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目的

• 本資料は農薬について漠然と「危ない」というイメージを持っている方に、農

薬についてもう少し詳しい知識を持ってもらうことを目的としています。

• 本資料は、「農薬は安全である」とか、「有機野菜の方が良い」といった結論

を導き出すものではありせん。むしろ、私たちの身の回りにある薬品の一つと

して農薬をとらえた際に、何をもって安全性を測るのか、その物差しが有効な

ものなのか、について疑問を投げかけるものです。

• 「食の安全」は、消費者の方が自分で問題意識と判断基準を持つ必要がある

テーマです。本資料が「食の安全」に関する問題意識と判断基準の一助にな

れば幸いです。
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言葉の定義 農薬とは

• 農薬とは、「農作物を害する菌、線虫、だに、昆虫、ねずみその他の動植物又

はウィルスの防除に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他薬剤及び農作物等の生

理機能の増進又は抑制に用いられる成長促進剤、発芽抑制剤その他の薬剤」

と定義されています。

• その他の薬剤には、除草剤、病害虫予防に利用される天敵も含みます。

• 農薬について登録の制度、販売及び使用の規制、農薬の品質の適正化とその

安全かつ適正な使用については、「農薬取締法」によって規制されています。
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特定農薬（特定防除資材）
農薬取締法では、無登録農薬の製造・使用を禁止していますが、農作物の防除に使う薬剤
や天敵の中で、安全性が明らかなものは農薬登録を義務づけていません。
原材料に照らし、農作物等、人畜および水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明ら
かなものとして、農振水産大臣および環境大臣が指定する農薬を特定農薬と呼びます。現
在は、「重曹」・「食酢」・「地場に生息する天敵」が特定農薬として指定されています。

出所：農林水産省HP 「農薬の基礎知識」



言葉の定義 農薬の分類

殺虫剤 農作物を加害する害虫を防除する薬剤

殺菌剤 農作物を加害する病気を防除する薬剤

殺虫殺菌剤 農作物の害虫、病気を同時に防除する薬剤

除草剤 雑草を防除する薬剤

殺そ剤 農作物を加害するノネズミなどを防除する薬剤

植物成長調整剤 農作物の生育を促進したり、抑制する薬剤

誘引剤 主として害虫をにおいなどで誘き寄せる薬剤

展着剤 ほかの農薬と混合して用い、その農薬の付着性を高める薬剤

天敵 農作物を加害する害虫の天敵

微生物剤 微生物を用いて農作物を加害する害虫病気等を防除する剤

4
出所：農林水産省HP 「農薬の基礎知識」



言葉の定義 無農薬？減農薬？有機？

• 日常的に、無農薬という言葉を使いますが、青果物のパッケージなどの表示規格
としては、有機野菜かどうかの区別しかありません。
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有機農産物の表示
有機JASマーク

化学合成肥料と農薬を使用していない農産物で、播種または植え付
けから2年以上の間、有機肥料無農薬である作物が対象
多年生植物の場合は、収穫の三年前までさかのぼって有機肥料指
定された農薬以外を使用していない作物が対象
農林水産省登録の認定機関が生産者・加工者を調査認定し、「有
機JASマーク」が使えるようになる



言葉の定義 有機でも無農薬ではない？

• 天然由来でもとから自然界にあるものは、有機JASマーク認定で許可されています。

• 硫黄・銅ナトリウムなどの鉱物は殺菌剤として、自然界ある細菌、フェロモン、天敵
などは殺虫剤として利用されています。
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殺菌剤

分類 薬剤名 剤型 有効成分（％）

無機硫黄剤 イオウフロアブル フロアブル 硫黄52％

コロナフロアブル フロアブル 硫黄52％

サルファーゾル フロアブル 硫黄52％

硫黄粉剤80 粉剤 硫黄80％

無機銅 ICボルドー412 水和剤 銅2％（塩基性硫酸銅）

ICボルドー48Q 水和剤 銅2.5％（塩基性硫酸銅）

ICボルドー66D 水和剤 銅3.7％（塩基性硫酸銅）

Zボルドー 水和剤 銅32％（塩基性硫酸銅）

Zボルドー粉剤 粉剤 銅5％（塩基性硫酸銅）

Zボルドー粉剤DL 粉剤 銅5％（塩基性硫酸銅）

クプラピットホルテ 水和剤 銅44％（塩基性硫酸銅）

コサイド3000 水和剤 水酸化第二銅46.1％（銅として30.0％）

サンボルドー 水和剤 銅44％（塩基性酸化銅）

無機銅・硫黄 園芸ボルドウ 水和剤 硫黄25％、銅35％（塩基性酸化銅）

炭酸水素ナトリウム ハーモメイト水溶剤 水溶剤 炭酸水素ナトリウム80％

炭酸水素ナトリウム・銅 ジーファイン水和剤 水和剤
炭酸水素ナトリウム46％、銅12％（無水
硫酸銅）

天然由来物質 レンテミン液剤 液剤 シイタケ菌糸抽出液1％

レンテミン 水溶剤 シイタケ菌糸抽出液90％

生石灰 . 酸化カルシウム95％

微生物 バイオキーパー 水和剤
非病原性エルピニア カロトポーラ5ｘ
1010cfu/g

ボトキラー水和殺虫剤 水和剤 バチルス スプチリス 1ｘ1011cfu/g

殺虫剤

分類 薬剤名 剤型 有効成分（％）

天然由来物質 エスマルクDF 顆粒水和 BT菌生芽胞及び結晶毒素10％

トアローCT水和剤 水和剤 BT菌結晶毒素7％

トアローフロアブルCT 水和剤 BT菌結晶毒素7％

ゼンターリ顆粒水和剤 水和剤 BT菌生芽胞及び結晶毒素10％

ジャックポット 顆粒水和剤 BT菌生芽胞及び結晶毒素10％

ハッパ乳剤 乳剤 なたね油90％

マシン油95％製剤 乳剤 マシン油95％

マシン油97％製剤 乳剤 マシン油97％

マシン油98％製剤 乳剤 マシン油98％

フェロモン コナガコン チューブ ダイモルア

コンフューザーA チューブ 4種果樹害虫用フェロモン

シンクイコン チューブ ピーチフルア

ハマキコン－Ｎ チューブ テトラデ セニルアセテート

ヨトウコン－H . リトルア

ヨトウコン－S . ピートアーミルア

フェロディンSL . リトルア

天敵 エンストリップ カード オンシツツヤコバチ羽化雌成虫 50頭/カード

スパイテックス . チリカブリダニ 200頭/50ml

アフィパール . コレマンアブラバチ羽化成虫 500頭/ポリエチレン瓶

ククメリス . ククメリスカブリダに50000頭/100g

アブラバチAC . コレマンアブラバチ羽化成虫 250頭/ボトル

オリスター . ナミヒメハナカメムシ 500頭/500ml

コマユバチDS . ハモグリコマユバチ羽化成虫 250頭/ポリエチレン瓶

ヒメコバチDI . イサエアヒメコバチ羽化成虫 100頭/ポリエチレン瓶

トモノツヤコバチEF . オンシツツヤコバチ剤

微生物 パストリア水和剤 水和剤 パスツーリア ペネトランス胞子 1ｘ109個/g

天然由来物質 グリーンエージ 液剤 クロレラ抽出物0.13％

スペースエージ 液剤 クロレラ抽出物0.26％

アビオンＥ

※ 展着剤として使用する場合に
限る。

展着剤 パラフィン24％



言葉の定義 有機でも無農薬ではない？

「トアローCT水和剤CT」という農薬はBT剤といわれる農薬で、自然界に存在する人には
影響のない細菌を使って殺虫する農薬です。

この農薬は天然由来物質に分類され、有機野菜でも使える農薬です。
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ＢＴ剤は、自然界の細菌
（バチルス・チューリンゲ
ンシス）から抽出して作
られた農薬です。

人のおなかの中は酸性
ですが、害虫のおなか
の中はアルカリ性です。
ＢＴ剤はアルカリ性に
反応し、毒素に変わり
ます。

ＢＴ剤を食した害虫は、
おなかが痛くなって、
死に至ります。

BT剤とは、昆虫病原性細菌バチルス チューリンゲンシ
ス（Bacillus thuringiensis；BT）を活性成分とする微生物
殺虫剤の総称です。

この菌は、芽胞を形成する際、菌体内に結晶性の殺虫
タンパクを作ります。この殺虫タンパクは食毒性であり、
対象害虫が摂食と同時に生芽胞および結晶性殺虫タン
パクが消化管内に取り込まれると、消化管内のアルカリ
条件並びにタンパク質分解酵素の働きによって、毒素
が活性化します。

活性化した殺虫タンパクは、消化管の特定部位に結合、
細胞が破壊され、体液が消化管内へ流入します。これ
により食下した昆虫は摂食をやめ、続いて生芽胞から
発芽したBT菌が増殖することで死亡してしまいます。



農薬は安全か？ 農薬のイメージ

• 農薬を摂取すると、アレルギー発症、胎児への影響、生殖への影響、癌の発症
につながると考えている人が多い。
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出所：食品安全委員会 「農薬についてのアンケート」（2007）

体内に取り込んだ農薬による悪影響に関するアンケート（複数回答）
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農薬は安全か？ 農薬のイメージ

• 一般消費者は有機野菜・果物が体に良いと考えている。

9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

思う 思わない わからない

一般生活者全体(n400)

20-30代女性全体(n600)

有機野菜・果物は体に良いと思うかに関するアンケート

出所：食品安全委員会 「農薬についてのアンケート」（2007）



農薬は安全か？ 90年代の環境ホルモン問題

• 1996年，アメリカのシーア・コルボーン博士らの出版した「Our Stolen Future
（奪われし未来）」にて問題が指摘され、アメリカのゴア副大統領が演説の中で
引用したので、有名になりました。

• 1998年、外因性内分泌攪乱化学物質を問題として、環境省が特定の物質に
対して人体への影響を継続的に調査する必要があるという方針を打ち出しま
した。これを受けて、化学物質が人の生殖・癌発生・知能障害・発達障害の原
因になるという考え方が広まり、メディアでも度々取り上げられました。

• 現在人体の影響への研究は進められていますが、健康被害との関連は実証で
きず、いまだに分かっていることは少ないです。
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人や野生動物の内分泌作用を攪乱し、生殖機能阻害、悪性腫瘍等を引き起こす可能性のある外因性内分
泌攪乱化学物質（いわゆる環境ホルモン）による環境汚染は、科学的には未解明な点が多く残されているも
のの、それが生物生存の基本的条件に関わるものであり、世代を越えた深刻な影響をもたらすおそれがある
ことから環境保全上の重要課題である。

環境省は対策として、以下を方針として定める
� 行政機関－学術研究機関－民間団体の連携の下に調査・研究を推進すること
� 国際的な調査研究協力及び情報ネットワークを強化すること
� 化学物質による汚染の防止対策の再点検を進めること
� 関係する行政分野との密接な連携を確保すること

外因性内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について
－環境ホルモン戦略計画SPEED'98－



農薬は安全か？農薬の登録制度

• 農薬は農林水産省により登録を受ける必要があります。農薬の製造者/輸入
者は農林水産省に登録申請し、検査確認の上、許可されたものだけを農薬と
して販売することができます。

11日摂取許容量（ADI、Acceptable Daily Intake）、 急性参照用量（ARfD、Acute Reference Dose）



農薬は安全か？ 農薬の試験内容

• 農林水産省による農薬の試験検
査では、薬の対象病害虫・細菌へ
の効果、他作物への影響、人体へ
の毒性、環境への影響を試験しま
す。

• 農薬の試験では、90日以内の短
期的な毒性検査だけでなく、1年間
の反復投与検査なども行います。
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農薬は安全か？ ADIの考え方

• ADIは実験動物に対しての無毒性量の100分の1に設定されています。

• マウスにとって毒性がないギリギリの量の100分の1は人間にとって安全でしょ
うか？
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無毒性量

ある物質について何段階かの異
なる投与量を用いて毒性試験を
行ったとき、有害影響が認められ
なかった最大の投与量

÷

安全係数（１００）

動物実験のデータを用いてヒトへ
の毒性を推定する場合、通常、
動物とヒトとの種の差として「10
倍」、さらにヒトとヒトとの間の個
体差として「10倍」の安全率を見
込み、それらをかけ合わせた100
倍を安全係数として用いる。

一日摂取許容量（ADI）

ヒトがある物質を毎日一生涯に
わたって摂取し続けても、現在
の科学的知見からみて健康へ
の悪影響がないと推定される
一日当たりの摂取量

＝



農薬は安全か？ 使用基準

• 農薬には、適用害虫と使用方法が設定されていて、登録のある作物に対して設定
された希釈倍率で設定された使用回数と収穫までの日数の範囲で使えます。

• この数値は食品安全委員会の検討したADIをもとに定められています。

• 同じ有効成分の農薬は、別の製品であっても合計使用回数が定められているの
で、これを超えてはいけません。
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適用害虫と使用方法

作物名 適用病害虫 希釈倍数 使用方法 使用時期 本剤の使用回数 散布液量
エマメクチン安息
香酸塩を含む農
薬の総使用回数

かぶ コナガ 2000倍 散布 収穫3日前まで 2回以内 100～300L/10a 2回以内

キャベツ

タマナギンウワバ 1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

コナガ 1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

ハイマダラノメイ
ガ

1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

ヨトウムシ 1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

ハスモンヨトウ 1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

アオムシ 1000～2000倍 散布 収穫前日まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

メキャベツ ハスモンヨトウ 1000倍 散布 収穫3日前まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

だいこん
コナガ 1000～2000倍 散布 収穫7日前まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

アオムシ 1000～2000倍 散布 収穫7日前まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内

はくさい コナガ 1000～2000倍 散布 収穫7日前まで 3回以内 100～300L/10a 3回以内



農薬は安全か？ 農薬と発癌の相関性

• 1997年アメリカ、カリフォルニア大学エイムズ博士らは、げっ歯動物に化学物質
を，特に合成された化学物質の発がん実験についていくつかの疑問点をあげ、化
学物質を定量暴露した場合、人体にどのように影響するかのリスクは評価できな
いと指摘しています。
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出所：
発がん物質と化学物質の人に対するリスク評価 ─ 過去と現状の諸問題 ─ モダンメディア 51巻３号2005
本田財団レポート86 老化とガンの原因を理解する：環境が果たす役割 カリフォルニア大学教授 Bruce Ames

＜エイムズ博士の指摘＞

化学物質の低用量曝露による人の発がんリスク評価の方法は確立されておらず、最大耐量
（MTD）をげっ歯類に投与する試験で発がん性を評価するのは問題である。

• 自然界にあるもの，合成された化合物を問わず、げっ歯類に最大耐量（MTD）を与えれば，約
50％に発がん性が証明される。（大量の化学物質がDNAを損傷させるため癌リスクが高まる）

• 規制は合成化学物質に焦点を合わせているが，実は人が毎日食べている化学物質の約
99％は自然界にあるものである。例えば，コーヒー中には約1000種の化学物質が存在する。
内，28種類についてげっ歯類に最大耐量を与えたところ、19種に発がん性が証明された。し
かし，コーヒーを飲んだ人々の間にある特定臓器のがん発生は報告されてない。

• 野菜，果物には“natural pesticides”が 多数含まれている。これらの化学物質は自分自身を
昆虫などから食べられないように防衛するためにある。Natural pesticides 63種類をげっ歯
動物に発がん性を調べたところ，35種が陽性であった。（ただし、野菜の成分は人が癌を発症
する原因とはいえない。むしろ野菜を食べないことによって、人の癌の発症リスクは高まる、）



農薬は安全か？ 農薬と発癌の相関性

• アメリカハーバード大学の研究結果によると、がんの発生原因をみると、喫煙
習慣と食事（献立の内容）、生活様式（運動不足）が主な原因となっており。化
学物質や食品添加物の影響は少ないです（１％）。

16

Harvard Center for Cancer Prevention: Harvard repot on Cancer Prevention volume1: Causes of Human Cancer, Cancer Causes Control 1996



身の回りの化学物質は安全か？ 除菌剤

• 一般的に安全とされる家庭用の除菌剤に含まれるQUATもマウスへの投与の
結果、副腎・肝臓・脾臓などの機能障害を引き起こすことが東京都健康安全研
究センターの研究でわかっています。

• 私たちはこれを使って衣服や布団の除菌を行っています。

17出所：東京都健康安全研究センター研究年報 第61号 別刷

マウス新生仔では、QUAT 1.25 mg/kg 体重以上の連続経口投与で，死亡率増加傾向が見られた。
QUART投与により、肝臓重量の低下や，尿酸値の低下と血糖の上昇が見られ，肝機能障害が示唆された．また，雌新生仔の卵巣実重量の低下か
ら，性成熟の遅れが示唆された。
成獣への投与では，雄の 10.0 mg/kg 投与群で 5 匹中1 例に死亡が見られ，雌雄の5.0 あるいは 10.0 mg/kg 投与は，肝臓，脾臓や胸腺の重
量低下，尿酸値低下などの傾向が見られた。
QUAT は，布製品に噴霧する家庭用品に配合されることから，ヒトの生活環境における乳幼児および成人の摂取実態調査も必要で，その結果に
よっては，吸入による安全性の検討も必要と考えられる．

●ファブリーズの成分（ホームページより）

●市販家庭用消臭除菌剤に配合されるQUARTのマウス新生仔および成獣における一般毒性指標に及ぼす影響

成分 ファブリーズのタイプ 働き

トウモロコシ
由来消臭成分

全タイプ トウモロコシ生まれの有効成分で、ニオイのもとの分子をとり込み、消臭します。

除菌成分
（有機系）

ファブリーズダブル除菌 各種
ファブリーズハウスダストクリア
クルマ用ファブリーズ

Quat（クウォット）。特定の除菌成分の総称です。このタイプの除菌成分の安
全性は広く認められており、化粧品や薬用石鹸などに使用されています。
有機酸。野菜や果物の酸と同じ成分が、Quatの効果を高めるために配合さ
れています。

水溶性凝集成分 ファブリーズ ハウスダストクリア 高分子ポリマーの一種。ハウスダストをまとめて固め、空気中に舞い上がりにくくします。

香料 ファブリーズダブル除菌 各種 布からさわやかな香りを感じる

水 全タイプ 有効成分をやさしく布地に浸透させ、ニオイのもとをつかまえるのを助けます。



まとめ

野菜や果物の品質は安全性ですか？見た目ですか？
食べやすさですか？おいしさですか？

基準内で農薬が使われた野菜はどれだけ危険ですか？

なぜ農薬は危ないのでしょうか？

食の安全は正しい知識をもって自分で判断することが重要です。
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