の動きのなかにあるものとしてとらえることができ

る.この法律で指定 した外来種の取り扱いを規制す

るのは国の役割であるが，それらの防除については

地方公共団体や民間団体なども一定の役割を果たす

生態系 ・人身 ・農林水産業という幅広い領域への被

害を防ぐため既存の法律をおぎなうかたちで制定さ

れた経緯がある.そのためその運用にあたってたと

えば県のレベルでは，環境保全 ・保健 ・農政 ・林務

など多くの部局にまたがる対応が事実上求められて

おり，民間団体などとの積極的な協働も必要とされ

る状況にある.また，貝 ・クモ・ サソリ ・カニ ・ザ.

リカaニ ・昆虫 ・魚 ・カエル ・へビ ・トカゲ ・カメ ・

4鳥やアラ イグマ ・ミンク ・マングースなどといった

動物からさまざまな植物までの数多 くの外来生物に

ついて，科学的な知見とそれにもとづく適切な対応

のための判断材料を，これらの当事者間，さらには

市民とのあいだで共有しなければならない.つまり

この法律は，行政の実務的な枠組みに，これまで十

分な注意の払われることの少なかった領域の知見と

判断を導入することを，従来以上のパー卜ナーシッ

プの形成とともに求めている.本稿は，そのための

土台の一部を提供する試みである.

-長野県環境保全研究所 自然環境チーム 〒381-0075 長野市北郷 2054-120
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長野県において，昆虫類のうち外来生物法による

対応が最も重要な意味をもつことになると考えられ

る種は，現在わかっている範囲では，セイヨウオオ

マルハナパチ(Bombusterrestis)である.この種は，

トマトなどの施設栽培作物の送粉者と して 1991年

以来ヨーロッバから日本に輸入され，生産者に利用

されてきた. しかしこれが野外に逸出 ・定着し，分

布を拡大した場合には，在来の近縁種や訪花する植

物に悪影響をもたらす可能性があると早くから指摘

されてきた酬 .環境省と農林水産省は，外来生物

法にもとづく規制対象となる特定外来生物への指定

に向けて設置した外来生物等専門家会合の下に，特

にセイヨウオオマノレハナパチについて検討をおこな

うための小グループを設け，このなかで専門家や利

用関係者による討議を進めてきた.他の多くの外来

生物と異なり本種にはこれを利用する生産者がいる

こと，また生態系などへの影響が十分には示さ‘れて

いない点があると判断されたことなどから，検討期

聞が約1年延長され，この期間にさまざまな観点か

ら科学的な調査が追加的におこなわれた.そしてこ

の結果をふまえて 2005年 12月，本種を特定外来

生物に指定する方針が決定された10¥

セイヨウオオマルハナパチは特に北海道で野外へ

の定着と分布の拡大が進んでいる.そして長野県を

中心とする中部山岳域は，日本列島では北海道とな

らぶマルハナパチの生息適地である.この地域は絶

滅のおそれのある種を含む多くの在来マノレハナパチ

の分布域となっており，亜高山手持や高山帯の草原な

どでも多くの在来マルハナパチの個体が花をおとず

れているのをみることができる.そのためセイヨウ

オオマルハナパチの野外への定着がこの地域で今後

進行した場合には，在来の種や生態系に深刻な影響

をおよぼす可能性がある. したがって，このような

影響を防ぐため，幅広い関係者のあいだで相互に認

識を共有し，実践的な協力体制を築いていかなくて

はならない

そこで本稿ではこの認識の共有に寄与するため，

前半部分で外来生物法の制定にいたる動き (2節)

とこれに関する日本の外来昆虫をめぐる状況 (3節)

をまず概観し，このなかにセイヨウオオマルハナパ

チの問題を位置づける.そしてこれをふまえた後半

部分でセイヨウオオマルハナパチの侵入がもたらす

生態学的な影響に関するこれまでの知見と特定外来

生物への指定の決定にいたる経緯を整理し (4節)，

また特に長野県において想定される影響とそれらの
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Bull. Niαgano Enuiron. Conseru. Res. Inst. NO.2 (200の

防止のために必要と考えられる今後の対応について

述べる (5節).

2. 外来種と外来生物法

外来生物がそれぞれの地域の在来生物にもたらす

影響は，生息地の破壊 ・汚染 ・乱獲などとならんで

生物多様性に危機をもたらす重要な要因のひとつと

されている川市山川. 2002年に策定された新 ・生

物多様性国家戦略15)では，生物多様性の危機の様相

を大別し，移入種(外来種)の影響を， (1)人間活

動や開発が直接もたらす負の影響， (2)二次林など

に対する人間の管理や利用が縮小することによる影

響とならぶ第3の危機であるとしている. これらの

要因の相対的な重要性において，外来生物の影響は

従来生息地の破壊に次ぐものとされてきたが，今世

紀にはその順位が逆転するともいわれている円もっ

ともある地域に移入してくる生物のすべてが破壊的

な影響をもたらすわけではない.地域の自然環境を

大きく変えたり農林業などに被害をもたらしたりす

るなどの性質をもっ外来種を，特に侵略的外来種と

呼ぶ.とはいえ，特定の外来種が定着先で侵略的に

ふるまうかどうかを事前に判断することはむずかし

い場合が多い.

日本生態学会や環境省は，外来種を，ある地域に

人為的(意図的又は非意図的)に導入されることに

より自然の分布域を越えて生息文は生育することと

なる種ととらえている31川. したがってここでの外

来種とは，国境を越えて導入される生物だけでなく，

圏内の異なった地域に持ち込まれる生物をも含む概

念、である.侵略的外来種についても，同様に考えな

くてはならない.

生物の多様性に関する条約はその第8条(h)で，締

約国が「生態系，生息地若しくは種を脅かす外来種

の導入を防止し文はそのような外来種を制御し若し

くは撲滅すること」を定めている η. 日本では1993年

にこの条約を批准して以来，生物多様性の保全に関

わる多くの法律などの制定 ・改正がおこなわれた.

生物多様性国家戦略の策定とその見直し，鳥獣保護

法 ・自然公園法の改正，自然再生推進法の制定など

である.外来生物法の制定もこのような動きの一環

として位置づけることができる.外来種問題とそれ

に対して求められる対策については他にもワシント

ン条約 ・国際植物防疫条約 ・国連海洋法条約など多

くの条約に言及がある )8) しかしこれらのほとんど
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は一般的な枠組みのみを示しており，具体的な対策

は個別の条約などの指針にもとづいて各国で定めな

ければならない

より具体的な指針として，国際自然保護連合(IU

CN)は2000年に外来種対策のためのガイドライン

を定めたお山 .また 2002年の第6回生物多様性条約

締約国会議では，上記の同条約第8条の規定を受け

て，外来種対策の指針原則が採択された3)，6) これ

らの指針では，外来種対策にあたって予防的アプロー

チをとり，国外からの導入には許可手続きを設ける

こと，侵入した場合には早期に発見し対策をとるこ

と，理解の共有や教育 ・啓発が重要であることなど

が強調されている.

外来種対策に関係する日本の法的規制のうち外来

生物法の制定以前に存在していたものとしては，植

物防疫法 ・家畜伝染病予防法 ・狂犬病予防法 ・感染

症予防法や都道府県が定める内水面漁業規制などが

ある. しかしこれらはいずれも対象や目的が限定さ

れており，生態系に影響をあたえる外来種の導入規

制や移動規制 ・放出規制，防除や管理などの面では

大きく抜け落ちている領域があるため，新たな枠組

みによる法律の制定が必要であると指摘されてき

た帆.またこのような動きと連動するように， 日

本生態学会は「外来種管理法(仮称)Jの制定を求

める要望書2引を環境大臣宛に提出する， この問題に

関する知見を整理した「外来種ハンドブック J31 を

刊行するなどの活動をおこなってきた.

環境省は 2003年1月，移入種対策のあり方につ

いて中央環境審議会に諮問をおこなった.中央環境

審議会はその検討の過程で中間報告の公表やパブリッ

クコメントをおこない，それらを踏まえて同年 12月

に最終答申をおこなった 11i そしてこれを受けて政

府は法案を作成し. 2004年5月に外来生物法が国

会で可決 ・成立，そして同年6月2日に公布され

た6山

この法律は，海外から日本に導入される生物のう

ち生態系，人の生命や身体，農林水産業に係る被害

を及ぼす，文は及ぼすおそれのある生物の取り扱い

を規制し，生物の多様性の確保，人の生命 ・身体の

保護，農林水産業の健全な発展に寄与することを通

じて国民生活の安定向上に資することを目的として

いる¥対象を海外から導入されるものに限定して

いるため，外来種問題のうち圏内での地域間の移入

にともなう問題はカバーしていない.この点につい

ては別途対策が必要で、ある.この法律の対象となる

3 

外来種は「特定外来生物」に指定され，その飼養 ・

栽培 ・保管 ・運搬 ・輸入などの取り扱いが規制され，

またその防除などがおこなわれる.上記の被害を及

ぼす疑いがあるものの実態のよくわかっていない海

外起源の外来生物は「未判定外来生物」に指定され，

これらを輸入する場合には事前の届け出が必要とな

る.またこれら以外のものを含めて外国から生物を

輸入する場合. I特定外来生物」または「未判定外

来生物」であるかどうかが税関でチェックされるこ

ととなるが，その際外見ですぐに判別することがむ

ずかしい生物については「種類名証明書の添付が必

要な生物」に指定され，その生物の種類名を記載し

た外国の政府機関等が発行した証明書を添付しなけ

れば輸入できないむね定められている.法律の違反

に対しては罰則の規程がある.主務大臣は環境大臣

である.ただし農林水産業l乙係る被害の防止につい

ては，環境大臣及び農林水産大臣が主務大臣とされ

ている.また地方公共団体やその他の団体 (NPO

など)は，特定外来生物の防除をおこなう際に主務

大臣の確認や認定をそれぞれ受けることができると

されている.

外来生物法は 2005年6月1日に施行された.この

施行にあたって， アライグマ ・オオクチノイスなど

37分類群 cl科+4属+32種)の生物が，国の設置

した特定外来生物等専門家会合の結論を踏まえて特

定外来生物に指定された.次いで 2006年2月1日に

はアレチウリなど 43分類群 (9属+34種)が第2

次の指定を受けた.これら指定済みの特定外来生物

の一覧を表1に示す(未判定外来生物などを含めた指

定内容の詳細については環境省のサイト叫を参照の

こと). これらのうちこれまでに長野県内で生息が

確認されているものは，晴乳類2種 ・鳥類2種 ・両

生類l種 ・魚類4種 ・甲殻類1種 ・植物4種である.

後述するようにこの法律に関連する昆虫類ではセイ

ヨウオオマルハナパチが長野県内の野外で記録され

ている.後述するように，本種も特定外来生物に指

定される方針がすでに決まっているが，本稿の執筆

時点では指定に向けた手続きが進行中の段階であり，

第2次までの指定種のリストには含まれていない.

3. 外来昆虫と外来生物法

日本が開国した明治以降に侵入あるいは導入した

ことがほぼ確実な外来昆虫としては. 415種の存在

が知られている31 その内訳をみると，多い順にコ



Bull. N，αgano Environ. Conserv. Res. Inst. NO.2 (200の

表1. 特定外来生物に指定された生物.(2006年2月l日現在.)

分類群 特定外来生物(ただし，いずれも在来の種 ・亜種を除く)

フクロギツネ，ハリネズミ属全種，タイワンザル，力ニクイザル，アカゲザル，ヌートリア，ク

リハラリス(タイワンリス含む)，タイリクモモンカ¥ トウブハイイロリス，キタリス，マスク
日南乳類

ラット，アライグマ.力二クイアライグマ，アメリカミンク，ジャワマングース，アキシスジカ

属全種，シカ属全種，ダマシ力属全種，ジフゾウ，キヨン

鳥類 ガビチョウ，カオジロガビチョウ，カオグロガビチョウ，ソウシチョウ

カミツキガメ，グリーンアノール，ブフウンアノール， ミナミオオJjシラ，タイワンスジオ，タ
腿虫類

イワンハブ

オオヒキガエル，キューパズツキガエル(キューパアマガエル)，コキーコヤスガ工ル，ウシガエ
両生類

ル，シロアゴガエル

チャネルキャッ卜フィッシュ，ノーザンバイク，マスキーバイク，カダヤシ，ブルーギル， コク

魚類 王/¥7-.，オオクチパス，ストライブトパス，ホワイトパス，ヨーロピアンパーチ.パイクパーチ，

ケツギョ，コウライケツギョ

キョクトウサソリ科全種，ジョウゴグモ科のうち Atrax属全種，および Hadronyche属全種，イ

クモ・サソリ類 トグモ属のうち 3種(Loxosce/esrec/usa， L. /aeta， L. gaucho)，ゴケグモ属のうち 4種(ノ¥イイロ

ゴケグモ ・セアカゴケクモ ・クロゴケグモ ・ジュウサンボシゴケグモ)

Astacus属全種，ウチダザリガ二(タンカイザリガ二を含む，通称シグナルク lンイフィッシュ)， 
甲殻類

ラスティークレイフィッシユ，Cherax属全種，モクズガ二属全種

毘虫類 テナガコガネ属全種， ヒアリ，ア力力ミアリ，アルセ"ンチンアリ，コカミアリ

カワヒバリガイ属全種，クワッガガイ，力ワホトトギスガイ，ヤマヒタチオビ(オカヒタチオビ)， 
軟体動物等

ニューギ二アヤリガタリクウズムシ

オオキンケイギク，ミズヒマワリ，オオハンゴンソウ，ナルトサワギク，オオカワヂシャ，ナガ

植物 エツルノゲイトウ.ブラジルチドメグサ，アレチウリ，オオフサモ，スバルティナ ・アングリカ，

ボタンウキクサ，アゾラ ・クリスタータ

環境省による特定外来生物の一覧表をもとに作成.

長野県内で生息が確認されているものに下線を付す (長野県環境保全研究所調べ) • 

ウチュウ目 (38%)， ヨコ バイ目 (20%)，チョウ目

(13%)などであり，この上位3目で全体の約7害IJを

占めている.その多くは農作物や樹木などに経済的

な被害をもたらす害虫である.こうした害虫の割合

が，これらの外来種では在来種の場合に比べてはる

かに高い制.

このことに対応して，外来生物法の施行以前には，

植物防疫法が外来見虫の取り扱いに関する法的規制

の主要なものであった24即日制 . しかしこの法律は，

農業生産の安全と助長を図ることを目的とするもの

であり，農業にとって有害な生物の検疫と防除のあ

り方について定めたものである27) したがってこの

目的と関係のない外来種，たとえば在来の生態系に

打撃をもたらす侵略的外来種などの輸入の規制や管

理には，多くの場合役立たない町四261

実際 1999年以降，植物防疫法がくりかえし大幅

4 

に規制緩和され，それまで有害動物として輸入が禁

止されていた外国産のクワガタムシやカブ卜ムシが

ペット用に生きたまま大量に輸入されるようになっ

た抽問.現在までに輸入が認められたクワガ、タムシ ・

カブトムシは合計で約 600種にのほ.り，輸入され

た個体数は少なく見積もっても数百万頭と考えられ

るという 30) そのうちの多くは飼育下で交配 ・増殖

されているとみられる.これらの種のなかには，実

際には栽培植物を含む生きた植物を傷つける習性を

もつものも多いことがあきらかになっている制.ま

た熱帯を中心に分布するクワガタムシといえども，

多くの種は標高が相対的に高く冷涼なカシ林に生息

しており， 日本の気候条件の下で定着する可能性の

あることを否定できない肌制 .これまでに圏内の野

外で外国産のクワガタムシが 60件以上採集または

目撃されており ，意図的な遺棄も懸念される状況に
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ある 30)，31) 在来のヒラタクワガタのなかから，外国

産の別亜種の遺伝子をもった雑種と考えられる個体

も発見されている四.さらに外国産の種によっても

ちこまれた可能性のあるダニの感染による飼育個体

の死亡例も多くみられるようになっているぬ拘 .こ

のように，クワガタムシ ・カブトムシの輸入規制の

緩和は，在来の近縁種などに大きな脅威をもたらす

結果になったと考えられている.このため，この植

物防疫法の規制緩和をあらためて見直す必要性や，

外来生物法でこれらの種をどのように取り扱うかな

どの点に，この分野の専門家の関心が注がれてきた.

トマトなどの施設栽培に用いる送粉者として輸入さ

れてきたセイヨウオオマルハナパチも，農業資材と

して取り扱われてきており，植物防疫法や家畜伝染

病予防法による規制の対象とならない.この種につ

いても導入の当初からさまざまな生態学的な影響が

懸念されていたが，外来生物法が成立するまではそ

の取り扱いを法的に規制 ・管理する手段がなかっ

た33¥

外国産のクワガタムシ ・カブトムシの問題とセイ

ヨウオオマルハナパチの問題に共通するのは，在来

種に対する生態学的な影響が懸念されることととも

に，これらが商品として輸入され流通していること

である.そのため，これらの取り扱いを規制する上

では，非意図的に導入される外来種を管理する場合

とは異な ったレベルの，一筋縄ではL、かない課題を

解決しなければならない.すなわち，これらの商品

の輸入 ・販売 ・飼育などをおこなっている関係者と

の合意形成である.これらの点について特定外来生

物等専門家会合やその見虫類グループ会合で検討が

おこなわれた結果10) 外国産のクワガタムシ科

(Lucanidae)については.ただちにその飼育や移動

を禁止した場合，飼育放棄によって大量の個体が野

外に遺棄されるおそれがあるため，特定外来生物と

はせず，今後の経過を見守ることとなった.また同

時に，外来生物方法による規制の対象とならないも

のの「適切な取り扱いについて理解と協力」を求め

「知見等の集積と提供を期待」するものとしてリス

トアップされる「要注意外来生物」 制(表 2) に指

定されることとなった.一方セイヨウオオマルハナ

パチについては，次節で詳述するように検討期間が

約1年延長された.

結果として特定外来生物の第l次における指定対

象となった昆虫類は，非意図的な導入 ・定着の防止

が主な課題となるヒアリ (Solenopsisinvicta)，ア

5 

カカミアリ (Solenopsisgeminate)，そしてアルゼ

ンチンアリ (Lineρithemahumile)の3種であ った四

(表 2). これらのアリはいずれも放浪種と呼ばれる

一群に含まれ四，高い移住能力と増殖力をもち，撹

乱された環境に定着して他の節足動物などに捕食や

競争により打撃をあたえることが知られている. ヒ

アリ ・アカカミアリは，人が刺されると非常に激し

い痛みを生じ，その毒に対しアレルギ一反応を起こ

すことも多い拍，35)，36) ヒアリ・アルゼ ンチンアリは

IUCNによる「世界の侵略的外来種ワ ースト 100J

に含まれており，このうちアルゼンチンアリは日本

生態学会による「日本の侵略的外来種ワースト 100J

にも選ばれている3) アルゼンチンアリは 1993年

に広島県に侵入しているのが発見され37) その後兵

庫県・山口県でも確認されている3抑制 .アカカミア

リは火山列島と琉球列島に侵入している四四淵 . ヒ

アリはこれまでのところ日本に侵入・定着していな

L 、22日6) これらの種は，物資などの輸送にともなっ

て分布を拡大することがあるため，警戒をおこたら

ず，侵入した個体群に対しては防除などの対策を実

施することが必要である.

次いで特定外来生物として第2次の指定を受けた

昆虫類は，コカミアリ (Wasmannniaauroρunctata) 

とテナガコヵーネ属(Cheirotonus属)であった 10)，22)

(表2). コカミアリはヒアリ ・アカカミアリと同様

に，在来の無脊椎動物などへの生態学的な影響と人

身への被害をともにもたらすことが知られており，

IUCNの「侵略的外来種ワースト 100Jにも選定さ

れている 3) テナガコガネ属は，沖縄島北部に生息

する同属の絶滅危慎種ヤンパルテナガコガネの生息

地に侵入した場合，競合や交雑によりヤンパルテナ

ガコガネの絶滅などをもたらすおそれがあるとされ

ている.さいわいコカミアリとテナカ、コガネ属のい

ずれも，これまでのところ日本に侵入 ・定着した実

績はない.コカミアリについては非意図的な導入 ・

定着の防止が主な課題と考えられるが，外国産テナ

ガコガネ属はここ数年輸入され，飼育 ・流通がなさ

れてきた円特定外来生物への指定により，今後は

このような行為が原則として禁止されることとなる.

またこの指定にともない，テナガコガネ属と同様の

生態をもっヒメテナガコガネ属(Propomacrus属)の

全種およびク モテナガコガネ属(Euchirus属)の全

種が未判定外来生物に指定された.

しかし外来生物法による規制が検討されてきた種

は，見虫類に限ってもこれですべてではない.検
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表 2 昆虫類のうち，特定外来生物に指定済み，あるいは指定が検討されている種の被害対象，野外記録，導

入の経緯および規制手段

被害対象 野外の記録
カテゴリー 離貢

生見聴

テナガコガネ属全種(ヤン;'iル
O 

テナガコガネを除く)

特畝来生物 ヒアリ O 

。旨定斉み) アカカミアリ O 

アルゼンチンアリ O 

コカミアリ O 

特定外来生物
セイヨウオオマルハナパチ O 

(指定方針)

クワガタムシ科 O 

サカイシロテンハナムグリ O 

チャイロネッタイスズメ
O 

要注意外来 パチ

生物 ナンヨウチビアシナガバチ .0 

アフリカミツバチとその
O 

想細体群

ホソオチョウ O 

アカボシゴマダラ O 

アシナガキアリ
制強獄貴重守中

O 

ツヤオオズアリ O 

討の結果，規制の対象とならない要注意外来生

物34)1こ指定された昆虫， および特定外来生物へ

の指定について現在継続して検討中の見虫10)を表2

に示す.要注意外来生物のうち，野外への意図的な

遺棄が考えられる先述のクワガタムシ科と，人為的

な放蝶が侵入・分布拡大の原因と考えられるホソオ

チョウ (Sericinusmontela)・アカボシゴマダラ

(Hestina assimilis :.ただし在来亜種 H. a. 

shirakiiを除く)については，そうした行為がおこ

なわれることのないよう広く普及啓発をすすめる必

要がある.放蝶されている2種は在来種との競合が

懸念されているだけでなく，植物防疫法により

輸入が禁止されている. またアフリカミツバチ

(Apis mellifera sωtellata)とその交雑個体群は，

在来のハナパチ類と資源、の利用をめぐって競合す

るほか，強い攻撃性をもち，人身に被害をもたら

すため，安易な輸入がおこなわれることのないよ

う注意が必要である.サカイシロテンハナムグリ

(Protaetia orientalis sakaii)，チャイロネッタイス

ズノイチ(Deltapyriforme)， ナンヨウチビアシナガ

パチ (Ropalindiamarginata)は， それぞれ南西諸

導入の樹毒 規滞l序段
人身 圏内 長野県

O 

O 

O 

O 

6 

意図的備w 外来生物法

Gド意図的) 外来生物法

O 非意図的 外来生物法

O 非意図的 外来生物法

〈非意図的) 外来生物法

O O 意図的(紛ム) 外来生物法

O 意図的(斡ム)

O 非意図的

O 非意図的

O 非意図的

今後あるとす 家畜伝染病予

れば意図的 防法

O 意図的 α矧llID 樹ゐ防癌去

O 意図的ぽ蝕車D 植物防疫去

O 非意図的

O 非意図的

島，小笠原諸島，火山列島に定着している.いずれ

も導入は非意図的なものと思われるが，生態系への

影響が懸念されており，分布を拡大することのない

よう継続的に監視することが求められている.この

ほか，南西諸島などで分布が確認されているアシナ

ガキアリ (Anoploesis gracilipes)，ツヤオオズアリ

(Pheidole megacephala)については，特定外来生物

等専門家会合・昆虫類グループ会合で特定外来生物

への指定について検討がなされてきたが，パブリッ

クコメントなどで外部の専門家から，在来の生態系

に組み込まれており外来種でない可能性もあるなど

の意見が提出されたことから，さらに継続して検討

されることとなっている 10)

昆虫類では以上の特定外来生物・要注意外来生物 ・

継続検討中の種のいずれについても，これまでに長

野県に定着したことを示す確かな記録はない. しか

し人為による意図的な分布拡大が懸念されているク

ワカ。タムシ科やホソオチョウ・アカボシゴ、マダラに

ついては，今後の侵入を防止するためにも広く注意

を喚起することが必要である.輸送などによる非意

図的な分布拡大をまねくおそれのあるものについて
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も，定着した場合に早期に発見できるよう連絡体制

を整備することが求められる.そして特定外来生物

に近く指定される方針のセイヨウオオマルハナパチ

については，これまでの知見から判断する限り，こ

れから詳述するように上のどの種にも増して長野県

の在来の生態系に大きな影響をおよぼす可能性があ

り，その防止に向けた取り組みが特に重要な意味を

もっている.

4. セイヨウオオマルハナパチの生態影響と

特定外来生物への指定

マルハナノイチ属(Bombus属)はミツバチ属(Aρis

属)に近縁なハナパチ類で，北半球の冷涼な地域に

分布の中心をもち，世界で約 250種(分類体系に

よっては 239種)が知られている抽. 日本には北

海道と東北地方，中部山岳域を中心lこ在来の 15種

が生息する.北海道と本州以南では部分的に種構成

が異なり ，共通する6種で亜種への分化がみられ

る四.春に女王パチが単独で営巣をはじめて多数の

働きパチを産み，夏から秋にかけて次世代の女王パ

チとオスパチを産出してそれらが交尾したのち新女

王が単独で越冬する.低木や草本を中心に多くの花

をおとずれ，そのうちの多数の植物種にとって重要

な送粉者であると考えられている.

このマルハナパチのヨーロッパ原産種セイヨウオ

オマルハナパチ(Bombusterrestis)を施設栽培作物

の送粉者として利用する技術が 1980年代の後半に

確立した山11 日本には 1991年に試験的に導入さ

れたのち， 1992年から本格的な輸入がはじまった.

輸入量は年々増えて，現在は圏内で年間約7万の巣

箱が流通している山.輸入相手国はオランダ・ベル

ギー・イギリス・イスラエルなどである.主な利用

対象作物はトマトで，他にイチゴ・ナスでの利用も

みられる.また小規模とはいえ屋外の果樹栽培でも

利用されてきた.施設栽培では従来，作物を受粉・

着果させるためにパイプレータによる人工授粉やホ

ルモン剤の散布をおこなってきた.セイヨウオオマ

ルハナパチの利用は，この作業を代替することによ

り生産者の労力の軽減に大きく貢献したとされてい

る10)，401，411，42)

しかしこのセイヨウオオマルハナパチが野外に定

着した場合，在来の生物群集に大きな影響をもたら

す可能性のあることが早くから指摘されてきた 8山川.

具体的に問題とされてきた影響は次の4つに大別す

ることができる叫. (1)営巣場所や花などの資源を
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めぐって在来のハナパチ類と競合し，衰退させるお

それがある. (2)在来の近縁なマルハナノfチと交尾

し，繁殖を撹乱する可能性がある. (3)在来種が抵

抗性をもたない外来の寄生生物や病原体をもちこむ

おそれがある. (4)盗蜜(花をかじって穴をあけ，

花の生殖器官にふれずに蛮をとること)により，野

生植物の正常な受粉をさまたげる可能性がある.そ

こでセイヨウオオマルハナパチの輸入と利用の規制

に向けては，これらの可能性の科学的な検証が議論

の焦点のひとつとな ってきた山.

2004年，外来生物法にもとづく飼養や輸入の規

制の対象となる特定外来生物の選定にあたって国は，

特定外来生物等専門家会合の下で具体的な選定をお

こなう見虫類グループ会合(分類群別専門家グルー

プ会合のうちのひとつ)の下に，さらにセイヨウオ

オマルハナパチ小グループ会合を設置して検討の作

業を開始した 101 このように分類群別専門家グルー

プ会合の下に個別の小グループ会合を設置して検討

された種は，セイヨウオオマルハナパチ以外ではオ

オクチパスのみであった.この2つの種に共通する

のは，利用目的で意図的に導入された種であり，規

制の是非やそのあり方について事前に意見が大きく

二分される状況がみられたことである.セイヨウオ

オマルハナノイチ小グループのメンバーには，生態学 ・

農学などの専門家のほかに，利用関係者として販売

会社で、つくるマルハナパチ普及会のメンバーが選ば

れて参加した.

小グループは 2005年l月までに4回の会合をおこ

ない，セイヨウオオマルハナパチの野外への定着状

況と指摘されてきた上記の生態学的な影響，そして

野外への逸出の防止に向けてマルハナパチ普及会な

どで進めている利用農家への啓発活動の状況などに

ついて検討をおこなった.その結果，野外における

生態系等への影響についての知見は十分でないが可

能性は強く示唆されているとして，さらに調査をお

こなった上で農家への普及啓発の状況をみながら

l年をめどに指定について検討すると結論づけた.

これを受けて同年中に追加的におこなわれた調査で

は，生態系なとれへの影響をさらに確実に裏づけるデー

タが得られ，周年 12月に聞かれた7回目の会合で，

小グループはこの種を特定外来生物に指定するべき

であるとの報告をまとめた.この方針は分類群別専

門家グループ会合および全体会合でも了承され，セ

イヨウオオマルハナパチは特定外来生物に指定され

ることが決定した 10) そこで，ここにいたる経緯で



報告 ・確認された生態系などへの影響を示す事実と

今後求められる対応について以下にまとめておく.

セイヨウオオマルハナパチの国内における野外へ

の逸出と定着の状況については，保全生態学研究会

が 1996年か らインタ ーネ ットのホームページなど

を通じて全国に呼びかけ，情報の収集をおこなって

きた州柑.その結果 2005年までに北海道から九州

までの 27都道府県から l万個体以上の目撃情報が

寄せられている.件数は年を負うごとに急増してお

り， 2005年だけで 3400個体を上回る情報が得ら

れている.目撃情報の多くは北海道からのものであ

り，定着と拡大の様相を示している咽.また本種の

自然巣は 1996年に北海道ではじめて発見され山，

本州では 1999年に島根県で発見された47¥ 北海道

での自然巣の発見は近年その数が急増してい

る48)，49)刷 .

特定外来生物等専門家会合・セイヨウオオマルハ

ナパチ小グループ会合の決定にもとづき 2005年に

追加的におこなわれた調査101では，北海道で野外か

ら捕獲された女王パチを対象とした分子遺伝学的な

調査により，大量の野外巣が存在することが示唆さ

れた. トマト ハウスの存在する地域から 30km以上

離れた場所からも春に女王がみつかっており，野外

で越冬している可能性が高い.本種は過去の一時期

に非意図的または意図的に導入され定着した種と異

なり，年々流通量が増加するかたちで継続して輸入

されてきた経緯があり，ここからの逸出が今後もつ

づいた場合には，その影響はさらに深刻なものとな

る可能性がある.

資源の競合をめぐっては，イスラエルで山火事の

のちセイヨウオオマルハナパチが分布を拡大し，十

数年のあいだに密度を増加させて他の在来ハナパチ

類を減少させた事例が知られている 51) オーストラ

リアのタスマニア島では，新たに侵入したセイヨウ

オオマルハナパチが野外における分布域を急速に拡

大した悶. これらの場所には在来のマルハナパチが

存在しなかったため，それらの存在する日本におい

てどのような競合が起こるかが注目されてきた叫.

セイヨウオオマルハナパチは活動期間が長く，競

争力の強い種であるといわれている.北海道で発見

されたセイヨウオオマルハナパチの複数の自然巣を

在来のエゾオオマルハナノf チ (B. hyρocnta 

sapporoensis)・エ ゾトラマルハナパチ(B.diversus 

tersatus)・ニセハイ イロマ jレハナノfチ(B.pseudo-

baicalensis)のものと比較した調査では，巣あたり
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の次世代女王の生産数が在来種の4倍以上にのぼる

と推定された蛸.北海道の一部の地域では，訪花す

るセイヨウオオマルハナパチの個体数が年々増加す

るのにともなって，在来種の個体数が減少してい

る10) セイヨウオオマルハナパチの野外における営

巣場所は，地中のネズミの古巣など，在来穏が利用

している環境と重なっている哨.49酬 .また営巣中の

自然巣から複数のセイヨウオオマルハナパチの女王

の死体が発見されたことから，種内で巣場所をめぐ

る競合が起きていることが示唆されている 10)，蝋刷.

室内実験ではセイ ヨウオオマルハナパチの女王が在

来種の女王を刺し殺して巣の乗っ取りをおこなった

事例が知られている 刷.花資源については，北海道

における7年間の調査から 26科 86種の植物(うち

11種が在来種)を利用したことが報告されてい

る55)

在来のマルハナパチとの交尾による生殖撹乱につ

いては，セイヨウオオマルハナパチが在来のオオマ

ルハナパチ(B.hyρocnta hypocnta)・エ ゾオオマル

ハナノぜチ(B. h. sapρoroensis)・クロマルハナノイチ

(B. ignitus)と交尾行動をとることが実験室で確認

されている 1削 3) これらの卵の酔化率は低いが，交

尾相手の女王を不妊化させることによ り生殖撹乱を

引き起こす可能性が高い.このような異種聞の交尾

が起こる原因のひとつとして，性フェロモンの成分

が在来種では互いにちがっているのに対し，セイヨ

ウオオマルハナバチではそれらと共通する成分をも

つことが関与していると考えられている )0) 2005年

に追加的におこなわれた調査では，野外で採集され

たオオマルハナパチ(本州)・エゾオオマルハナパ

チ(北海道)の受精のうからセイヨウオオマルハナ

パチの精子の DNAが検出され，野外においても

種聞の交尾が起こっていることが示された.

輸入されたセイヨウオオマルハナパチのコロニー

からは，微胞子虫やダニなど、の寄生生物がみつかっ

ている印刷 .体内に寄生するマルハナパチポリプダ

ニは，遺伝子分析からヨーロッパ由来の系統が持ち

こまれていることが確認されている )0)拘 58) 2005年

の追加的な調査では，北海道 ・青森県のオオマルハ

ナパチと長野県のクロマルハナノぜチで，マルハナパ

チポリプダニの外国産系統への感染がみとめられ，

このダニが野外においてセイヨウオオマルハナパチ

から水平感染していることが示された )0) 北海道で

は在来のエゾオオマルハナパチの巣にセイヨウオオ

マルハナパチの働きパチが出入りしている事例が観
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察されており咽，このような習性がそうした野外で

の感染を引き起こしている可能性が考えられる.カ

ナダとヨーロッパからの報告では，マルハナパチポ

リブダニへの感染は，マルハナパチの寿命を短くす

るとともに，訪花行動を変化させ，そのことを通じ

て訪花する植物の繁殖などに影響をもたらすおそれ

があると指摘されている 10¥

セイヨウオオマルハナパチによる盗蜜は，北海道

でその訪花がみとめられた 86種の植物のうち6種

において確認されている回.在来のマルハナパチの

なかには，長い舌をもち，蜜源の深い花をおとずれ

て吸蜜することにより送粉者としての役割を果たし

ていると考えられるものがいくつかある.これに対

、しセイヨウオオマルハナパチは相対的に舌が短く，

それらの花筒の長い花には正面からもぐりこんで吸

蜜することができないが，そうした場合に花の基部

を外側からかじりあけて盗蜜する習性をもっ.北海

道で本種による盗蜜が確認された6種の植物のなか

には，野生植物のほかに農作物のベニバナインゲン

とインゲンマメも含まれていた悶.また在来の野生

植物エゾエンゴサクの自生地で 2005年に追加的に

おこなわれた調査では，盗蜜をともなうセイヨウオ

オマルハナパチの訪花はエゾエンゴサクの種子形成

にほとんど貢献せず，繁殖に悪影響をもたらすこと

が示された10¥

このような知見をふまえて，上述のとおり国はセ

イヨウオオマルハナパチを特定外来種に指定する方

針を決定した.この指定に合わせて，セイヨウオオ

マルハナパチ以外のマルハナパチ属の全種(ただし

在来の種 ・亜種を除く)が未判定外来生物に指定さ

れる.またマノレハナパチ属の全種について，輸入に

あたっては種類名証明書の添付が必要となる.指定

の時期は 2006年夏頃の見込みとされている刷.指

定後は，セイヨウオオマルハナパチの輸入や販売，

利用にあたっては許可を受け，また野外に逸出させ

ることのないよう適切に管理することが求められる.

施設からの逸出を防ぐため天窓をはじめとする開口

部にはくまなく網を張り，使用後の コロニー，つま

り巣箱の中身は確実に処理して殺虫しなければなら

ない.北海道などの産地での取り組みでは，施設に

確実に網を張ることによる逸出防止の効果は大きい

ことが示されている.使用後の殺虫について，北海

道農政部はポリ袋に巣箱を入れて殺虫剤を吹き込む

という方法を示してきた刷.一方特定外来生物への

指定に向けた検討のなかで 2005年に追加的におこ

9 

なわれた調査では，ふたをあけた巣箱に上から熱湯

を注ぐ方法が効果的であることが示された10) この

ような取り扱いの方法についても，さらに改良と普

及につとめる必要があろう.なお，環境保全団体の

WWFジャパンは，科学的知見の集積にもとづき

指定を結論づけた今回の合意形成の経緯を高く評価

している削.

5. セイヨウオオマルハナパチの特に長野県

における影響の予測と今後の課題

長野県には在来のマルハナノイチ 10種が生息して

いる.この数は全国の都道府県では北海道の 11種

に次いで多い.長野県では人里周辺から高山帯まで

のさまざまな環境にマルハナノ〈チが生息'しており，

なかでも亜高山帯 ・高山帯の草原では訪花するハナ

パチ類のうちの優占種となっている間的 .r長野県

版レッドデータブックー動物編一」制 には在来のマ

ルハナパチ4種が掲載されている.絶滅危倶 II類に

ランクされているホンシュウハイイロマルハナノイチ

(Bombus deuteronymus maruhanabachi)と， 情報

不足のウスリーマルハナパチ(B.ussurensis)・ナガ

マルハナノイチ (B. consobrinus wittenburgi)・ニッ

ポンヤドリマルハナパチ(B.norvegicus japonicus) 

である.これらはいずれも国内における分布域が狭

く，本県を中心とする中部山岳域が主要な生息地と

なっている.種別にみると，ホンシュウハイイロマ

ルハナパチとウスリーマルハナパチは主に人里から

山地の草原や林縁でみられ，ナカーマルハナパチとニッ

ポンヤドリマルハナパチは亜高山帯を中心に生息す

るのがみられる65) ホンシュウハイイロマルハナノて

チは本州の固有亜種であるが，その原名亜種のハイ

イロマルハナパチ(B.d. deuteronymus)と， ナヵーマ

ルハナパチ，ニッポンヤドリマルハナパチは， シベ

リアやヨーロッパの一部を含むユーラシア大陸の北

部に広く分布する拍.つまり長野県のマルハナパチ

相には，北方系の広域分布種が希少種として遺存し

ていることにひとつの特徴がある.このような環境

はヨーロッパ原産のセイヨウオオマルハナパチにとっ

て定着しやすい環境である可能性が高い.また長野

県の山地から亜高山帯 ・高山帯では在来のオオマル

ハナパチ(B.hyρocrita hypocrita)が多くみられ，人

里周辺から山地にかけての場所ではクロマルハナパ

チ(B.忽nitus)がみられる悶. この両種はセイヨウ

オオマノレハナパチと同亜属の近縁種であり，資源を

めぐる競合や交尾による繁殖撹乱などの影響を特に



受けやすいと考えられる.

長野県内におけるセイヨウオオマルハナパチの野

外への逸出個体は， 2001年に諏訪市(標高約

1200mの地点)45¥2002年に飯田市(標高約 500m

の地点、)闘で発見された実績がある.定着の状況に

ついてはこれまでのところ確認されていない. しか

し長野県にはマルハナパチの生息に適した環境が広

く分布している.今後長野県を中心とする中部山岳

域にセイヨウオオマルハナパチが定着 ・拡大した場

合には，在来のマルハナパチや訪花する植物などが

かたちづくる生物群集に前節で述べたような深刻な

影響をおよほす可能性がある.地形の急峻な山岳地

域では定着した個体群の防除をおこなうことも困難

であろう. したがって今後セイヨウオオマルハナパ

チを利用するにあたっては，外来生物法の定めると

ころにしたがって適切に管理をおこなうとともに，

逸出・定着などがなL、かどうかを継続的に調査し，

逸出や定着が認められた場合にはできるだけ早急に

防除などの対策を実施することが必要である.それ

には，県の各部局 ・取り扱い事業者 ・使用する農家

や市民ボランティアなどを巻き込んだ幅広い連携に

よる取り組みが有効であろう.

セイヨウオオマ jレハナパチをその外見から他のハ

チから識別することは， -.e.その特徴をつかめばそ

れほどむずかしくない.マルハナパチ属は一般に体

長が約 1-2cmほどで，他のハチに比べて胴体が太

く，まるみを帯び，全身に毛が密生している点に特

徴がある.種によ って体毛の色やその配列のバター

ンにちがいがあり，セイヨウオオマルハナパチは全

身が黒く，胸部の上部と腹部の上部に黄色の帯があ

り，腹部末端が白い(図1). この腹部末端の毛が

白いという特徴は，北海道東部に生息する在来のノ

サップマルハナパチ(B.florilegus)にもみられるが，

本州以南に生息する在来のマルハナパチにはみられ

ないー したがって，本州以南ではこの点で在来種

と識別することができる.

セイヨウオオマルハナパチの利用を代替する全国

的な動きとして最近，在来のクロマルハナパチの商

品化と利用がすすみつつある 10) クロマルハナパチ

は海外を原産地とする種ではないため，外来生物法

で利用を規制されることはない. しかしクロマルハ

ナパチは北海道には分布しておらず39).67) 本州以南

において分布が確認されている地域も限られてい

る39)，67)凪 また自然、の分布域においても地域間で遺

伝的な分化がみられる 10) そのため商品化されたク
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黄色 黒 黄色

図 1 セイヨウオオマルハナパチの外見上の特徴

腹部末端の毛が白いという特徴は，本州以南の

在来のマルハナパチにはみられない.

ロマルハナパチが圏内の自然の分布域を越えて，ま

たは遺伝的に分化した地域間で移動させられたのち

に利用され，そこから野外への逸出 ・定着が生じた

場合には，その地域の在来マルハナパチ相や遺伝子

の組成に撹乱をもたらすことになる. したがって，

その利用にあたってはセイヨウオオマ jレハナパチの

場合と閉じように施設の関口部に網を張り，使用後

は適切に殺虫して野外への逸出を防ぐなどの注意が

必要である.すでにクロマルハナパチの販売会社で

そのような啓発をおこなっている例がある 10¥ 今後

もこのような取り組みを広げることが望ましい.ま

た地域の生態的 ・遺伝的な背景により配慮した利用

を推進するため，クロマルハナパチの自然分布域の

解明叫とその遺伝的分化の状況のマ ッピング10)をひ

きつづきすすめる必要がある.本種は間育されてい

たものが野外に逸出 ・定着した場合に外見で識別す

ることができないため，この点が特に重要な意味を

もっ.

これまでにわかっている限りでは，クロマルハナ

パチは平地から山地に分布しており，長野県の亜高

山帯 ・高山帯ではみつかっていない. したがってそ

の飼育個体が野外に逸出し定着した場合にも，それ

が亜高山帯 ・高山帯に侵λする可能性は高くないと

考えられる.ただし，今後地球温暖化などにより生

息可能な環境の範囲が変化する，あるいは飼育され

ている個体群にここで想定していないような遺伝的

変化が生じるといった事態が生じた場合には，こう

した推測があてはまらなくなる可能性もある.

外来種の問題は，本来国境を越えた生物の導入の

みのもたらす問題ではない.圏内であっても，本来

の生息地でない場所に人為的に導入される生物は，

外来種として取り扱われなければならない. しかし

外来生物法は，海外から導入される生物のみを対象
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としておりへ圏内に自然の生息地をもっ生物の人

為的な移動を規制の対象としていない.今後，圏内

において本来の生息地から他の場所に導入される生

物についても，その定着がもたらす生態学的な影響

を予測し，またそれによる重大な影響が生じること

を防ぐために，体系的な取り組みとそのための啓発

などの活動を推進しなければならない.
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Regulation of alien insects by the Invasive Alien Species Act : 

its institutional and scientific backgrounds with special reference to 

expected impacts of the introduced bumblebee Bombus terrestris 
on ecosystems of N agano prefecture 
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2054-120 Kitago， Nagano 381・0075，]aρm 

Abstract 

Invasive alien species often play significant roles in degradation of biological diversity， as well as 

habitat destruction and over-harvesting of natural resources. To deal with that issue， the ]apanese 

government enacted the Invasive Alien Species Act in 2005， as a part of regulation of legal sys-

tems to correspond to the Convention on Biological Diversity. The major part of alien insect species 

to this country has been occupied by unintentionally introduced species including pests. However， 

in the process of designation of invasive alien species (lAS) under the low， the introduced bumble-

bee Bombus terrestris has been a focus of debate， because it has been imported as an effective pol-

linator for crops cultivated in greenhouses. The users of this species resisted its early designation 

as IAS， similarly to the case of stag beetles that have been imported as popular pets. Nevertheless， 

adverse effects on ecosystems caused by B. terrestris have been clarified through the controversy 

and researches. This introduced bumblebee species is already established and is quickly spreading 

on open-air habitats in Hokkaido， replacing native species of Bombus through competition， disrupt-

ing mating process of the native Bombus， infecting the natives with alien parasitic mites， and re-

ducing reproductive success of some native plants. According to those findings， the government 

determined to designate B. terrestris as IAS. Because suitable habitats for bumblebees巴xistbroadly 

in Nagano prefecture as well as in Hokkaido， establishment and expansion of B. terrestris in the 

wild would cause serious degradation of ecosystems in this area. Usage of this species of bumble-

bees hereafter should meet controls stipulated by the low with permission. Monitoring in open-air 

habitats is also necessary for early suppression of further establishment of this species. 

Key words: invasive alien species， alien insects， Bombus terrestris 
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