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%

Effect

0% 20% 50% 100%

Dose
低曝露集団 高曝露集団

マルチストレスの大海原シングルストレスのキレイな世界

動物実験 疫学調査

優先的にリスク評価に使用

生態リスク評価ではこの部分がない

◆ 健康リスク評価では動物実験より疫学が重視

UFを用いてヒトに外挿
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◆単一種を用いた室内生態毒性試験

OECDテストガイドラインにより国際標準化



◆化審法における生態影響評価法
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生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナー（2015.1.22）資料より
http://www.nies.go.jp/risk_health/seminar/text/h270128/h270128data02.pdf
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生態影響に関する化学物質審査規制／試験法セミナー（2015.1.22）資料より
http://www.nies.go.jp/risk_health/seminar/text/h270128/h270128data02.pdf

PNEC = 6.6 µg/L

◆化審法における生態影響評価法



◆ どの程度守れば十分なのか？

化学物質の生態リスク管理のゴールは
生物１個体毎の保護ではなく
生態系の持続的な維持である

日本の水生生物の保全に係わる環境基準値の設定
「水生生物の個体群レベルでの存続への影響を防止すること
が必要であることから、特に感受性の高い生物個体の保護ま
では考慮せず、集団の維持を可能とするレベルで設定するも
のとする。」

環境省（2003）
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◆野外環境における水生生物と化学物質の関係

化学物質の影響
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シングルストレスのキレイな世界



化学物質の影響

化学要因
（対象以外の化学物質,水質）

物理要因
（地形や気象、流水）
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マルチストレスの大海原

◆野外環境における水生生物と化学物質の関係



◆野外環境の生態影響評価は難しい
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野外で観察される人間活動による生態影響は、農薬によるものばか
りでなく、開発等による生息環境の消失、降雨による流出、公共用
水域における水量・水質の変化（有機汚濁の増大や溶存酸素量の低
下、農薬以外の化学物質による汚染等）など多様な要因が同時に関
与するため、これらの要因の中から農薬による影響のみを分離して
評価することは困難である。また、対照区の設定が困難であったこ
とからも農薬の影響を区別・評価することは難しい。このように、
実フィールドにおける生態影響については、更なる検討が必要であ
る一方、河川水を用いた水生生物毒性試験結果には農薬の影響を示
唆するものもあり、その程度は不明であるが農薬が我が国の生態系
に何らかの影響を与えている可能性は否定し得ない。

環境省 (2002) ～我が国における農薬生態影響評価の当面の在り方について～
農薬生態影響評価検討会第２次中間報告

本来守りたいマルチストレスの世界での影響はBlack Box化



ところが近年になり、

野外での生態影響を評価

する手法は急速に発展
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ただし、

生物多様性の

ビッグデータが必要だ！
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◆毒性、曝露、生物多様性のデータベース
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水生生物のデータはあまり多くない

https://www.gbif.org/ja/
https://cfpub.epa.gov/ecotox/ https://chem-theatre.com/

生態毒性 生物多様性曝露



国土地理院

逆川

桜川

山口川 小川

小貝川

◆調査地点
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◆非汚染地点とそれ以外では生物相が異なる

付着藻類を除草剤に対する高感受性種と低感受性種に分けて
高感受性種の存在比率を計算

非汚染地域が有意に高感受性種の存在比率が高い

永井孝志、稲生圭哉、横山淳史：河川における除草剤の複合影響：
SSD、マイクロコスム、野外生態調査を用いた総合評価
第23回日本環境毒性学会研究発表会講演要旨集, 53-54 (2017)
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◆水生生物の調査は大変

調査できる場所も
時間も限られる

大量のデータ取得
が困難



◆環境DNA解析という革命
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1. 採水 2. 配列解析 3. 多様性評価

環境DNA・・・環境水中に溶け出している生物由来のDNA
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◆環境DNA解析という革命

✓ もともとは微生物群集を調べるための手法

✓ 特定のDNAを増幅できるPCR法によって発展
->プライマーが必要

✓ 魚などの大きな生物であっても、体から水中に放出さ
れたDNA（環境DNA）を分析可能

✓ 魚類共通のプライマーを使うことで、魚類全体のDNA
を増幅することができる（メタバーコーディング手
法）
->超並列シークエンス技術によって発展
->配列データベースに登録されている配列と照合して
種を決定
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環境省自然環境局生物多様性センター
http://www.biodic.go.jp/edna/edna_top.html

◆魚類については実用レベル

✓ 多くの分析会社が受託分析サービスを開始

✓ 環境省が淡水魚類調査方法の手引きを公開
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◆農薬の生態影響は魚類以外が必要

殺虫剤

殺菌剤

除草剤

魚類

節足動物

藻類

水生菌類
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◆農薬の生態影響は魚類以外が必要

COI

18S rRNA

魚類

節足動物

藻類

水生菌類

プライマー

プライマー
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◆茨城県内の河川で採水
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◆COI領域による動物相の把握
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◆生物リストの作成

河川水辺の国勢調査ための生物リスト
http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkankyo/mizukokuweb/system/seibutsuListfile.htm

得られたデータ

照合

生物リストの作成（ただし菌類は未掲載）
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◆生物指標の計算

指標 数値

魚類科数 3

昆虫類科数 10

その他科数 18

Shannon
多様度指数

1.6

ASPT 5.2

%EPT 42

SPEAR 22

指標 数値

珪藻属数 15

緑藻属数 12

その他藻類
属数

7

Shannon
多様度指数

2.6

DAIpo 64

SPEARherbicide 21

COI 18S rRNA

Shannon指数：種の豊富さと均等度
ASPT：底生動物を用いた水質指標
%EPT：トビケラ、カワゲラ、カゲロウの存在比率
SPEAR：農薬への高感受性種の存在比率 (%)
DAIpo：珪藻を用いた有機汚濁の水質指標
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◆捕獲調査と環境DNAとの比較

✓ 昆虫・底生動物は捕獲調査と環境DNAは同等の検出力

✓ 藻類に関しては環境DNAの方が検出力大

✓ 片方の手法でしか検出できないものも多く、手法により得
意・不得意がある（従来法が真実ではない）

✓ 環境DNAは配列データベースの充実がネックになる

指数 捕獲調査 環境DNA 両方で検出

昆虫類科数 14 12 7

底生動物科数 20 24 10

珪藻属数 9 15 6

全藻類属数 12 34 7

生態影響評価には十分な数が検出できる
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◆2つの領域による水生菌類相の把握

得られたデータ

照合

日本産菌類のチェックリスト
https://www.mycology-jp.org/html/checklist_db.html

菌類リストの作成

COIで8属（卵菌が主、他に水生不完全菌）
18S rRNAで20属（ツボカビが主、他に水生不完全菌）
検出された（水生酵母は検出されず）



◆環境モニタリングは濃度＋生物へ！
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採水

濃度分析 リスク評価

生態学的
意義

配列解析 多様性評価
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◆今後の展望

✓ 研究・行政による濃度＋生物のモニタリング

✓ メソコスム試験にも使える

✓ 事業者が周辺・排水地点の生物相を調べる

✓ 農家が自分の田畑周辺の生き物を調べる
（GAPの適合基準になっている）

✓ 一番ネックなのは同定のための配列ベータベース
->どんどん充実してきている

✓ 採水して分析会社に送るまでは誰でもできるが、データの解
釈は難しいため、そこをサポートするツールの開発が必要


