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市民キャビネット農都地域部会は、7月 26日（土）18時から、港区神明いきいきプ

ラザ集会室で、「『農薬から農業と環境を考える』フォーラム」を開催した。 

本山直樹千葉大名誉教授と水野玲子ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議理事

が講演を行い、その後、斗ケ沢秀俊毎日新聞水と緑の地球環境本部本部長がコーディ

ネーターとなり、田坂興亜元国際基督教大学教授とイチゴ生産者の渡辺伸介氏も加わ

って、パネルディスカッションを行った。 

以下に講演およびディスカッションの概要をとりまとめた。 

 

１．本山直樹氏の講演 

農薬には、病害虫や雑草等の防除に用いる、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、誘引剤、更

新かく乱剤などがあり、さらに防除に使うわけではないが、発根促進剤、着果促進剤、

無種子果剤などの成長調整の薬剤も農薬である。また、薬剤ではないが、病害虫防除

に利用する天敵、寄生バチやカブリダニなども実は農薬である。 

農作物はなぜ保護することが必要か？自然の緑地は青々としているわけだが、農作

物を栽培する農耕地は全く別物である。自然の緑地を壊して農作物を作るための単純

生態系の空間にしたもので、生物多様性の貧弱な人工的な空間である。このため、生

態系のバランスによって放っていても病害虫が抑えられるということはありえない。 

また、農耕地で栽培される農作物は、野生の植物と違って、品種改良がされている。

品種改良の過程で、人間が食べるのに適したように、野生の植物が持っていた外敵に

対する防御物質、毒素を除去している。だから、農作物はいくら食べても中毒しない。

害虫にとってもおいしい餌になっている。 

この 2 つの理由から、農作物の栽培には、農薬がなければまともな収穫が得られな

いということになっている。 

 

スライドは、トマトに潜り込もうしているハスモンヨトウ、ナスに潜り込もうとし

ているオオタバコガ、土中での根切り虫によるニンジンの被害である。 

次は病原菌による被害で、メロンの壊疽斑点病、これはウイルスによるもので、枯

死や空洞果になる。 

次は、キャベツのモンシロチョウの幼虫による被害。モモの吸蛾類による被害。除

草剤を使わずに稲を栽培した場合の雑草の繁茂状況、雑草の場合は、稲が必要とする

栄養を雑草が横取りしてしまうので被害が出る。 

次は、昨年の佐賀県の水田の写真。6月ごろに中国からトビイロウンカが飛んできて、

日本で増殖するが、昨年は、九州、山口県、四国で大発生した。普通は坪枯れと言っ

て一坪ぐらいの面積単位で被害が出るものが、昨年は反枯れ、一反歩全部が枯れると

いった被害になった。 
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次は、カメムシによる斑点米の被害。カメムシは、畦畔や遊休地から侵入して被害

をもたらすが、この被害にあうとコメが等級外になってしまう。 

 

日本植物防疫協会が雑草だけを防除して、病害虫を防除しなければどの程度の被害

になるかを調査しているが、これによると、作物の種類によって被害の程度が異なっ

ている。平均すると減収率は 30%から 40%である。農家にとっては、こんなに減収し

たのでは大変なことになる。リンゴやモモになると 100%収穫がなくなりますし、木が

傷んで翌年も影響することになる。 

除草剤がなかった時代は、除草と言うのは大変な重労働であった。また、目を突く

危険もあった。除草剤が登場する前の 1949 年の 10ａ当たりの除草に係る労働時間は

50.6時間もかかった。それが、2002年には、わずか 1.7時間にすぎなくなった。今は

さらに進んでいる。 

 

1960年から 2000年までの間に、世界の人口は 30億人から 60億人へと 2倍に増え

た。現在は 71 億人くらいで 2050 年には 95 億人を超えるかもしれないと予測されて

いる。このように、倍増した世界の人口に私たちがどのように食料を供給してきたか

ということであるが、耕地面積はほとんど増えていないわけである。しかし、穀物の

収穫量は倍増しており、これは、単収、面積当たりの収穫量を倍増させることができ

た結果である。 

それを可能としたのが、いわゆるグリーン・レボリューションであって、多収穫品

種を獲得できたこと、それを支えるための化学肥料を獲得できたこと、そして病害虫

の被害を抑える農薬を獲得できたことである。 

わが国の稲の単収の変遷を見ても、一番古い記録である平安初期の 820年の単収は、

わずか 10ａ当たり 1.8俵である。明治 20年で 3.3俵、それが、パラチオンが使用され

るようになった昭和 30年には 5.5俵に増え、現在は 9.1俵に増えている。 

次の写真は 2008 年の「Newsweek」の表紙であるが、「先進国にも忍び寄る価格高

騰のクライシス」というショッキングな見出しになり、バングラディシュで食物を求

める人たちの写真が載っている。なぜこのようなことになったかというと、穀物は従

来は食料だけに利用されていたが、それが燃料としてバイオエタノールの原料に使わ

れるようになり、そのために穀物の価格が高騰したわけである。先進国はまだ価格が

高くなっても買うことができるが、途上国の貧しい人たちは買うことができないので

ある。 

 

これから食糧危機時代に向かうなかでの、食の「安全」とは何か。これは、農薬を

使わないことではない。「安全」とは、Security で第一に食べ物が必要な量あること。

二番目は、Safety で食べ物が寄生虫や病原菌に汚染されていない、食べても中毒を起

こさない、ガンにならないことである。終戦後などは、日本でもこれらは満たされて
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いなかった。 

有機農業だけで食の「安全」が確保できるかというと、そうはいかない。農薬は病

害虫を防除することによって、これら 2 つの意味を持つ食の「安全」に貢献している

ことになる。 

作物保護の方法は、農薬だけではなくて、私が学生であった 50年前から、耕種的防

除、物理的防除、生物的防除、化学的防除があり、これらを合理的に組み合わせて有

害生物密度を許容水準以下に管理するというＩＰＭの考え方を教えられた。ただ、そ

の当時は、農薬一辺倒で、公害問題もあったわけで、農薬の使用をなるべく減らすた

めにＩＰＭ総合的有害生物管理をめざすべきと言われていたのに対し、現在では、当

時農薬が抱えていたいろんな問題が解決した。農薬の成分も製剤法も進歩し、問題が

解決したため、現在ではＩＰＭ＝反農薬・非農薬ではなくなっている。 

 

農薬がなぜ作物保護の主役であるのか、ＩＰＭの中心技術であるのかということに

ついては、農薬の持つ特性からきているものである。農薬のメリットは、使用方法が

簡単なことからだれでも使えること、効果が確実で安定していること、経済的である

ことである。ただし、農薬を不適切に使用した場合は、デメリットとしての、健康に

対する影響、環境負荷、抵抗性の発達という問題を引き起こす。このため、農薬の使

用は適正に行うということは非常に重要である。 

農薬が果たしている役割をまとめると、農作物を病害虫・雑草の害から保護し、最

大収穫量を安定的に確保すること、虫食いや傷のない高品質の収穫物の生産を可能に

すること、労働生産性を向上させることとなります。これらは、生産者にとってのメ

リットである。消費者にとってのメリットは、安全でおいしい農作物やその加工食品

が安く手に入ることである。 

 

私は農水省の農業資材審議会の委員を長くやり、そのうち 8 年間は農薬分科会の会

長を務めていた。農薬審査の元締めにいたわけである。農薬の安全性はどうやって確

保されているかと言うと、農薬メーカーが農薬を開発すると、農水省を窓口に登録申

請をする。そうすると農水省は、薬効、薬害、毒性、残留性などの検査を行うととも

に、内閣府・食品安全委員会に委託して一日摂取許容量（ＡＤＩ）を設定してもらう。 

ＡＤＩというのは、毎日一生涯食べ続けても何の影響もないと言う基準値である。

それにもとづいて、厚生労働省はそれぞれの作物ごとの残留農薬基準値を設定し、環

境省は環境影響の評価を行う。全てが通ると、総合的に検討して安全な使用法を設定

して登録となる。 

農薬登録に必要な安全性に関する試験は、急性的な影響、長期的に摂取したときの

影響、環境に対する影響について広く行われる。 

また、人間を使って安全性の実験をすることはできないので、代わりに動物を使う

ことになる。胃袋の中に直接投入して影響を見る、エサの中に混ぜて一生涯食べさせ
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て影響を見る、呼吸で肺から取り込ませて影響を見る、全身に農薬を暴露して影響を

見ると言った方法がとられる。 

先ほどの安全性に関する試験の中に繁殖毒性の試験がある。これは、親の代に最大

量の農薬を食べさせて、その子供、孫と 3 代にわたり最大量を食べさせ続け、胎児、

乳児、性比、発育、情緒、繁殖能力等の影響を検査している。環境ホルモンのことが

言われるが、農薬については、それも登録時の検査で検査済みである。 

 

ＡＤＩと残留基準の関係は、ＡＤＩが人が毎日一生涯摂取し続けても安全な量であ

り、体重 1kg 当たり何 mg と設定される。残留農薬基準は各作目ごとに許容される残

留濃度として決まり、全作物を通しての合計摂取量が平均体重をベースにした ADIの

80%以下となるように設定される。次に、使用基準は、収穫時の残留濃度が基準値を

超えないような使用方法として設定される。 

厚生労働省は、毎年市場に出ている農産物の残留農薬検査を行っており、その結果

は、2008 年度では、345 万件を検査し、残留農薬の基準値を超えたのは、わずか 417

件、0.0012％である。99.999％に食の安全の問題は存在しないということになる。 

たまたま基準値を超えたものに当たったらどうなのかというと、例をあげると、中

国産のしいたけからフェンプロパトリンが基準値の 2 倍検出されたことがある。これ

を ADIから計算すると、このしいたけを 1日当たり 27㎏食べ続けると ADIの基準値

を超えるわけだが、そんなことは現実にはありえないわけである。厚労省は、こうし

た場合、さしあたって健康に問題がないという言い方をすることになる。つまり、基

準値に十分な安全性を見込んで設定されているため、たまたま数倍の基準値を超えた

ものを摂取したとしても健康への影響はないのである。 

 

私は、何年間にもわたって農薬の環境影響の調査をやってきた。茨城県の北浦とい

うところで、行った水田用・排水路の農薬濃度の実態調査を紹介する。 

2001 年の調査では、20 本の水路で調査してわずか 3 本から 3 種の農薬が検出され

ただけで、濃度も基準値よりもはるかに低いものだった。 

2002年には、低質中の農薬を調査したところ、除草剤のジメタメトリンが低い濃度

で検出されたが、時間の経過とともに消失した。また、用・排水路の水をミジンコと

ヒメダカに暴露して毒性を調べたが、毒性は全く示さなかった。 

 

次は、千葉県香取郡山田町で農薬の空中散布の影響を調査したものである。散布直

下に仁良川があり、この水を採取して分析した。検出された農薬は 3 種で、いずれも

基準値よりもはるかに低いものである。この川の生物の調査も行ったが、空中散布の

前と後での生物密度には差がなかった。すなわち、生物への影響はないということで

ある。 

一方、田部地区の水路でメダカの密度を調査したところ、空中散布後は変化がなか
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ったが、除草後に大きな変化があった。水路の水草を除草した場所はメダカが激減し、

除草しなかった場所では移動したメダカで激増した。 

 

２．水野玲子氏の講演 

ネオニコチノイド農薬問題はこの２、３年、ヨーロッパで大変大きな動きがあって、

日本でも遅ればせながら、今年６月になって、農林水産省がミツバチの大量死の原因

にカメムシ防除の農薬がなっているということをやっと認めた。この結果、これまで

ミツバチ大量死の原因を農薬と考えていなかった人もネオニコチノイド農薬が原因と

考えるようになってきている。 

ネオニコチノイド農薬とは何かについては、今日は話す時間がないので、詳しく知

りたい方は、私の書いた本を参照されたい。 

 

ヨーロッパでの大きな動きは２つあって、一つはネオニコチノイド農薬の３成分を

一時使用中止にしたことである。もう一つは、あまり知られていないが、EFSA、欧州

食品安全機関が、ネオニコチノイド農薬は子供の脳・神経の発達に悪影響があると警

告したことである。これはたいへんなことではないか。 

子供のいる人、孫のいる人にとって、子供の脳の発達に悪影響があるなんてとんで

もないことである。何ごとも１００%黒であるという証明はなかなかできないけれども、

ネオニコ農薬は灰色で危ないのではないかという疑いがある。 

EU は、2013 年 12 月より、ネオニコチノイド農薬の 3 成分について一時使用中止

にした。3成分とは、クロチアニジン、イミダクロプリド、チアメトキサムであり、こ

の成分を含む農薬について、ミツバチを引き寄せる植物や農作物について、種子処理、

葉茎散布、粒剤での土壌施用を禁じたものである。禁止されたのは３成分だけか思わ

れるかも知れないが、EUではほとんどこの３成分が使用されていて、ネオニコチノイ

ド農薬を主に種子にまぶして消毒に使っていた。使用禁止の期間は、2013 年 12 月 1

日より 2年間で、その後、再評価を行うことになっている。 

 

EFSAの警告は、日本人の黒田氏の論文が根拠となっている。これについては、「ミ

ツバチを殺したネオニコチノイド農薬が子供の脳の発達に悪影響」ということで、イ

ギリスのガーディアン紙やフランスのル・モンド紙が大きく報道したように、世界で

は大問題になった。日本では大きな報道はなく、みんなが知らないままだったが。 

ネオニコチノイドの発達神経毒性については、黒田論文は、新生児ラットの培養小

脳神経細胞に対してニコチンと同様のレベルで反応を起こしたとされ、田中論文では、

妊娠中と授乳中のラットのエサに混ぜて投与したところ、仔ラットの体重増加と神経

行動学的異常が見られたとしている。 

日本では、ネイニコチノイド系農薬の国内出荷量が 10年で 3倍にも増えている状況

がある。 
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ミツバチの話に戻ると、ミツバチの大量死は、９０年代初めから EU だけでなく、

世界中に広がっており、大きな問題になった。この原因については、わからない状況

が続き、ネオニコチノイド農薬を原因とする説のほかにも、ダニ説、ウイルス説、複

合説など、さまざまに言われてきたが、2012年についにネオニコチノイド農薬説に決

着した。 

 それは、一流科学雑誌にネオニコチノイドとミツバチ大量死を結びつけた論文が相

次いで掲載されたことによる。 

 

日本においては、農水省は、ミツバチの大量死そのものがないと言っていたが、2010

年には、北海道では無人ヘリコプターでネオニコチノイド農薬の「ダントツ」を空中

散布した直後にミツバチが大量死した。最近になってやっと、農水省も農薬が関連す

るミツバチの大量死を認めるようになった。 

EUのネオニコチノイド一時使用中止発表後も農水省は、農薬によるミツバチ被害件

数は年に数件しかないとしていたが、一方日本養蜂はちみつ協会は、年間約１万群（2

億匹前後）のミツバチが農薬で死滅していると報告しており、その数のくい違いを国

会質問で追究された。 

2014 年ようやく農水省は、全国で起きたミツバチの大量死 69 カ所について原因を

調査し、うち 61カ所で稲の栽培が近くで行われ、ミツバチの死骸から稲に使われる農

薬が検出されたとした。 

しかし、農水省の対応は、ミツバチから検出された農薬にはネオニコチノイド農薬

が含まれているけれども、他の農薬も含まれており、ネオニコチノイド農薬だけが原

因かどうかはわからないとして、ミツバチに農薬がかからないようにすることをもっ

て、対策とした。これから何年間かかけて調査をして、どの農薬が影響あるのか調べ

たいとしており、EUに比べて何十年も遅れた対応となっている。 

 

なぜ日本でそのように対応が遅いかと言うと、日本では、ネオニコチノイド農薬は

非常に安全であるという安全神話が広められていたからであり、毒性が弱い、昆虫は

死ぬけれども、人間には安全であると、そういうことでこれを推進してきたのである。

しかし、現実として、30 年経って、昆虫だけでなく、人間にとっても神経系に悪いら

しい、土壌にも今まで考えられてきたよりも残留するらしいということがわかってき

た。安全神話がここ２０年で崩れてきたのである。 

私は、この間何回も農水省と話をして、EUが危ないと言って禁止しているのになぜ

農水省は対応しないのかと言ったのに対し、農水省が禁止しない理由として必ず言う

のは、日本は高温多湿であり、ヨーロッパとは気候が違う、農薬がたくさん必要とい

うことである。 

私が北海道の緯度はヨーロッパと大して変わらないけれども、ネイニコチノイドの



7 

 

出荷量が多いのは北海道じゃないかと言うと、今度は、ヨーロッパと日本では使用方

法が違う。ヨーロッパは主に種子処理をし、それを畑にそれをまくが、日本は育苗箱

への散布だということを農水省は理由にあげる。育苗箱にまいたとしても、苗はそれ

を吸収するのだが。 

こうして、いまだに農薬をまくときにはミツバチは逃げてください、それが日本の

対応策ということになっている。 

ネオニコチノイドによる人間への被害も実際に起きている。被害を受けたという人

が農薬を気にしすぎているのではないかという人もいるが、最近、被害者の尿中から

ネオニコチノイドとその代謝物が検出されている。これは、人間も被害を受けている

証拠である。 

 

ネオニコチノイド農薬が何に使われているかと言うと、ほとんどすべての農作物、

住宅建材、家庭用殺虫剤、シロアリ駆除などあらゆるところに使われている。 

なぜ、この農薬の危険性が言われるようになったかと言うと、この農薬の 4 つの特

徴による。それは、まず浸透性農薬であり、種子にネオニコチノイドをまぶすと、茎、

葉、根などあらゆる組織に農薬が浸透する、どこを食べても虫はコロッと死ぬし、洗

っても落ちない。2つめは神経毒性、3つめは複合毒性、他の薬剤との混用で非常に毒

性が高まる、これはミツバチの実験でしか証拠は出ていないが、４つめは代謝物、環

境中で分解したときの毒性、人間の体に入って代謝物となった時の毒性がすごく高ま

ることである。 

種子をネオニコチノイドでコーティングして、それが芽を出したところの水滴をみ

つばちがちょっと吸っただけでコロリと死んだ映像が４、5年前にユーチューブで全世

界を回った。その結果、これを科学的に証明する研究が行われ、結果の論文も出され

た。浸透性とはこういうことかと問題になった。 

 

代謝物の毒性についてのどうかということである。イミダクトプリドは昆虫には効

くが、ほ乳類に対しては効かない安全だとされてきたが、実は、代謝物ではこれが逆

転して、代謝物のデニストイミダクトプリドでは、ほ乳類に対しての方が毒性が強く

なることがわかっている。こうしたことは、一般人の私たちには十分知らされていな

い。 

複合毒性は、みつばちの実験では、相乗効果で毒性が数百倍から 1,000 倍にもなる

ことがわかっている。 

神経毒性については、受容体にくっついて神経伝達物質をブロックするということ

で非常に危険であり、これは、昆虫でも人間でも神経系の基本は同じである。害虫は

死ぬけれども、人間は大丈夫と言うのは、ちょっと甘すぎるのではないかということ

である。 
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農薬の変遷について言えば、農薬を開発している人は、どんどん安全な農薬になっ

ていっていると思っている。ところが、危険な農薬の変遷と書いているように、安全

だと思われていた農薬が後で危険だとわかってきた歴史である。DDTは、最初に開発

した人はノーベル賞をもらったけれども、後で非常に危険な農薬だということで禁止

され、その次に有機リン系の農薬が出てきて、これも危険だということになり、今は

ネオニコチノイド系農薬になっている。 

皆さんは、危険ならすぐに禁止すればよいではないかと思うでしょうが、EU では、

ネオニコチノイドの一時使用禁止より前に、有機リン系農薬の 7、8割を危険だという

ことで禁止しているが、日本では、有機リン系もネオニコチノイド系も使っている。

ネオニコノイド農薬の数倍有機リン系も使っている。 

日本では、農薬の使用量が単位面積当たり世界で１，２を争う多さである。FAO の

データでは、最近中国に抜かれて 3 位になったというが、非常に多いことには変わり

がない。 

東京新聞の記事では、EUがネオニコチノイドを禁止しているのに、日本では残留基

準を緩和し、ますます使いましょうと言うように、いまだに推奨していることを批判

し、「農薬大国日本の逆走」という見出しになった。 

 

残留農薬の話も時間がないので十分できないので、詳しくは、反農薬グループの緑

の冊子を参照されたい。日本では残留基準を緩和しようという動きがあり、非常に大

きな問題となっている。EUで禁止した時に日本で緩和するとは、農薬が余るから日本

で使わせようとしていると思われても仕方がない。 

現在でも、日本の農薬の残留基準は、EUやアメリカと較べると高く設定されており、

品目によっては、EU の数十倍から数百倍のものもある。にもかかわらず、2013 年に

は、クロチアニジンの残留基準の大幅緩和案が出されるという状況になった。ホレン

ソウであれば、3ppmであったものを 40ppmにするという大幅緩和である。市民団体

がこれに抗議し、パブリックコメントにも賛成はわずか 1 件、反対が 1,656 件と反対

意見が圧倒した。また、12,739 名という多くの反対署名も集まった。このため、今年

になって異例の再審査をすることとなった。 

 

ネオニコチノイドの環境への影響については、オランダのユトレヒト大学で水系の

イミダクトプリドの濃度が上昇すると、エビ、カニ、カゲロウ、トンボなどが減少し、

生物多様性が減少することを明らかにした。さらに、今年 7 月には、イミダクトプリ

ドによる昆虫の減少は、小鳥の減少の原因にもなっているとする論文が発表された。

ヨーロッパの人にとっては、ネオニコチノイド農薬の問題は、ミツバチだけでなく、

生態系全体の問題になっている。 

ミツバチへの毒性について言えば、ネオニコチノイドは、DDTの 5,000倍から 7,000

倍の毒性を持っている。 
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今年 6 月には、世界自然保護連合が浸透性農薬の総合評価レポートを出し、浸透性

農薬は、ミツバチだけでなく生態系全体に重大な悪影響を及ぼすとした。虫やミミズ

がやられるとそれを食べる生態系に広く影響を与える。 

オランダ議会は、EUの規制の仕方は甘すぎるとして、ネオニコチノイド農薬全部を

禁止すべきとする議案を可決した。 

ヨーロッパでは、市民の反対運動が大きく盛り上がった。彼らがミツバチの問題に

敏感なのは、ミツバチが食料生産のために欠かせない農作物の授粉を担う生物だから

である。EUでは、「No bees No life」というスローガンでネオニコチノイドに対する

抗議活動が行われている。 

 

農水省の人に食料を守るために何が一番大切かと聞くと、「農薬」と言う答えが返っ

てきた。確かに戦後農薬のおかげで食料の生産が向上した。今は状況が変わってきた。

ハチがいなくなると農作物ができないという状況も生まれてきた。アメリカでもミツ

バチなどポリネーター保護に取り組むという動きが出てきた。 

皆さん、食料を守るために一番大切なのは農薬だと思うか。農薬でミツバチなどポ

リネーターがいなくなれば食料が守れなくなるがどうするか。 

 

３．パネルディスカッション 

パネルディスカッションは、斗ケ沢秀俊毎日新聞水と緑の地球環境本部本部長をコ

ーディネーターに、講演者の本山氏と水野氏に元国際基督教大学教授で日本有機農業

研究会幹事の田坂興亜氏と栃木県真岡市のイチゴ生産者の渡辺伸介氏をパネリストと

して行った。 

 

（斗ケ沢氏）今日はこういう問題なので、このパネルディスカッションで結論を出そ

うとは思っていない。会場の皆さんが、きちんとご自身の考えを持つためにここで整

理しておこうと思っており、そういう進め方をしたいと思っている。 

今日できるだけ明らかにしたいことは、ネオニコチノイド農薬の生物への影響はど

の程度なのか、人間に対する影響はどの程度なのか、ネオニコチノイド農薬と他の農

薬の違いは何か、ネオニコチノイド反対と言う主張は農薬はすべてダメだということ

と同じか、といったことである。 

まず最初に、パネルから登場いただくお二人、田坂さんと渡辺さんから話していた

だき、その後パネルディスカッションを行い、会場の皆さんからもご意見をいただく

こととしたい。 

 

（田坂氏）最初に映像を見ていただくが、これは、本山さんから九州にウンカが飛ん

できて大被害が出ているというお話があったが、タイ、ベトナム、中国などアジアの

コメどころでウンカによる大被害が発生している。その原因は何なのかということを
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扱ったものである。農薬を撒いても撒いても害虫は死なない。抵抗性を持ってしまっ

ている。 

本来田んぼには、いろんな種類の昆虫がいて、それが生物多様性であるが、本来は

それが害虫をコントロールすることになる。 

ウンカがネオニコチノイド農薬に抵抗性を持ってきたことで、ネオニコチノイド農

薬が効かなくなったことが、こうしたウンカの大発生の原因となっている。一番多い

のがトビイロウンカ、中国ではセジロウンカが大発生している。また、ヒメトビウン

カも多い。 

アジアでは、中国の資本が販売しているハイブリッドの品種が多収穫だということ

でタイでもベトナムでも広まっているが、在来品種でない品種になって数年でこれに

害虫のウンカが大発生し、ネオニコチノイドの同じ農薬を使う、最初は効果があるが、

そのうち効かなくなるという経過をたどっている。こうした暖かい地域では、稲の三

毛作を行っているが、害虫にとっていつでもエサになる稲があって発生を繰り返し、

農薬もいつも散布するという状況になる。ネオニコチノイド農薬は害虫の天敵のハチ

やクモ、カマキリなどの昆虫を殺してしまっているので、農薬が効かなくなったとた

んに大発生と言うことになる。 

害虫を農薬でコントロールしようという試みは、どこでも失敗に終わっている。ア

ジアの稲作をリードしてきたフィリピンのイリ研究所のレオン博士は、こうしたウン

カの大発生の原因は農薬の使用による天敵の死であると指摘し、実際にタイでは数種

類の農薬の禁止を行った。 

緑の革命で使用されてきた農薬によって天敵が死に絶えて、このような農薬に対す

る耐性ができたことで害虫が大発生する事態は、20年前にも同じように起こっている。

その時は、有機リン系の農薬の禁止で対応がはかられた。 

それで一旦は終息したかに見えたウンカがまたもや大発生した。今回の事態は、2008

年にネオニコチノイドにトビイロウンカが耐性を持ったことが原因であるとされる。

中国でもイミダクトプリドに耐性を持ったトビイロウンカの大発生が報告されている。 

 

（渡辺氏）私は、2007年にイチゴ生産者になった。最初の表は、私のイチゴ栽培の年

間の病害虫管理のスケジュールを示したものである。農薬については、化学農薬とそ

れ以外を組み合わせて防除を行っている。化学農薬以外も意識的に使っており、天敵

も使っている。 

とくに定植前に化学農薬を使って、その後天敵に置き換えていく。そこでどうして

も抑えられない部分を化学農薬を使っていくというのを中心的な考え方として防除体

系を組んでいる。 

図１は、売上に占める費用と所得の構成を示している。これを見てもらうと所得の

割合が低いことがわかるが、実際に売り上げの中で費用の部分が大きくて、本山先生

が減収率を示されていたが、あれは売り上げベースなので数十パーセントの減収とい
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っても、売上が 20%、30%落ちると所得はゼロになってしまう。農薬は、害虫の被害

が出始めてから使用するが、目の前で減収になる恐れがある場合、農薬に係る軽微な

費用で所得が守れるか失うかということであり、農家は農薬を使わざるを得ない。私

の場合でも化学農薬以外を意識的に使っているといっても、やはり化学農薬は使わざ

るを得ない。 

表 2 は、私の化学農薬によらない防除技術を導入してきた例である。一部に検討中

のものも含まれている。私の場合の一番の動機は、これまで使ってきた化学農薬の有

効性が失われてきているものがあって、十分な効果が得られなくなってきているとい

うところにある。そこで、天敵農薬や防除資材を利用し、化学農薬と組み合わせて防

除の効果を上げたいということである。 

図 2 は、農業薬剤費の費目構成であり、私の場合は、農薬が効かなくなった部分を

化学農薬ではない天敵を含む方法に置き換えている。 

ネオニコチノイド農薬について言うと、私自身はネオニコチノイドが効かなくなっ

てきたため使用をやめているが、イチゴ農家では普通は使っている。交配用ミツバチ

を使いながらネオニコチノイド農薬を使っているのが一般的である。使っているのは、

定植前に行う土壌混和剤とアブラムシ用に散布することが多い。以前は、アザミウマ

防除に使っていたが、今は抵抗性がついて効かなくなったのでおそらく使っていない

と思う。 

交配用ミツバチについては、自分も含めてイチゴ農家は利用しているが、近年ミツ

バチが長持ちしなくなっている。水田を畑に転換してイチゴハウスを作っており、水

田に隣接しているため、稲作水田への空中散布の影響が気になっている。また、収穫

後に緑肥を栽培しているが、緑肥の種がネオニコチノイド農薬で処理されているケー

スもあると聞いている。 

 

（斗ケ沢氏）そもそもミツバチの大量死は起こっているのかいないのか？仮に起こっ

ておるとしたら、それにネオニコ系農薬が主因として考えられるのかどうか。 

（本山氏）ミツバチの大量死には二通りある。ヨーロッパで問題となっているのは、

CCD、蜂群崩壊症候群で、女王蜂や幼虫を維持した状態でミツバチがいなくなる現象

である。これと殺虫剤の暴露による大量死である。しかし、日本ではまだ CCDが起こ

ったという報告はない。日本でミツバチの大量死が報告されているのは、事故的暴露

による例である。 

（斗ケ沢氏）イチゴ農家では、この問題へどういう関心を持って、何らかの対策はさ

れているか？ 

（渡辺氏）現場のイチゴ農家では、ほとんど関心がもたれていない。ただ、交配用ミ

ツバチについては、5年ほど前からおかしいなという話は出ている。イチゴハウスでは、

5年くらい前までは、ミツバチは年１回の交換でよかったが、最近では、１０月に入れ

て、１月、３月とさらにもう１回と３回も交換しなければならなくなった。どうもお



12 

 

かしいな、これが持ち込まれるハチの質の問題なのかどうかという話がでている。 

 

（斗ケ沢氏）農地は人工的空間なわけで、環境一般とは異なっているが、ネオニコチ

ノイド農薬使用は、農地の外部の環境に対しても大きな影響を与えているか？ 

（水野氏）影響を与えていると思う。全国各地ですずめがいなくなったということを

よく聞いている。虫を食べる鳥への影響は大きい。 

（田坂氏）水田と一般の生態系は違う。水田では特に生態系のバランスが崩されてき

ている。水田は長い歴史の中で生態系が保たれてきたが、それが崩れていると考えて

いる。 

（水野氏）佐渡では、トキを守るために、ネイニコチノイド農薬の削減に取り組んで

いる。農地だから別と言うことでは、生態系は守れないという取り組みは各地にある。 

（本山氏）水田本来の生態系を取り戻したいと言う人もいるが、水田は人工的なもの

で、本来の生態系にはなり得ない。水田にどじょうがいなければいけないというのは

都会のエゴであって、私が守りたいのは水田周辺の環境である。水田で使った農薬が

周辺の環境に悪影響を及ぼさないようにする必要がある。  

ネオニコチノイドは、従来の農薬よりも天敵にやさしい。従来の殺虫剤は天敵も含め

て殺していたので、ハダニが大発生していた。天敵を生かすネオニコチノイドになっ

て、ハダニは抑えられている。とくに育苗箱施用は、環境への影響は少なくできる。 

（水野氏）ネオニコチノイドは、天敵にやさしいということだったが、実際には違っ

ていたのではないか。そうではないという論文がヨーロッパでは出されている。天敵

にやさしいと思われていたが、想定外の毒性が問題となっている。オランダが小鳥へ

の影響を問題にしているのもそういうことだ。 

 

（斗ケ沢氏）従来の農薬とネオニコチノイド農薬の生物影響の違いは？ 

（田坂氏）その前に、ネオニコチノイド農薬が天敵にやさしいとされてきたというこ

とだが、DDT すらも当初は安全とされていた。DDT は、母乳の中からも出てくる、

女性ホルモンとして働くというようなことは、後になってわかった。 

有機リン系との比較で言うと、有機リン系は分解が早いということで、当初はプラス

の面が強調されていた。農薬の導入前の評価は、いつもその前の農薬と較べて長所の

方に偏っているが、後で問題が出てきている。ネオニコチノイドも、導入されるとき

は少量で効果があり、環境への負荷が少ないとされていた。しかし、その後にハチへ

の影響とかという問題が出てきている。 

農薬を次々と新しいものに変えていっても、結局うまくいかないのではないか。そう

考えると、そう考えると私は有機農業を推進するしかないのではないかと思う。 

 

（斗ケ沢氏）つぎに、人への影響について考えたい。農薬を使っていて健康影響と言

うことを考えることはありますか？ 
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（渡辺氏）農薬の人体への影響は考えている。使っているからすぐに倒れるというこ

とはないが、農薬散布時にはマスクや防護服の着用は守っている。 

（斗ケ沢氏）昔は農薬で亡くなる農業者も多かったということだが、今は減ってきて

いる。ネオニコチノイドは人体への影響も少ないということで導入されたが、そうで

はないという意見もあるが？ 

（本山氏）ネオニコチノイドが人体への影響が少ないということで導入されたわけで

はない。暴露されれば人体に影響がある。ただ、浸透性、水溶性が高いために、育苗

箱施用という方法がとれるので、周辺環境にやさしいということだ。これをほかの農

薬のように、散布すると、昆虫も死ぬし、人間にも害を与える。 

（田坂氏）ネオニコチノイドは浸透性だ。浸透性のものは、農産物の中に残ることに

なり、洗っても落ちない、子供たちが食べ続けることにより、脳の発達とか次の世代

への長期的影響が心配だ。 

（水野氏）ネオニコチノイドが子供の発達障害に影響していることを心配している。

アメリカでは小児科学会が農薬の散布を減らさなければならないという声明を出した。

発達障害にも影響を与えているかもしれないということだ。アメリカでは家庭の芝生

にも農薬を散布する環境があり、そうした中で農薬使用を減らすことが提言されてい

る。 

 

（斗ケ沢氏）仮に EU のようにネオニコチノイド農薬を禁止した場合に代替をどう考

えるか？ 

（田坂氏）日本の有機農業の割合は非常に少ないが、有機農業を進めている国も多い。

有機農業はすぐには多収穫にはならないが、継続して取り組む必要がある。ブータン

では１００％有機農業にすることを目標にしている。途上国各国が有機農業で自給で

きるようになればよい。アジア学院では、そういう支援をしている。日本もすぐに有

機農業１００%は無理だけれども、こういう方向も念頭に置いていいのではないか。 

（水野氏）私たちも農薬全部をやめろと言っているわけではない。これだけ、農薬の

神経毒性などが問題になっているのだから、使用を増やそうではなくて、極力減らす

方向でやっていくべきだという考えだ。単位面積当たり世界で１，２を争う使用量で、

本当にいいのか。国の取り組みが遅いので、自分たちの地域だけはネオニコ削減を進

めようという動きもある。 

（斗ケ沢氏）ネオニコチノイド系をやめようという場合に、有機リン系についてもさ

らに人体への影響があるわけだから、これもやめようということでよいか？ 

（田坂氏）当然そうだ。ネオニコチノイドに反対して、その前の有機リン系農薬に戻

せということではない。農薬削減を進めるべきだという考えで、天敵利用も大いに取

り組むべきだ。ネオニコチノイド導入時にはこれによって農薬削減ということもいわ

れたが、ニコチンは胎児に影響があることがわかっているのだから、ニコチンと同じ

ようなネオニコチノイドはやめるべきだ。 
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（渡辺氏）自分の経営では薬効の落ちている部分は天敵利用に置き換えてきているが、

化学農薬を使っていないということではない。有機農業かどうかという大きな話で言

うと、日本の大量流通の実態からすれば、日本の農産物を全て有機農業でと言うのは

無理である。有機農業を目指す人は、そもそも有機農業でできるものを生産している。

個々の生産者が何をどの方法で生産するかというミクロの話と日本全体の農産物をど

うするかというマクロの話は分けて考える必要がある。 

（本山氏）ネオニコチノイド農薬に限らず、殺虫剤は、使用基準どおりに使えば収穫

物に残留基準を超えて残留することはない。実際に、厚労省の検査結果でも残留して

いない。日本は農薬を使い過ぎと言うことだが、耕地面積当たりの使用量と言うのは、

比較の仕方が正しくない。同一の品目や作型で比較するとそんなに突出して多く使用

してはいないのではないか。 

 

（斗ケ沢）ここで、会場の皆さんから、ご意見、質問を。 

（会場から）ネオニコチノイドの発明に関係したものとして一言。ネオニコチノイド

の特許が切れて全世界で大量に使われるようになった。カネと票からの圧力も増すで

あろう。特許切れ後に農薬の２５％にまでなったということだが、こんなに使うと抵

抗性も当然出ることになる。その意味でも、使用はもっと減らすべきだ。 

（会場から）２０５０年の世界の人口増を考えると、水、食料、エネルギーが大問題

で、これらについてのリスクマネジメントを考えなければならない。今日の農薬の議

論は、食料の問題に結びつくが、両論どちらも正しいと思われる。それらを踏まえて、

今後人口増に対してどうやっていくのかが我々の課題だ。今日の企画は、大変良かっ

た。今後さらに取り組んでいってほしい。 

（会場から）タイや中国の例でも大規模農業のようだが、日本型の小規模な農業であ

れば緩和できるのではないか。 

（田坂氏）言われるように中国は大規模。政府だけでなく農民も含めて解決方法を探

す必要がある。これをやれば 100%解決と言うわけにはいかないので、原因を探りなが

ら、少しずつ取り組みを進める必要がある。ベトナムでは花を植えてハチを増やして

いる。 

（会場から）日本の有機農業については、２００６年に法律ができて有機農業を推進

することになったが、当時の日本の有機農業の比率は、当時の０．１６%から 8年経っ

て０．２％になったにすぎない。この間、アメリカでは有機農産物は３５倍にもなっ

ている。これは、我々自身が考えねばならない問題だ。私は、農水省に有機農産物を

世界に輸出する研究を提出したら驚いていただけだった。 

（会場から）主婦の立場から参加した。先祖からうけ継いだ健康な土地は未来の命を

育てていく、健康な土地を守ることが重要だと考えている。 

 

（斗ケ沢氏）最後に、パネリストから一言、本日の感想と会場の皆さんに訴えたいこ
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となど。 

（渡辺氏）私たちの反省として申し上げたいことは、農業現場では、農薬の不適切な

使用が行われる場合もあるということ。それは、自分価値にも降りかかってくる。農

薬が効かなくなる原因に、農薬の使い方が悪いことも影響している。農薬をめぐって

は、テレビ番組などで時としてセンセーショナルな情報が流されることがあるが、生

産者はそれには対応のしようがない。プラスの方向で努力できるような合意が必要だ。 

（田坂氏）先ほどの映像の最後の方に出てくるのだが、タイ東北部では、農家１戸当

たり生産資材を買うために平均１０万バーツの借金があり、とび色ウンカの被害によ

って自殺者を出している。日本では有機農業は贅沢なように思われているが、途上国

の現実を見ると有機農業と言う選択肢が重要。日本も貢献する必要がある。 

（水野氏）子供が健康に育ってこその農業であり農薬である。１００％黒でなくても、

かなり濃い灰色ではあるが、農薬が子供の成長に影響しているとすれば、日本人も農

薬についてもっと考えていくべき時期ではないか。 

（本山氏）有機農業用に販売されている防除資材の検査が私のところにたくさん持ち

込まれたことがある。病害虫を防除する効果があるとする散布液を分析すると多くは、

防除活性がなく水と同じだった。検査した中に防除活性があるものがいくつかあった

が、それらは例外なく化学農薬が入っていた。ひどい場合は、アバメクチンという動

物に非常に有害な成分がたっぷり含まれていた。こんなものが有機農業用資材として

流通していた。こんなものを使うと一番の被害者は農産物を販売できなくなる生産者

です。消費者にとっても危険です。有機農業といっても全く農薬を使わないわけでは

なく、いくつかの農薬は使っていいことになっている。有機農業といっても実態をよ

く見ていただく必要がある。虫が食ったものは安全ということではない。 

 

（斗ケ沢氏）どうもありがとうございました。本日は、限られた時間ではありました

が、ネオニコチノイド系農薬がどういうものであって、どういう影響があるのか、そ

して今後どうしていけば良いのかということについて、いろいろな論旨が確認された。

皆さん一人ひとりのなかで一定の考えができたのではないか。 

食の問題は、非常に大切な問題であるので、これからも皆さんと一緒に考えていき

たい。 

 

以 上  

 


