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EASAC 
• EUに加盟している２９の国の 
各国立科学アカデミーのメンバーから構成される 
Collective voice of the National Academies of Science of the EU member states  
 

• 政策意思決定者にむけての科学的分析・助言を行う独立組織 
Source of independent scientific analysis and advice for policy-makers 

 

 ―独立性 Independence  

 ―科学的信頼性 scientific excellence  

 ―透明のあるプロセス transparent processes 

 
 
 



穀物の種子コーティングに使用 
Seeds are treated 
 
植物は殺虫剤を含んで成長する 
Plants grow and contain pesticide no need 
to spray  
 
殺虫剤は蜜や花粉、 
排水にも含まれる 
Pesticides also in nectar, pollen and….  
guttation water  
 
標的でない他の生物へも 
影響する可能性 
Chances for non-target effects  
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Why this study by EASAC?  



２０１３年にEUで規制が開始されてから、科学的調査も進んでいるが、 
いまだ議論が続いている 
Since EU restrictions were introduced in 2013, results continue, but disputes between 
stakeholders continue over their interpretation 

EASACは、持続可能な農業を行う上で特に重要な生態系サービスを生み出して 
くれる生態系・生物への影響に注目して詳細なレビュー・研究を行うことを決めた。 
EASAC decided to conduct a detailed review and to study effects on organisms providing 
ecosystem services critical to sustainable agriculture 

EASACは、エキスパートグループ（専門家集団）として１３人の専門家を選出した 
EASAC nominated 13 leading experts to form an Expert Group 

ネコニコチノイドとは＝欧州で広く使われている、新しい殺虫剤 
Neonicotinoids : new generation of systemic pesticides 
Widely used in agricultural practices in Europe 
 

Why this study by EASAC?  



  

Academia Europaea and Swiss Academies of Arts and Sciences 
 Chairman: Prof. Peter Neumann, University of Bern (bee ecology & evolution) 
Czech Republic (Academy of Sciences of the Czech Republic) 
 Prof. Jan Frouz, Czech Academy of Sciences (soil ecosystems) 
Finland (Council of Finnish Academies) 
 Prof. Juha Helenius, University of Helsinki (agro-ecology) 
France (Académie des Sciences) 
 Dr. Jean-Pierre Sarthou, University of Toulouse (agro-ecology; biological conservation) 
Germany (German Academy of Sciences Leopoldina) 
 Prof. Alexandra-Maria Klein, University of Freiburg (agro-ecology; pollination ecology) 
 Dr Elke Genersch, Frei University of Berlin (bee pathology & molecular microbiology/virology) 
Hungary (Hungarian Academy of Sciences) 
 Dr. Aniko Kovács-Hostyánszki, Hungarian Academy of Sciences (agro-ecology; wild bee ecology)  
 Dr. Samu Ferenc, Hungarian Academy of Sciences (role of generalist arthropod predators) 
Ireland (Royal Irish Academy) 
 Dr. Jane Stout, Trinity College, Dublin (pollination ecology) 
Italy (Accademia Nazionale dei Lincei) 
 Prof. Francesco Pennacchio, University of Naples (insect parasitology & immunology) 
Netherlands (Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences) 
 Prof. Frank Berendse, Wageningen University (systems ecology; biodiversity) 
 Prof.  Van den Berg, Utrecht University (toxicology) 
Sweden (Royal Swedish Academy of Sciences) 
 Prof. Ingemar Fries, University of Agricultural Sciences, Uppsala (honey bees / 
 diseases/parasites) 
EASAC Environment Program Director:  Prof. Michael Norton 

  
The report 
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ネオニコチノイドと 
生態系サービス、農業に注目 
 
・さまざまな専門家 
・７０ページ 
・３００に及ぶ参考文献 
 
 



Ecosystem services 
生態系サービス 

 支援サービス Supporting services  
 供給サービス Provisioning services  
 調整サービス Regulating services  
 文化サービス Cultural services  

人間が生態系からもらっている便益 
Benefits people obtain from ecosystems: 

http://www.google.ch/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=vEEm0lprpJllYM&tbnid=zra_ufZb6FxuCM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.gartencenter.co.at/blumenwiese&ei=Bv5bUp2zJNHSsgaZ7YCYDA&psig=AFQjCNFMjyA_JM0N31FZSRuKp84LZW5x0w&ust=1381846918658415


Ecosystem services and agriculture 
生態系サービスと農業 
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Ecosystem services and agriculture 

天然の害虫防除システム 
Natural pest control 

土壌形成 
Soil organisms 

花粉の送粉（そうふん） 
pollination  

生物多様性の豊かさは、 
これらの生態系サービスの供給力に深く結びついている 
Biodiversity is positively interlinked with supply of these ecosystem services 

EUだけで 
年間約2兆円に相当 

€14.6 billion p.a. (Europe  alone) 

地球全体で 
年間約36兆円に相当 
€91 billion p.a. (globally) 

地球全体で 
年間約3兆円に相当 

€22.75 billion p.a. (globally) ? 



Winter mortality 2011/2012 (%) 

(=normal) 
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Honey bee colony losses 

ミツバチだけが特別なのか？ 
Are honey bees in general special?  

ミツバチの巣の崩壊増加 
（１年で１０％以上増）  

Data show elevated losses of honey bee 
colonies (>10%) 

 
→経済的な要因が 

巣の数を左右している 
Socio-economics main drivers of 

 managed colony numbers 
 



ミツバチ Honey bees 
            社会性があり、 
            大きなコロニーを形成し越冬する    
                   Eusocial, large colonies, overwinters  

          単独性バチ類やその他の送粉昆虫   
           Solitary bees and other pollinators 

 

   マルハナバチ Bumblebees 
            ミツバチよりコロニーは小さく、冬には 
                             崩壊し、次の年の女王蜂のみが越冬する   
                    Colonies smaller, only future queens hibernate  
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環境変化への頑丈さ 

The focus on honey bees 

全体的な傾向について評価した結果What are the overall trends?  

生態系サービスを保全するには、ミツバチの保護だけでは不十分である 
Protection of managed honey bees is not sufficient to  

protect pollination or other ecosystem services 



Ecosystem Services and biodiversity 
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送粉           

  

土壌形成 
      

天然の 
害虫防除           

生息地の 
提供           



Ecosystem Services and biodiversity 
Trends: 傾向 
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では生物多様性の損失を招いてきた原因は何なのか？ 
What are the drivers?  

商業管理されているミツバチのコロニーの減少は確かに生じていたが、 
欧州での最近の傾向については最終的な結論が出ていない 
Clear evidence for losses of managed honey bee colonies,  
but no final conclusions on recent trends in Europe  

一方で、自然の生態系サービスに関わる昆虫たちは 
すべて大幅に近年減少していた。 
Wild ecosystem service providers all show major declines 

生物多様性の保全は、EU全体はもちろんのこと 
世界全体でも合意されるべき目標である。 
Biodiversity = objective under both global and EU international agreements 

農地の生物多様性を回復し維持することが、EU政策の需要な目的である。 
Restoring and maintaining biodiversity in farmland is a particular challenge for EU policy 



畑 
 
 
 
 
 

景観 
 
 
 
 
 
 

栄養 

B 

Bacteria 

Viruses 

Fungi 

Mites 

殺虫剤 
生息地の損失 
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種 

    Drivers of biodiversity decline 
種の多様性減少の原因の複雑さ 

害虫、病原菌 遺伝子の多様性  
- 

+ 

- 

- + 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
- ? 



What role for Neonicotinoids? 
ネオニコのふるまいは？ 
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© NATURE Goulson 2014 

一部が花粉や蜜にとどまるが、大半は土壌や水に浸透する
Besides residues in pollen/nectar, the goes into the soil and water 

他の生態系、生態系サービスに広範に影響するおそれ 
Potential for effects on other ecosystem services 



Evidence reviewed どの証拠？ 
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査読つきの学術論文３００本をメタ解析したデータ 
Our meta analysis: >300 peer-reviewed references  
(incl. reviews, focus on 2012+) 
 

様々なデータソースから得た様々なアプローチの研究データ
Multiple sources of data from different approaches 
 



Research methods 研究方法ー 
strengths and weaknesses長所、短所 
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メリット デメリット 

研究室 
 

実験環境が管理できる 外的影響を判断しにくい 

温室など 
 

変数が少ない 
現実の環境の再現度が高い 
 

完璧には再現できない 
 

野外調査 
 

現実的な結果  
 

環境の変動性が高い 
 



Conclusions on research methods 
研究方法の結論 
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すべての研究手法には、長所と短所が必ず存在する 
All scientific approaches face strengths and weaknesses 

それぞれの研究は単独で評価される。 
短所のみが強調され、ステークホルダーが批判的になることがある。 
Studies are often assessed in isolation, weaknesses will be emphasized given that stakeholders disagree 
with the results  
 

結論として全体でどういったことがいえるのかこそ評価されるべきで、
ある研究結果が、他の手法から得られた結論を 
どの程度支持しているか、もしくは一致しているのか 
こそ検討されるべきである 
The totality of the evidence has to be considered and how far results from one approach are 
supported or consistent with evidence from other approaches 



Results 結論その１  
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予防薬として幅広く使用されているネオニコチノイドが、本来標的
ではない生き物にも、重大な悪影響を及ぼしているという証拠が
多く集まりつつある。 
Increasing body of evidence that the widespread prophylactic use of neonicotinoids has 
severe negative effects on non-target organisms, which provide ecosystem services, incl. 
pollination and natural pest control  
 
ネオニコ単独の影響はもちろんのこと、 
他の要因とかけ合わさったときの影響も 
検討すべきである。 
Effects alone and/or in combination with other factors,  
e.g. pathogens and/or food stress 

- 

- - + 



Viruses 

Results 結論その２   
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P 

F1 

「致死量には達しないまでも、悪影響が出る」という 
ネオニコの影響が存在することは明確である。 
Clear evidence for sublethal effects of neonicotinoids 
  
 
非常に低い濃度でも、深刻な影響をもたらす場合もある 
（例：抵抗力の低下による潜伏性ウイルスの活性化など） 
Very low levels can have severe effects, e.g. activating latent viruses 



Results  結論その３  
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従来考えられてきたネオニコの利益とリスクのバランスは変わり
つつあり、今こそ改めて再評価すべきである。 
Balance between risks and benefits for neonicotinoids appears to have shifted and 
requires reassessment 
 
短期間しか発生しない害虫や「主な標的ではない害虫」に 
対して予防的防除を目的に大規模に使うことの是非は？再検討
すべきではないか。 
Large scale preventive pesticide usage against occasional or secondary pests targeted?   



Wider aspects of EU Policy 

22 

現在のEUの承認手続きの中では、ネオニコチノイドによる、 
「死亡しないが悪影響」については十分に調査されていない 
Sublethal effects of neonicotinoids are not sufficiently addressed in the present EU approval procedures 

©BLV 



Wider aspects of EU Policy 
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必要性以上に「とりあえず農薬を使う」という近年の 
やりかたは、EU指令(2009年/128/EC)の 
「IPM（総合的病害虫管理）の原則」に反している  
 
Prophylactic usage of neonicotinoids inconsistent with basic principles of Integrated Pest 
Management as expressed in the EU’s Sustainable Pesticides Directive (2009/128/EC)  

Classic 
IPM pyramid 

Biological 

Prevention 

Cultural / Sanitation 

Physical / 
Mechanical 

Chemical 
(Pesticide) Neonicotinoid  

IPM pyramid   
Biological 

Chemical (Pesticide) 

Prevention 

Cultural / 
Sanitation 

Physical/ 
Mechanical 
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Policy questions and stakeholder 
involvement 政策とステークホルダー 

今後のネオニコの規制について 
Future regulatory status of neonicotinoids? 
 
農業政策との関係は？ 
Interactions with agricultural policy? 
 
生物多様性政策との関係は？ 
Interactions with Biodiversity Policy 
 
短期的な経済事情や食料安全保障  
VS 拡大する環境リスクと農業の長期的持続可能性については？ 
Implications for short-term economy and for food security  
vs. wider risks to the environment & long-term sustainability of agriculture? 
 
ステークホルダー（産業界、消費者を含む）は持続可能な解決案への取り組み？ 
Joint efforts of all stakeholders to reach sustainable solutions (incl. industry and consumers). 



NGO 
企業 

科学者 

養蜂家、 
農家 

政策決定者 

一般消費者 
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Policy questions and stakeholder 
involvement 政策とステークホルダー 



• 世界中の主なメディアが反応した Major media coverage across the world 

• 主要全国紙 例：New York Times Major national press – e.g. New York Times 

Media Response 
https://storify.com/EASACnews/easac-study-on-neonicotinoids  

https://storify.com/EASACnews/easac-study-on-neonicotinoids
https://storify.com/EASACnews/easac-study-on-neonicotinoids
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Regulatory Response 
規制者の反応 
- Three neonicotinoids (clothianidin, imidacloprid and thiamethoxam ) 
already restricted since 2013. Decision on future policy- currently science 
review underway. 
- Will extend from just honey bees to all bees (bumble and solitary) 



ご清聴ありがとう 
Thank you for your attention 
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http://www.easac.eu 
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