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早坂大亮1，2，*・永井孝志3・五箇公一l

1国立環境研究所生物・生態系環境研究センタ_.2近畿大学 農学部 3農業環境技術研究所有機化学物質研究領域

Importance of pesticide risk assessment at the community levels 
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要旨ー農薬は作物の品質・収量確保の上で必要不可欠である一方、持続的な農業活動に向けては生物多様性を無視する

ことはできない。本稿では、今後の農薬の生態リスク管理手法として取り入れるべき、多種系あるいは群集レベルの評

価手法について概説するとともに、これら手法の有効性・可能性と今後の展望について議論する。日本における現行の

農薬管理は、農薬の曝露影響と生物への影響の濃度とを対比させて評価を行う。農薬の曝露影響は多段階の評価制度(Tier

制)が確立されているが、生物影響は個体レベルの室内毒性試験のみで評価されており、群集(生態系)レベルでの評

価手法は確立されていない。また、室内試験の結果を野外環境に外挿することの難しさは多くの研究者により指摘され

ている。近年、個体レベルの評価から多種系の評価にタ門付帯する手法として、農薬に対する各生物の感受性差を考慮した

統計学的手法である種の感受性分布 (SSD:Species Sensitivity Distribution)が開発されている。これにより、生物集団の

潜在影響を簡便に評価できる一方で、生物間相互作用や群集の回復性などは考慮できない。これら課題の解決に向けて、

メソコスムを含む実験生態系による試験の実施が有効で、あると考える。実験生態系は、多種の生物に対する影響を同時

に試験可能で、あるとともに、コントロール(対象区)を設定できる、などの利点がある。群集レベルの農薬の生態リス

ク評価にはこれまで、多様度指数や主成分分析等が指標として用いられてきたが、何れも生物多様性への影響評価とし

て解釈が困難で、あった。そこで、コントロールと農薬処理区との群集組成の時間変化における差に着目した多変量解析

である主要反応曲線 (PRC:Principal Response Curves)解析が開発され、現在、多くの現場で使用されている。一方、 E暴

露後影響のモニタリング期間が短い場合、世代期間(生活史サイクル)の長い生物に対する影響を過小評価してしまう

危険性がある。 l年以上の長期モニタリングを行うことで、各種の生活史も考慮したより現実的な生態リスクの評価が

可能になる。これらの課題を踏まえ、今後の生物影響の評価システムとして、室内毒性試験、種の感受性分布、および

実験生態系による長期モニタリングを一つの評価パッケージとして段階的に実施することを我々は提案する。その上で、

これら試験結果から総合的に導かれる農薬の毒性について曝露影響と比較することで、農薬の生態リスクの総合評価に

よる登録保留基準の設定が可能になると考える。

キーワード生物多様性保全、生態リスク評価、室内急性毒性試験、種の感受性分布、実験生態系試験(メソコスム)

Abstract: In Japan， assessments of the ecological impacts of pesticides on aquatic organisms are generally based on laboratory 

single-species acute toxicity tests carried out in accordance with OECD guidelines. Because biodiversity conservation in 

agroecosystems is very important， pesticide exposure effi巴ctsshould be assessed using a tiered system. Here， we review techniques 

for assessing the ecological risks of pesticides at the multi-species or community level， and discuss the future of effective pesticid巴
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risk management with regard to biodiversity. Laboratory toxicity data can be used to predict community recovery after pesticide 

contamination when using the species sensitivity distribution (SSD) approach. However， SSD cannot detect impacts on species-

interactions and long-term effects on communities. One solution to this problem is the use of model ecosystems under real-world 

conditions. In particular， mesocosms are effective tools for predicting potential impacts of pesticides on biocenosis， and they can 

help validate toxicity risks identified by laboratory tests and SSD. However， ecological impacts on long-living species would be 

und巴restimatedif post-exposure monitoring periods in mesocosms are too short. It is indispensable to integrate laboratory toxicity 

tests， SSD， and long-term mesocosm studies as an evaluation package to obtain more realistic巴cologicalrisk assessments for 

pesticides 

Keywords: biodiversity conservation， ecological risk assessment， laboratory-generated acute toxicity test， species sensitivity 

distribution (SSD)， mesocosm study 

はじめに

生物多様性保全の重要性が国際的に認識される中で、

過開発や乱獲による生息・生育地の消失と並ぴ、生物多

様性を脅かす要因として、化学物質の使用が挙げられる

(Millennium Ecosystem Assessment 2005)。

農薬は作物の品質確保と生産性の向上にとって必須の

化学物質である。一方で、高い生理活性を有し、水を媒

介して容易に水域に流出・拡散するため、水域生態系に

対し特に大きな影響を及ぼすことが懸念されている。こ

れまでにも多くの農薬で、非防除対象の生物に対する直

接間接的な影響が報告されている (Woin1998 ; Sanchez-

Bayo et al. 2007 ; Brock et al. 2009 ; Sonoda et al. 2011)。生

態系は多種の生物とそれらの聞の複雑な相互作用によっ

て構築されている。自然現象の本質に迫って化学物質に

よる生態影響を予測・評価するためには、個体から個体群、

群集に至るまで、各レベルで観察される生物挙動のメカ

ニズムの中から、共通性・相似性を解明していくことが

重要となると考えられる (Pastoroket al. 2001)。

2010年に愛知県名古屋市で生物多様性条約第 10回締

約国会議 (COPIO)が開催され、生物多様性保全のポス

ト2010年目標として「愛知目標」が採択された。この愛

知目標のなかの個別課題 8として 12020年までに、過剰

栄養などによる汚染が、生態系機能と生物多様性に有害

とならない水準まで抑えられる」との目標が明記され、

化学物質による生態系への影響について、適切にリスク

評価を行い、管理することが求められている (http・//

www.cbd.intlsp/targets/#GoalB、 2012年 10月3日確認)。

また、 2012年9月に閣議決定された「生物多様性国家戦

略 2012-2020Jにおいても、おおむね今後5年間の政府の

行動計画として、「農用地及びその周辺環境の生物多様性

を保全・確保できるよう、農薬の生物多様性への影響評
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価法を開発」することが位置づけられた (http://www.env.

go・jp/press/press.php?serial=15758、2013年3月 l日確認)。

そこで、本稿では農薬に対する現行の生態リスク評価

の仕組みを概説した上で、各評価手法の課題や問題点を

整理し、特に、生物多様性を考慮した生態リスク評価手

法として注目される、メソコスムをはじめとする実験生

態系試験の有効性・可能性と今後の展望について議論す

る。

我が国における農薬の生態リスク評価の

現状と課題

生態リスク評価 (EcologicalRisk Assessment)の目的は、

「生態系への影響およびその後の回復過程を事前に予測

し、生態系保全のための措置を講じること」にあり、生

態リスク管理のゴールは、生物一個体毎の保護ではなく、

生態系の持続的な維持である(水口ほか 2011)。我が国

における農薬のリスク評価は、農薬の曝露濃度と生物に

対する潜在的な生態影響の指標値を対比する手法が基本

となっている。

農薬の安全性評価に係る法制度

日本では農薬の安全性を確保するために、 1948年に制

定された農薬取締法により、農薬の登録を認めるか否か

の判断基準(以下、登録保留基準)として、 (1)水産動

植物に対する被害、 (2)水質汚濁性、 (3)土壌中の残留性、

および (4)農作物への残留性、に係る試験が行われてい

る。これら基準は環境大臣が設定するとともに、基準を

基に農林水産大臣の登録を受けたもの以外の農薬は、製

造・販売・使用ができない。

登録保留基準のうち水産動植物に対する被害(水産動

植物の被害防止に係る農薬査録保留基準)についてはこ
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れまで、水田適用の農薬に限り評価を行っていた。さらに、

「コイに対する 48時間後の半数致死濃度のみ (48-hLCso 

が0.1mg/L以下の場合)Jを安全性の判断基準としていた。

しかし、この評価手法では「生態系・多様性保全の視点」

がほとんど考慮されないため、リスク評価としては不十

分であった。そこで、生態系保全の観点から、水産動植

物農薬登録保留基準が2003年に改訂され、 2005年より

環境省において、以下に述べる 3種類の標準試験生物種

をベースとする「個体レベルでのリスク評価」に基づい

た基準値、すなわち、環境中の限界濃度の設定が順次進

められている。 2012年 10月現在、 168農薬の基準が設定

されている (http://www.env.go.jp/water/sui-kai tei/kijun. 

html、2012年 11月6日確認)。

水産動植物農薬登録保留基準における現行の農薬のリ

スク評価では、農薬の曝露評価としての環境中予測濃度

(PEC: Predicted Environmental Concentration)の計算にあ

たり段階制 (Tier制)が採用されている (http://www.env.

go.jp/water/d句o/sui-kaitei.pdf、2012年 10月3日確認)。水

田使用農薬の場合、第一段階 (Tier1)では、単純に投与

した農薬が一定の割合で河川に流出する、という仮定で

計算される。第二段階 (Tier2)では、模擬水田を用いた

試験の結果を元に、田面水中での農薬の分解消失が考慮

され、畦土壌や河川底質への吸着も考慮される。第三段

階 (Tier3)では、実際の水田を用いた実験により農薬の

挙動を調べる。これら各段階で得られる環境中予測濃度

(PEC) と、 3種類の標準試験生物を用いた急性毒性試験

結果から導き出される急性影響濃度 (AEC:Acute Effect 

Concentration) とを比較し、 PECがAECを下回っていれ

ばリスクは懸念レベル以下であると評価され、安全な農

薬として登録される。リスクが懸念レベルを超えた場合

は、高次 (HigherTier)の曝露評価試験を実施し、同様の

安全性評価を行い、基準を満たした段階で試験は終了す

る。この段階方式により評価に必要なコストを抑えるこ

とが可能となる(農業環境技術研究所 2011)。

水生生物を用いた毒性試験については、 OECD(経済

協力開発機構:Organization for Economic Co-operation and 

Development) や、 USEPA(米国環境保護局:U.S. 

Environmental Protection Agency) などによりガイドライン

が整備されている。我が国における AECの設定に向けた

毒性試験方法は主に、 OECDによるテストガイドライン

に準拠している[1農薬の登録申請に係る試験成績につい

て」の運用について(平成 13年 10月 10日付け 13生産

第3986号農林水産省生産局生産資材課長通知)]0 AEC 

は通常、魚類 l種(メダカ又はコイ)、甲殻類のオオミジ
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ンコ、および緑藻 (Pseudokirchneriellasubcapitata)の 13
点セットの標準試験生物」を用いた、室内における急性

毒性試験結果により評価される。急性毒性のエンドポイ

ント、すなわち影響判定点は、半数致死濃度 (LCso)お

よび半数影響濃度 (ECso)である。なお、 AECは、 3種

の標準試験生物種の急性毒性試験値を、安全係数と呼ば

れる数値(魚類および甲殻類は 10、藻類は 1) で除して

得られた数値のうち、最小のもので決定される。また、

魚類および甲殻類で用いられる安全係数(10)については、

追加試験種による試験データを提供することで小さくす

ることが可能である。例えば、魚類で 3種の毒性試験を

実施すると安全係数は 4へと軽減され、甲殻類では 4種

の毒性値が得られると、係数が3へと小さくすることが

できる。他にも、フミン酸を添加した条件での毒性試験や、

ミジンコ成体を用いた毒性試験で毒性値を補正すること

のできるオプションも用意されている。

なお、海外における農薬の登録制度は、ニジマスやブ

jレーギル等魚類2種、オオミジンコ、および緑藻類を用

いた急性 (LCs。、 ECso)および慢性[最大無影響濃度-

NOEC (No Observed Effect Concentration) ]毒性試験結果

と環境中予測濃度との比を算出し、その数字と不確実性

係数とを対比させて安全性の評価を行っている。米国で

はRQ値 (RiskQuotient) を毒性試験値/環境中予測濃度

の逆数として、欧州では TER値 (ToxicityExposure Ratio) 

を両者の比として、それぞれ示している(詳細は宮本ほ

か2008を参照されたい)。

個体レベルの試験に基づく農薬の登録保留基準制度の問

題点と課題

AECの設定に用いる標準試験生物種は、水産動植物と

して魚類、甲殻類、および植物としての藻類と、それら

の生物の生存を維持するための餌生物も考慮し、かつ、

国際的にも水生生物に対する影響を評価する際の代表的

な生物種として採用されている(日本農薬学会 2004)。

これにより、簡便、かっ統一的なリスク評価が可能となる。

室内で実験を行うことの利点は、 (1)均一で生活履歴

のはっきりしている生物試料を作成・継代飼育しやすい、

(2) 実験時の環境条件を制御することが容易であり、解

析も安定して行える、点が挙げられる。

一方で、室内急性毒性試験は、 (1)生物多様性や固有性、

(2)野外環境における複数生物聞の相互作用などの不確

実性、などの観点で多くの課題・問題が存在する。 (1)

については、例えば、標準試験生物の一つであるオオミ

ジンコは、日本においては外来種であるという問題があ
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る。 Wuet al. (2007) や Hayasakaet al. (2013) らは、

OECD等によって決められた試験生物やプロトコルが必

ずしも全ての国や地域の種の感受性を反映することはな

く、地域性を加味して試験を実施することが望ましいと

指摘している。例えば、日本の河川生態系の代表的な水

生昆虫であるコガタシマトピケラを完全人工飼育下で試

験生物化し、オオミジンコと同等か農薬によってはそれ

以上に感受性が高いことが確認されている (Yokoyamaet 

al. 2009)。他方、 Hoseand van den Brink (2004) は、オー

ストラリアおよびそれ以外の地域の魚類および節足動物

のエンドスルファンに対する感受性を比較した結果に基

づき、毒性物質に対する生物の感受性は地理的に大きく

変動することはないと報告している。同様の意見は、北

米とヨーロッパの生物群の薬剤感受性を比較した例でも

報告されている (Dyeret al. 1997)。次に、 (2) に対する

課題として、実験室の条件で得られた結果を、気象条件

や生物間相互作用など多くの不確実性を伴う野外環境に

そのまま外挿することの不適性、という点が挙げられる

(Levin et al. 1984)0 Hayasaka et al. (2012a， b) は、イミダ

クロプリドに対するミジンコ類の感受性試験に基づき、

ミジンコ類の 5%に影響を及ぼす濃度を 513μg/Lと推定

したが、実環境中では lμg/L程度の濃度で、動物プラン

クトン群集に対する長期の生態影響が見られたと報告し

ている。野外環境における水生生物への影響濃度と室内

毒性試験生物に対する急性影響濃度との読離は、イミダ

クロプリドと同じネオニコチノイド系殺虫剤のチアクロ

プリド (Beketovet al. 2008)や、一部のピレスロイド系

殺虫剤 (Lozanoet al. 1992 ; Liess and Schulz 1996)でもみ

られる。このような現象が生じる理由として、餌資源の

減少 (Pieterset al. 2005)、捕食ストレス (Relyea2003)や

繁殖阻害等、単一試験生物に対する室内の急性毒性試験

では想定されない様々な要因が複合的に関与するためと

考えられる。また、 Duquesneand Liess (2003) は、毒性

物質に対する生物の感受性に太陽紫外線 (solarUV)が影

響すると報告している。

加えて、適用される安全係数の設定根拠が明確で、ない

という問題もある。試験された生物種数によって安全係

数が減るのは、 ECso等毒性値の母平均推定の信頼区聞を

考慮したものとされているが、本来は生物種聞の感受性

差を考慮して決定されるべきである。さらに、現行のリ

スク評価制度における PEC/AECの比較では、リスク有り

もしくはリスク無し、の二者択一的な結論を導くものと

なり、どの種にリスクがあるのかというリスクの性質を

比較したり、リスクの大きさを評価して比較するなど量
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的な評価が不可能で、ある(永井ほか 2010)。

農薬の実環境中への影響を評価するためには、「生物影

響についても多様性を考慮した多段階のリスク評価シス

テムを構築・導入」することが望ましい。そのためには、

単純な室内ビーカーレベルの試験の枠組みからはなれた、

多種系あるいは群集レベルでの評価試験も実施すること

が望ましい。しかし、現状、日本においては、生物の生

態リスクに関して室内毒性試験よりも高次の評価システ

ムは確立されていない。諸外国においても、群集を対象

とした高次の生態リスク評価については、各種農薬の物

理化学特性等に柔軟に対応する目的から、基本的なガイ

ドラインが提示されているに過ぎず (Campbellet al. 

1999)、統一的に固定化されたガイドラインは制定されて

いない。

次の節から、今後の農薬の生態リスク評価にあたって

必要となる、高次の影響評価について、各レベルの具体

的内容を解説していく。

個体レベルの生態リスク評価から生物多様性影

響評価へ種の感受性分布

実際の生態系は多種類の生物が存在する系であり、個

体レベルの評価から多種・群集への評価に外挿する評価

方法も開発されてきた。その一つが種の感受性分布(SSD:

Species Sensitivity Distribution)である。これは、化学物質

などのストレス要因に対する生物の感受性の違いを統計

学的に表現したものである (Posthumaet al. 2002)。全て

の生物種に対して毒性試験を行うことは現実には不可能

である。一方、経験則により、多数の生物種の感受性は

対数正規分布に適合することが知られており、図 1のよ

うに累積確率分布で表現できる。つまり、ある程度の数

の毒性データが揃っていれば、環境中濃度と影響を受け

る種の割合の関係を推定して表現できることになる。こ

れが種の感受性分布の基本的な考え方である。農薬に適

用する場合には、殺虫剤は節足動物に対する毒性が特徴

的に高いため、節足動物とそれ以外で分布が分かれ、除

草剤では藻類やウキクサ等水生植物に対する毒性が特徴

的に高いため、一次生産者とそれ以外で分布が分かれる

ことが知られている (Maltbyet al. 2005 ; van den Brink et 

al. 2006)。なお、殺菌剤では分類群間の感受性差は明確

ではない (Maltbyet al. 2009) 0 SSD解析に必要なデータ

数(種数)は各国のガイドライン等によって若干異なるが、

OECD (1995) においては 15種以上必要」と記載されて

いる。農薬の場合は上記のように、感受性の高い分類群
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のデータで解析する必要がある。

SSDの活用方法は主に 2種類ある。米国や欧州、オー

ストラリアなどでは、 SSDの 5パーセンタイル値に相当

する 濃度 (5%の種が影響を受ける濃度、逆に言えば

95%の種が保護される濃度)を HC5 (5% Hazardous 

Concentration) と表現し、これを無影響濃度とすることで、

水生生物保全のための水質基準値の設定の根拠として用

いている (USEPA1985 ; ANZECC 2000; RIVM 2001)。

例えば、米国における殺虫剤ダイアジノ ンの例では、 20

種類の水生生物の急J性毒性の試験データを解析し、その

5パーセンタイル値を FinalAcute Value (FAV)と定義し、

0.3397μg/Lと計算されている。そして、 FAVを2で割っ

たもの (0.1699μg/L)をCriterionMaximum Concentration 

(CMC)、すなわち急性影響の基準値と設定している

(USEPA 2005)。これは、 95%以上の種を保護できれば、

種の多様性には大きな影響は無い、という仮定に基づい

ている。このように基準値設定の目安として活用するの

が一つの方法である。なお、 HC5の値を無影響濃度とす

ることの妥当性については、後述する隔離実験水界を用

いた模擬生態系試験(メソコスム・マイクロコスム試験)

との比較により、様々な農薬について、 HCsが安全側な

評価となっていることが確認されている (Maltbyet al. 

2005 ; van den Brink et al. 2006 ; Maltby et al. 2009 ; Nagai 

and Yokoyama 2012)。また、もう一つの利用方法として、

SSD法は生態系への影響を濃度との関数として表すこと

ができるので、定量的なリスク評価方法として活用でき

る。農薬の PECがわかると影響を受ける種の割合 (PAF:

PotentiaIly Affected Fraction)が計算できる。この指標は、

生物多様性 (種の多様性)にどれだけ影響があるか、と
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いう定量的な「生物多様性影響度指標」として位置づけ

ることができると考える。事例として、 100種類以上の

農薬のリスクを定量化してランク付けを行った例 (de

Jong et al. 2008)や、さ らにそれらのリスクを統合化して

野外生物調査の結果と比較した例 (deZwart 2005)など

がこれまであり、影響を受ける種の割合が 10%を超える

地点で、生物相の変化が確認されている (deZwart 

2005)。永井ほか (2010)は、 SSDとPECの超過確率の

分布との重ね合わせから PAFの期待値 (ExpectedPAF) 

を求め、複数の水稲用除草剤聞のリスク の比較を行った。

その結果、EPAFが効率的なリスク管理対策を考える上で、

有効な指標となることを報告 している。

SSD法の特徴として、 (1)定量的で、ある、 (2)予測に

利用できる、 (3)幅広い生物を対象としている、 (4)時

間やコストがあまりかからない、などが挙げられる。

SSDによる評価手法はシンプルで簡便であり、リスク指

標も「影響を受ける種の割合jというわかりやすいもの

である。 しかし、 SSD法も生態学的にはいくつかの間題

点を含んでいる。様々な仮定や推測に基づいたものであ

る点や、影響の時間的変動や生物間相互作用を考慮しな

い点など、実際の生態系からは離れた評価であることは

否めない。こうした問題点を十分に考慮した上で、 SSD

によるリスク評価は活用されなくてはならない。

生物多様性影響評価の高度化

実験生態系による群集影響評価

実験生態系試験とは?

これまで述べてきたように、 SSDを用いることで、個

体レベルの室内毒性試験結果からでも、生物の農薬に対

する感受性の多様さを評価することが可能になるが、実

際の生態系内で起こ る、 食う 一食われる の関係等の生物

問相互作用や、群集の変動性 (variabi1 ity)、復元速度

(resilience)などを把握することはできない。他方、野外

における農薬影響の実態調査(生物モニタリング調査)

では、多種の生物に対する影響を把握することが可能と

なる一方で、水温、光、栄養塩類など農薬の影響を受け

ない環境条件のコントロール (対象区) を設置すること

が困難で、あり、農薬自体の影響を検出することが難しい

(環境省 2002)。
そこで、実際の水園生態系における農薬の生態リスク

をよ り精確に把握 -予測・評価するため、 室内もしくは

屋外においてモデル生態系(実験生態系)を設計し、影

響評価を行うことが有用であると考えられる (Campbell
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表1.実験生態系の種類と特徴。

マイクロコスム

(microcosm) 

再現性

操作性

特徴
均一性

経j斉性

大きさ II 

容量 (m3
) <1 10 

面積 (m') く0.1

出 典 高 橋 (1993)の表を一部改変

et al. 1999)。実験生態系は、農薬に限らず、生化学的、物

理的ストレスが生態系へ与える影響を評価する手法のー

っとして用いられている (Riebesellet al. 2007)。実験生態

系は、 (1) 多種の生物に対する影響を同時に試験可能で、

ある、および (2) コントロールが設置できる、という意

味で、室内毒性試験の検証や生態系の変動メカニズムの

解明に重要な役割を担うと期待されている(環境省

2002)。

実験生態系は、プランクトンや魚類を対象とする水中

(容量)と、底生生物を対象とする底質(面積)の各々に

ついて、規模に基づき、 (1)マイクロコスム (microcosm)、

(2) メソコスム (mesocosm)、および (3)マクロコスム

(macrocosm) の3つに区分され、それぞ、れ、経済性、操

作性、再現性、複雑性などの特徴に違いがあるが(表 1)、

この 3つの線引きについてはあまり厳密で、はない。一般

的に、系が大きくなるほど多くの生物種や環境要因、食

物連鎖などが含まれることから、再現性、操作性の難し

さやコスト面での課題が生じるが、生態系としての現実

性は増し、直接的な生態影響のみならず、生物間相互作

用に起因する低感受性生物への間接的な影響についても

評価できる(表 1)。

メソコスムは、大きさ、性質ともにマイクロコスムと

マクロコスムの中間であることから、群集動態や栄養段

階 (trophiccascade) の定量評価を行うにあたり操作性に

優れるとともに、野外環境に近似させる上で有効である

と考えられている(高橋 1993; Graney et al. 1994 ; Crane 

and Giddings 2004)。また、農薬の二次的・副次的効果に

より改変された水圏生態系の回復・再構築における地域

要素の影響を系統的に検出するツールとしても有用であ

るとされる (Boyleand Fairchild 1997)。

メソコスム マクロコスム

(mesocosm) (macrocosm) 

~ 長寿命
栄養段階の多様性

自然の再現性
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大分散容量

緩衝性

III IV V 

100 1000 1000< 

10 100 100< 

我が固におけるメソコスム試験事例

欧米におけるメソコスムを用いた水圏生態系への農薬

の生態リスク評価事例の多くは、河川、水路 (Beketovet 

al. 2008 ; Brock et al. 2009 ; Pestana et al. 2009)や、池沼

(Peither et al. 1996 ; Mohr et al. 2008) を想定したものであ

る。日本でも、これら水域環境を対象にした知見は蓄積

されており(例えば、 Hanazatoet al. 1989 ;坂本ほか

1993 ;村岡 2006)、特に、国立公害研究所(現国立環境

研究所)においては、 1980年代後半から、ため池等止水

環境を想定したメソコスム試験が数多く実施されている

(安野ほか 1986; Hanazato and Yasuno 1987， 1990a ;安野ほ

か 1988; Yasuno et al. 1988)。しかし、これまでのメソコ

スム試験の多くは、プランクトンやバクテリアなど、特

定の分類群のみを対象としたものであり、複数の分類群

を含めた生物群集全体での影響評価を行った事例は極め

て少ない。そこで、筆者らは、近年急速に減少している

湿地環境の代替として機能するとともに、生物多様性の

ホットスポットのーっとして挙げられる水田環境

(Washitani 2001) に着目し、そこにみられる生物群集全

体に対する農薬爆露の影響について、メソコスム試験を

実施している (Sanchez-Bayoand Goka 2006 ; Hayasaka et 

al. 2012a， c) (図 2)。

以下に、筆者らの研究事例を踏まえた、メソコスムに

よる「群集・生態系レベルの生態リスク評価」の方法、

および評価の際に着目すべき 4つの視点について述べる。

群集への生態影響をどのように解釈・評価するか?

農薬のリスク評価でメソコスムをはじめとする実験生

態系試験を行う目的の一つは、生態学的に許容できる濃

度を推定することである。これら生態系では、コントロ
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図2 水田メソ コスムの概況。

ールおよ び農薬処理区から群集構造の時間的変化、すな

わち遷移現象、がアウ トプッ ト・デー タとして得られ、

それらの間での差を定量評価する ことによ って、農薬に

よる影響を評価することになる。

群集構造の特徴を表す指標として様々な分野で最も 一

般的に用いられるのは、種の豊富さ (speciesrichness)と

種の均等度 (speciesevenness)である。種の豊富さの指

数は種数であ り、均等度はそれぞれの種がどれだけ同じ

割合で存在するかで表わされる。種の多様性を定量的に

表現する場合、種の豊富さと均等度の両方を考慮した尺

度を用いることが多く 、その際、シンプソン指数 (Simpson

index: D) やシャノ ン指数 (Shannonindex: H')がしばし

ば用いられる。両指数を比べると 、前者は少数の種によ

る独占的傾向が強いほど、すなわち単純な群集ほど値が

小さくなるのに対し、後者は相対優占度の中間的な種の

貢献度が大 きい(両指数の解析方法の詳細は宮下ほか

2012を参照されたい)0MacArthur (1955)は、一つの栄

養段階の種から他の栄養段階の種へエネルギーが移る時、

その経路の選択の可能性を図る測度として H'を用いるこ

とが可能であると提案した。しかし、 H'の値が大きいこ

とと群集の安定性が増すことの連動性は立証されていな

いことから、 H'は単なる種多様性の測度であり (伊藤ほ

か 1992)、この指数を用いて生物群集の農薬曝露影響や

その後の回復性等を評価することはできないと考える。

個体レベルの生態 リスク を評価する場合、コン トロー

ルと農薬処理区との影響の大きさについては、一元配置

分散分析 (ANOVA)や、 t-検定、 X2検定などの単変量解

析 (univariateanalysis) を用いて検出可能であるが、群集

を対象とする場合には、様々な要因が群集構造の変化に

関与するため、多変量解析 (multivariateanalysis)を用い

る必要がある。多変量解析の利点は、調査で得られた全
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てのデータを用いて結果を集約する こと を可能にする点

である。生態毒性学分野で群集構造解析を行う際に良く

用いられる手法として、 因子分析 (FactorAnalysis)の一

つである主成分分析 (PCA:Principal Components Analysis) 

が挙げられる (Sanchez-Bayoand Goka 2006 ; Sanchez-

Bayo et al. 2007 ; Villeneuve et al. 2011)。本解析は、サン

プル聞の種組成の違いを最も説明する要因を寄与率に基

づき示すも のであ るが、 単変量解析と比べ、複数因子と

の関連性を踏まえ生態影響メカニズムを推察する ため、

結果が抽象的なものとなってしまう 。また、群集組成の

経時変化の軌道がグラフ上で一定方向で示されないため、

処理の影響がどの程度時間や農薬の濃度に依存するのか、

といった問題に対する解釈が困難で、あるという欠点があ

る。

そこで、これら課題を解決する手法として、主要反応

曲線 (PRC:Principal Response Curves) 解析が vanden 

Brink and ter Braak (1999)により 提案されている。本解

析は、処理の影響が時間とともにどのように変化するの

かを示すために用いられ、その特徴は、同一時点におけ

るコントロー ルと農薬処理区との群集組成の違いに着目

して解析を行う点にある。また、解析結果を出力するに

あたり、各調査時点、のコントロー ルの種組成データを基

準点、すなわちゼロスコアにして、農薬処理区における

種組成デー タがコ ントロールと比較 してどれだけ異なっ

ているか、 その差の大きさをスコア化する。これによ り、

時間 (x軸) という単一要因に対する各処理区の群集変

化の挙動を、 コントロー ルの群集との差分としてy軸方

向に曲線でグラフ化でき、視覚的に捉えやすいという特

徴がある。また、処理に対する個々の種の反応(感受性差)

もPRC解析から導き 出せる (図 3)。加えて、コントロー

ルと農薬処理区との群集変動の大きさについて統計的有
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ロスコア)とした場合の農薬処理区の群集構造の違いの大きさを示している。右図の種のスコア (b，)は投薬後の群集

構造の変化に関わりのある種を示している(本図の場合、スコア債がフ。ラスの種は投薬後に個体数が増加した種を、 ス

コアがマイ ナスの穫は個体数が減少した穫をそれぞれ示す)。なお、本図では調査期間中に確認された種のうち個体数

の多かった上位 14穫のみを掲載している。
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および土壌表層を主要な生息場とする生物群集に対し、

イミダクロプリドと比べより強い負の影響が示されたが、

動物プランクトンに対する影響は相対的に弱かった。

SSD解析の結果に よると 、フィプロニルの方がイミ ダク

ロプリドより も毒性は強いが、フィプロ ニルの田面水中

濃度が毒性の差以上に低いため、結果的に水中ではイミ

ダクロプリ ドの方が影響は強くなると想定される (Nagai

and Yokoyama 2012)。つまり 、ヤゴやゲンゴロウ等の生

物は移動、摂食時に土壌中に残留しているフィプロニル

に暴露して影響を受けたと考えられる。すなわち、両農

薬の物理化学性状(溶解性、土壌吸着性や安定性等)の

違いが曝露影響の差に結びついた結果と考えられ、実際

の野外環境における生態影響を議論する上では、化学物

質の物理化学性状の違いによる環境中動態の変異 も十分

に考慮する必要があるこ とを示すものである。

意差を検討することで、群集の最大無影響i濃農度

(NOEC叩 刑nmt削u町凹川m

復時間についても考慮することで、生態学的な最大無有

害濃度 (NOEAEC:No Observed Ecological Adverse Effect 

Concentration) を推定する こともできる(これらの解析の

詳細についてはvanden Brink and ter Braak 1999に詳しく

解説がなされている)。

続いて、メソ コスム試験での試験設計および解析にお

ける注意すべき点、着目すべき点について整理してみる。

着目点2:種の生活史

生態系は、様々な生活史を持った生物集団により構成

されている。一般的には、ミジン コなどの生活史の短い

生物は一時的な影響からの回復は早く、生活史の長い水
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着目点1:農薬の物理化学性状

Hayasaka et aL (2012a， c) は水田メソコスムを用いて、

イミダク ロプリドおよ びフイプロニルという物理化学性

状の異なる 2つの育苗箱施用殺虫剤が水生生物群集に及

ぼす影響について検討した。その結果、水溶性の高いイ

ミダクロプリド処理区ではユスリカの幼虫のみならず、

水中を浮遊する動物プランクトン群集に対する生態影響

がみられた。一方、土壌吸着性が高く、疎水性のフィプ

ロニル処理区では、ユス リカの幼虫やイ トミミズ等の底

生生物や、ヤゴやゲンゴロウ等の水生昆虫な ど、 土壌中
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生見虫等はより回復が遅いことが想定される。室内毒性

試験においては、一時的な感受性の高さが注目されるが、

影響の持続性もしくは回復性についてはあまり注目され

ていない。メソコスム試験では、プランクトンのように

生活史の短い多化性の生物群集の曝露後影響 (delayed

effects)は数カ月程度であることが、ピレスロイド系や有

機リン系殺虫剤などで報告され (Traaset al. 2004 : van 

Wijngaarden et al. 2005)、筆者らのネオニコチノイド系殺

虫剤を用いた試験でも同様であった (Hayasakaet al 

2012a)。ただし、残効性が低く消失が速いとされる農薬

においても、動物プランクトンに対し生物間相互作用を

介した慢性的な間接影響を引き起こす事例なども報告さ

れている (vanWリngaardenet al. 2005 : Lopez-Mancisidor et 

al. 2008)。また、 vanden Brink et al. (1996)やCaquetet 

al. (2007) らは、周辺からの種の供給が無い場合、 l回

のみの農薬曝露であっても、生活史の長い長命の生物に

対する曝露後影響は半永久的に続くと指摘している。フ

ランスおよびフィンランドでは、農薬に汚染されていな

い河川の生物群集のうち、長命の生物の割合がそれぞれ、

60-80%、40-70% (Schafer et al. 2007)であることを考慮

すると、長期にわたる群集構造の変化のプロセスの解明

にあたっては、高感受性の種のみではなく長命の種に対

する影響も議論する必要があると指摘されている

(Beketov et al. 2008)。

近年、野外メソコスムを用いた農薬のリスク評価の実

施にあたり、各種の生活史をはじめとする trait-basedア

プローチに基づく SpeciesAt Risk (SPEAR) という概念

による生態リスク評価が提案されている (Liessand von 

der Ohe 2005)。これは、農薬リスクを考える際に、農薬

に対する種聞の感受性に各種のもつ形質、例えば、世代

期間の長さ、移入能力や発生消長の時期などの生活史特

性、をパラメータとして取り入れて検討するというもの

である。 Liessand Beketov (2011) によると、これら種の

形質を基に生物をグルーピングし解析することで、通常、

毒性による影響か外部環境要因による影響かを判別し難

い低濃度曝露[チアクロプリドの場合は標準試験生物に

対する急性影響濃度 (LC50) の数百~数千倍低い濃度]

に対する群集応答を検出・予測したり、感受性指標種群

を抽出することが可能になると指摘している。

化する現象は、プランクトン群集を対象に、多くのメソ

コスム試験で実証されている(例えば、 Papstand Boyer 

1980 : Hanazato and Yasuno 1990b)。イミダクロプリドに

よる水田生態系への生態影響を検討した事例では、投薬

後の水生無脊椎動物群集の減少が、副次的に緑藻類の繁

茂を促し、結果的に水中濁度や pH等の水環境の変化を

もたらした。また、繁茂した緑藻類との光獲得競争によ

り他の水田雑草の成長が阻害され、雑草密度が低下する

現象がみられた。 Sanchez-Bayoand Goka (2006) は、こ

れら一連の農薬曝露による生態影響のカスケードを「ド

ミノ倒し効呆」と呼んだ。類似の傾向は本林ほか (2012)

でも報告されている。

なお、群集内における低感受性生物への間接的な影響

については、餌生物減少に伴う捕食者の繁殖数の低下(宮

本ほか 2008)や捕食者の成長率等の推移 (Sanchez-Bayo

and Goka 2006)などを指標として推定する方法がとられ

る。 Hyasakaet al. (2012c) は、メーカー推奨量のイミダ

クロプリドおよびフイプロニル農薬を投与しでもメダカ

への直接影響、すなわち死亡は確認されないが、体サイ

ズはコントロールと比べ有意に小さく、また、その傾向は、

次世代まで続くと報告しており、餌資源としての動物プ

ランクトンの減少との関連性を示唆している。

着目点4:長期モニタリンク

急性毒性(個体の死亡)を示すような高濃度での農薬

のリスク評価は、群集が複雑であっても比較的容易、か

っ短期に検出できるが、前述のとおり、低濃度での群集

影響は、環境の不確実性や生物間相互作用等が複雑に絡

み合ってくるため、明確に検出できなくなる (Liesset al. 

2008) 0 Sanchez-Bayo and Hyne (2011) は、水生生物に対

する毒性影響は、毒性物質の濃度だけでなく、曝露時聞

が大きくかかわると指摘している。

慢性影響は、成長や繁殖影響などの水生生物へのH暴露

後毒性を検討する際に着目すべき項目である (Fisheret 

al. 1994 : Barry et al. 1995)。一方で、室内における毒性試

験の期間は通常、急性影響は数日、慢性影響についても

長くとも 1カ月程度である場合が多い。野外メソコスム

試験においても、 EUのガイダンス文書では、農薬の水圏

生態系への影響を検討する際のモニタリング期間を 8週

間としており (SANCO2002)、l年以上の長期でモニタ

着目点3:生物間相互作用を介した間接影響 リングを実施する事例はほとんど見られない (Hansonet 

農薬による曝露影響は、生物間相互作用を介して生態 al. 2007 ; Liess and Beketov 2011 ; Hayasaka et al. 2012c)。

系機能を大きく改変させる。農薬により捕食者が減少す ミジンコやユスリカなどの多化性の生物に対しては、短

ることで被食者が優占種として置き換わり群集構造が変 期の試験でも詳細な生態影響の検討や回復性評価が可能
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野外観測 メソコスム試験
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図 4. 室内試験と野外観測の聞を埋める新しい生態影響評価方法の位置づけ。

であるが (Barnthouse2004)、野外においては生活史サイ

クルの長い長命の生物も数多く存在しており、短期のモ

ニタリングでは、これら長命の生物群集に対する生態リ

スクを過小に評価してしまう可能性が高い (Liessand 

Beketov 2011)。また、筆者らが水田メソコスムの試験を

3年連続で行った結果からは、群集影響の大きさは投薬

年数が増える ほど甚大化 し、ヤゴやゲンゴロ ウ等の長命

の生物への影響を精確に把握するには、最低 2年のモニ

タリング期間が必要であることが指摘されている

(Hayasaka et aI. 2012c :早坂ほか 2013:早坂未発表)。

Mohlenberg et ai. (2001)もメソコスム試験の課題として、

(1)曝露後影響のモニタリング期聞が短すぎること、お

よび (2)水生生物の回復を確認するにあたって設定した

曝露濃度が高すぎること、を挙げている。

ただし、現実的には今後全ての試験を複数年かけて行

うのは難しい。近年、体内での毒性経路を特定すること

により、オミクスやバイオマーカ一等を用いて迅速に個

体群の長期影響を予測しようとする試みも始まっており

(Miller et ai. 2007)、将来的により短期間に実効性のある

評価法が開発される可能性もある。

これら様々な結果から、野外メソコスムをはじめとす

る実験生態系試験が、自然環境中で起こる農薬の生態リ

スクを評価する上で極めて重要、かっ有効な手法である

こと が強 く示唆される。一方で、生態系の一部を隔離し

た状態で実験が行われるため、必然的に自然界では想定

されにくい隔離生態系固有の、外部の自然環境とは異な

った動態を示してしまう、すなわち実験開始時点ではメ

ソコスムと外部の生態系の組成と構造がよく一致してい

るが、時間経過に伴い両者の類似性は離れていく、とい

う現象が生じる点は十分に考慮して評価に用いる必要が

ある。また、複数の実験生態系を用いる場合には、互い

の相似性が悪くなるという課題もある (高橋 1993)。さ

らに、長期的な影響は試験区への周辺環境からの移入が

どの程度あるかも重要である。生物の移動性や周辺に生

息地があるかどうかも評価の際は考慮すべきである。

農薬の生態リスク評価の展望:

社会への実装に向けて

農薬の生態リスクを評価するにあたり、統一化された

ガイドラインに基づく室内毒性試験は、スク リーニ ング

の第一段階として必要不可欠なものであることは疑いの

ない事実である。しかし、農薬の生態リスク管理を高度

化し、生物多様性保全に繋げるためには、従来のビーカ

ーレベルの毒性学的な視点のみに留まらず、多種系ある

いは群集生態学的視点に基づく評価手法の確立を急ぐ必

要がある。他方、林ほか (2010)は、化学物質の生態リ

スクに対し生態系の全構成種を対象に評価することは不

可能で、あり、現実的に得られるデータは常にある程度限

られたものにならざるを得ないため、データ不足や不確

実性に対応可能なリスク解析 ・管理手法の開発が必要と

なると指摘している。

種の感受性分布はこれら課題を解決する上で有効なツ

ールと なる。 その上で、 室内毒性試験に基づく生物多様

性影響予測の妥当性について、メソコスムをはじめとす

る実験生態系試験で検証することで、農薬の環境中動態

と群集-生態系応答のパターンやメカニズムを踏まえた、

現実的な農薬リスクの評価が可能となる。これら各視点・

各レベルの評価手法が確立・整備されることで、目的や

投入可能な費用・労力に応じた評価手法の自由な選択が
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図5 メソコスム試験の標準化とマニュアル (1みんなでできるメソコスムJ)作成に向けた取り組み事例として
の止水式メソコスム試験。

可能になる(図 4)。また、簡便な評価から徐々に詳細な

評価になるように上手くスクリーニングすることによ っ

て、効率性は増していくと考えられる。

そこで、今後の生物に対する農薬リスク評価システム

のあり方として、室内における急性毒性試験 (Tier1)から、

種の感受性分布 (SSD)による多種での潜在影響予測 (Tier

2)、およびメソコスムをはじめとする実験生態系による

長期の曝露影響試験 (Tier3)にかけて、多段階の評価シ

ステムとして取り入れることを提案する。その上で、こ

れら試験結果から総合的に導かれる農薬の毒性について

曝露濃度と比較する、すなわち従来の個体レベルの毒性

評価より前進して、毒性学・生態学・ 農薬科学 (環境中

移行動態)などの様々な知見および手法を統合した評価

手法を確立することにより、農薬による生物多様性への影

響評価がより現実的なものへと近づくことが期待される。

加えて、農薬による生物多様性影響を評価する際には、

本来、地域ごとの生態系を構成する種の感受性変異や群

集内での種間関係を介した影響、また、薬剤の環境中動

態に依存した各生物種への実質的な曝露量の時空間的な

変異、についても考慮する必要がある。特に近年、各地

域で環境保全型農業の自主的取り組みが進んでおり、そ

れぞれ保全すべき生物として各地域独自の特色を出して

いる。従って、生物多様性の地域性 (eco-region) を保全

する上では、AllJapanを想定した評価(規制のための評価)

に加えて、各地域独自の生態系を想定した評価、すなわ

ち自主的取り組みのための評価、も行うことが理想的で

あると考えられる。

さらに、現行のリスク評価は、農薬の使用場面、すな

わち水田、非水田(畑、果樹園等)に関わらず、影響評

価の対象を河川や水路といった水圏に主眼を置いたもの
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となっている。一方で、 農業生態系は水圏と陸域に生息・

生育する多種の生物の複雑な関わりあいの上で成立する

ものである。農業活動の持続性と生物多様性の両立を目

指したリスク管理のあり方を検討していく上では、水園

生態系のみならず、土壌生態系や陸域生態系への影響も

考慮した包括的な評価も将来的には必要とされるであろ

つ。

生物影響の多段階評価システムにおける高次の評価手

法の確立と社会への実装に向けて、筆者らは、試験規格

や試験期間、対象生物の選定などのメソコスム試験の標

準化とマニュアルの作成 (1みんなでできるメソコスムJ)

(図5)、および SSDモデルの精度の向上に取 り組んで、い

る。
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