
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

３２６５８

基盤研究(B)

2014～2012

急速な農耕地拡大で絶滅が危惧されるベトナム・ラオスの天敵・中立昆虫相の解明

Inventory of the insect fauna on agroecosystem and its surroundings in Vietnam and 
Laos with evaluation of its biodiversity

６０１９４３４６研究者番号：

岡島　秀治（Okajima, Shuji）

東京農業大学・農学部・教授

研究期間：

２４４０５０２８

平成 年 月 日現在２７   ６ ２２

円    13,200,000

研究成果の概要（和文）：ベトナムおよびラオスの高標高地において、農生態系およびその周辺環境の昆虫相を網羅的
に調査し、その生物多様性を評価した。農薬を使用していない地域では農薬を使用している地域と比べて豊かな生物多
様性が見られ、害虫・益虫・ただの虫を問わず未記録や未記載の分類群が多数確認された。とくに、周辺環境に二次林
や原生林が存在すると、地域全体の種多様性が上がることも見いだされた。このような地域は計り知れない昆虫資源を
有していることが推測されるが、当地の昆虫相のインベントリーはようやく始まったばかりである。

研究成果の概要（英文）：The insect fauna on agroecosystem and its surroundings was investigated in 
highlands of both Vietnam and Laos. The number of species and individuals in any kind of insects 
(phytophagous, parasitic, flower-visiting, xylophagous, aquatic) including pests and natural enemies was 
much higher in pesticide-free agroecosystem than in that with use of pesticides. In particular, the 
number greatly increased in pesticide-free agroecosystem surrounded or faced by extensive primary to 
secondary forests, compared with that with plantation or without forests. Since a number of new and newly 
recorded species were found during the investigation, these regions with rich agroecosystem are estimated 
to keep invaluable insect resources. However, inventory of the insect fauna has been just started.

研究分野： 農学
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様	 式	 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通）	 

１．研究開始当初の背景 
	 研究代表者および連携研究者は、これまで
インドシナ地域を対象に、農生態系における
有用昆虫（天敵）探索の調査を行い、そのフ
ァウナを解明するとともに、農薬に依存しな
い（経済的に使用できない）高地の伝統的農
業生態系では、従来認識されていなかった潜
在的天敵や中立昆虫の種多様性が高く、全体
として害虫の発生が被害許容水準以下で抑
えられている実態を確認した。さらに、その
中には多数の未記録属（種）や新属（種）が
含まれており、農耕地が学術的に貴重な分類
群の生息場所としても機能していることが
次第に明らかになってきた。 
	 このような状況を生み出している要因は、
農生態系を取り囲む里山的環境の広葉樹薪
炭林の存在と、その背後の原生林の存在であ
ることは容易に想像がつく。しかし、このよ
うな桃源郷が残っているのは極限られた地
域のみで、急速な経済発展にともない、伝統
的農地生態系を取り巻く森林環境が急速に
失われている。とくに、潜在的天敵や中立昆
虫の多様性は解明を待たずして壊滅的な状
況になりつつあることが危惧されるため、早
急な学術調査の必要がある。 
 
２．研究の目的 
	 本研究では、伝統的農業形態を残している
ベトナム南部及び北部、ラオス北部を対象に、
中立昆虫や潜在的天敵昆虫の探索を目的と
した以下のような調査研究を行う。 
 
(1)	 急速な経済発展に伴い失われつつある
伝統的農業生態系において、主要昆虫群を対
象に、種や系統的多様性が失われる前にその
網羅的な解明を試みる（インベントリー、昆
虫分類）。 
 
(2)「害虫、益虫、ただの虫」の把握を通じ
て、インドシナ半島高地の伝統的農法により
保たれてきた農業生態系の地域固有性と、周
辺環境が農耕地の種多様性に及ぼす影響を
解明する（生物多様性評価）。 
 
	 また、インドシナ半島の高標高地帯は北半
球の生物相の成立にとって重要な日華系分
類群の生息する地域のひとつで、系統分類学
上あるいは生物地理学上きわめて重要な地
域である。この地域の昆虫相を網羅的に把握
することにより、生物学上の基礎資料蓄積を
目指す。 
 
３．研究の方法 
(1)	 近年、開発の影響を強く受けている地域
として、ベトナム北部、南部、ラオス北部の
高標高地帯（標高 1300-2500ｍ）を対象に、
農地及び周辺二次林で昆虫相網羅的採集調
査を行う。表 1に実施した 6 回の現地調査を
示した。	 
	 

	 
表 1	 

【調査地域】	 【調査年月】	 

ベトナム北部	 2012 年 6 月	 

ベトナム北部	 2013 年 9 月	 

ベトナム北部	 2014 年 6/7 月	 

ベトナム南部	 2013 年 2 月	 

ベトナム南部	 2014 年 12 月	 

ラオス北部	 2013 年 6 月	 

	 
(2)	 同じ地域でも季節を変え、トラップ類も
用いるなど可能な限り多くの種・個体数を捕
獲する。	 
	 
(3)	 天敵・害虫（潜在種を含む）を多く含む
分類群を中心にチームを組織した。これは、
そのような分類群は同時に圧倒的な種多様
性を持つためである。便宜上、生態的特性を
もとに昆虫類を 5 つに区分（表 2）して、評
価した。	 
	 
表 2	 

【対象昆虫群】	 【主要昆虫類】	 【昆虫群の特性】	 

植食性昆虫	 ゾウムシ類	 

メイガ類	 

アブラムシ類	 

ウンカ類、など	 

農林業上重要な

潜在的害虫種を

多く含むグルー

プで構成される	 

寄生性昆虫	 カマバチ類	 

アリガタバチ類、	 

など	 

各種昆虫に寄生

して害虫密度の

抑制を果たす	 

訪花性昆虫	 ハナムグリ類	 

ケシキスイ類、	 

など	 

農地周辺の森林

環境の指標とな

る	 

食材性昆虫	 クワガタムシ類	 

クロツヤムシ類、	 

など	 

農地周辺の森林

環境の指標とな

る	 

水生昆虫	 ヒメドロムシ類	 

トンボ類	 

ナベブタムシ類、	 

など	 

農地やその周辺

部の水辺環境の

指標となる	 

	 
(4)	 調査地点の土地利用形態（圃場、伝統農
法、プランテーション、二次林の林齢）と得
られた昆虫類の分類・基礎生態情報を用いて、
多様性評価を行う。	 
	 
４．研究成果	 
(1)	 聞き取り調査および現地視察	 
	 調査地域の作付けは、ベトナムとラオスの
北部でイネやトウモロコシが主な作物であ
り、水田やトウモロコシ畑が展開していた。
いっぽう、ベトナムの南部では、アブラナ科、
ネギ類、ウリ類といった野菜類が主要な作物
であり、コーヒーのプランテーションも広が
っていた。	 
	 農薬の使用状況や、農家が認識している害
虫についても聞き取りしたところ、ラオス北
部ではほとんどの農家で農薬は使われてお
らず、イネウンカ類が害虫として認められて
いた。ベトナムでは、一部の富裕層が農薬を



使用していたが、多くが農薬不使用の農家で
あった。イネウンカ類やメイチュウ類が害虫
として認識されていた。	 
	 
(2)	 農生態系における生物相調査	 
	 農地とその周辺域において網羅的に昆虫
種の調査を行ったところ、以下のような結果
が得られた。すべてを記載すると膨大な量に
なるので、顕著な分類群について例を示す。	 
	 
①	 植食性昆虫	 
	 ゾウムシ類で約 750 種、アブラムシ類で約
50 種をはじめとして、ハムシ類、ウンカ類、
メイガ類などでも 300 種以上を確認した。ゾ
ウムシ類では、得られた種の 8割以上が未記
載種（新種）で、イネ類をはじめとする農作
物の潜在的害虫種となる新種を複数種発
見・記載した。また、得られた種の中には日
本国内では農薬の使用により絶滅したと考
えられる半水性ゾウムシ類の存在を確認し
た。これらは水田畦畔の雑草の生物的防除資
材としての可能性を秘めており、今後の研究
が待たれる分類群の一つである。アブラムシ
類の半数以上が調査国において未記録であ
った。果樹害虫のナシミドリオオアブラムシ
やクリオオアブラムシ、カワリコブアブラム
シも当該地域で初確認された。また、アブラ
ムシ類の中には、おそらく外来種と考えられ
る種も含まれており、今後の動向が注目され
る。	 
	 
②	 寄生性昆虫	 
	 カマバチ類で約 30 種、アリガタバチ類で
約 120 種をはじめとして、数多くの分類群を
確認した。長距離移動するイネウンカ類など
水田環境の寄主を利用するカマバチ類はお
おむね広くアジアに分布する種であったが，
対照的にアリガタバチ類では環境を問わず
ほぼすべて未記載種（新種）であり、当該地
域の固有性の高さがうかがえる。	 
	 
③	 訪花性昆虫	 
	 ハナムグリ類の約 45 種をはじめとして、
ケシキスイ類やカメムシ類など 200 種以上が
確認された。ハナムグリ類は比較的分類が進
んだグループであるが、少なくとも 2未記載
種が得られている。ケシキスイ類でも、その
大半が未記載種であった。	 
	 
④	 食材性昆虫	 
	 クワガタムシ類やクロツヤムシ類をはじ
めとして約 100 種の食材性昆虫が確認された。
とくに注目するべきこととして、分類が進ん
だクワガタムシ類に未記載種が得られたこ
とである。クロツヤムシ類の多様性も他国と
比べて逸している。	 
	 
⑤	 水生昆虫	 
	 水生甲虫類で約 200 種をはじめ、トンボや
水生カメムシ類を合わせて 300 種ほどを確認

した。甲虫類の多くが当該国で未記録であり、
約 20種が未記載であった。驚くべきことに、
トンボの未記載種も得られた。	 
	 
(3)	 生物多様性評価	 
	 作付け作物が変われば棲息する昆虫種も
変わるのは必然であるが、農地や周辺環境の
管理が生物多様性を変えることが強く示唆
された。例えば、農地周辺の森が植林である
と生物多様性が低いが、二次林や原生林だと
上がることが分かった。ハナムグリ類ではこ
の傾向が顕著であり、東南アジアの他国との
比較では、種数においてベトナムの方が遙か
に多く、かつ未記載種や最近 10 年以内に記
載された種数も圧倒的に多いことが判明し
た。生物多様性の変化には、これ以外にも複
数の要因が考えられるが、各地域に共通した
大きな要因のひとつが農薬使用の有無であ
った。	 
	 
①	 農薬を《使用している》地域	 
	 農薬を使用している地域では、対象昆虫群
の種多様性は低く、防除の行き届いていない
田畑では、少数種の植食性昆虫（害虫）の大
発生によって壊滅的な被害を受けており、こ
の害虫を寄主とする寄生性昆虫について種
数は少なく、個体数も害虫種と比較して低か
った。さらに、この種多様性の低さは、農地
の周辺域にも多少とも広がりを見せ、食材性
昆虫と水生昆虫の種数・個体数が少ないこと
も確認された。	 
	 
②	 農薬を《使用していない》地域	 
	 農薬不使用の地域では、イネウンカ類やメ
イガ類によるイネへの加害といった、作物へ
の被害はある程度出ていたものの、各種昆虫
類の種多様性が高いため、壊滅的な状態では
なく、むしろ自然と調和した農生態系が維持
されていたと考えられる。一例をあげると、
アブラムシ類が農作物で大発生している状
況は確認されず、現状ではテントウムシや寄
生蜂などの在来天敵が大発生の抑制に機能
しているものと考えられた。しかし、日本で
害虫化している種については、今後被害を生
じさせる可能性があると考える。	 
	 また、農薬は水環境に影響を与える。際だ
った例がヒメドロムシ類に見られた。ヒメド
ロムシ類は表面活性剤や農薬に敏感である
ことが知られており、日本では渓流や清流に
多く生息する。ラオスの水田脇の水路では、
多くのヒメドロムシ類が確認された。この地
域では無農薬の伝統的農法が行われており、
このことが多種多様なヒメドロムシ類の生
息を可能にしているのだろう。ラオスにおい
て水田脇の水路、それも水田に引水するため
に設けられたダム直下の土壌が流入した水
域にヒメドロムシ類が多数生息することは
興味深い。	 
	 
	 



(4)	 その他	 
	 現地調査と並行して、世界各地の研究機関
収蔵の標本調査も行った。これらの標本調査
により、ベトナムやラオスで確認されたもの
の学名未決定であった種の正体が、数多くの
昆虫群で明らかとなった。	 
	 さらに、これまでの調査で確認された種や
採集された標本について、これらの情報をデ
ータベース化した。データベースの内容には、
種名（学名）、分類学的位置、標本の採集デ
ータ（個体数、採集地、採集年月日、採集者）、
発表された論文などが含められており、この
データベースはインターネット上で公開予
定である。	 
	 また、海外学術調査の成果公表や調査実施
国への成果還元のために名古屋議定書に関
する情報収集に務め、ワークショップや勉強
会を開催した。	 
	 
(5)	 結論	 
	 ベトナムおよびラオス北部の高標高地に
おける農生態系では、いまだ高い生物多様性
が維持されている。とくに、農薬を使用して
いない地域では豊かな昆虫相が見られ、貴重
な分類群も数多く生息していることが明ら
かになった。このような多様性の維持には、
農耕地のみならず、周辺環境の複雑さがカギ
になっていると考えられる。例えば、地域全
体の種多様性の維持には農耕地後背に広が
る森林の面積や利用状況も重要である。	 
本課題は、昆虫類を対象にこれまでほとん

ど着目されてこなかった農耕地―生活林の
開発最前線の生物多様性に着目したもので
ある。短期間の調査にもかかわらず、未記録
や未記載の分類群が多数確認されたことか
ら、当該地域は計り知れない昆虫資源を有し
ていることが推測される。生活林の縮小や農
耕地の単純化は今後も急速に進行すると考
えられるが、当地の昆虫相のインベントリー
はようやく始まったばかりである。	 
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