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１．はじめに 

2007年、雑誌(アエラ1月号)の記事を契機として、殺虫剤ネオニコチノイド系農薬の人体への神経毒

性が国内で問題視されるようになりました。組合員からの要請も重なり、これらを受けて、同毒性への

警鐘を鳴らし続けてきた農薬の神経毒性研究者であり開業医の青山美子医師に取材し、同系農薬の不使

用を推奨する自主基準を、2008年度版自主基準書(農業基準)に新設しました。 

 

2008年以前の生活クラブの考え方は、1997年自主管理監査制度発足当初から、「発がん性の疑いのあ

る農薬」、「環境ホルモンの疑いのある農薬」、「ダイオキシン含有の疑いのある農薬」、「毒物、魚毒性D

類（水質汚濁性農薬）」を「要改善農薬」（対策を立てて改善することが求められる対象農薬）として位

置付けてきました。その結果、昆虫のみならず人体への毒性がきわめて強い殺虫剤有機リン系農薬の不

使用に主眼をおき、提携生産者が自主的に結成した｢生活クラブ青果の会｣を中心とした活動のなかで有

機リン系農薬の不使用を推進してきています。しかし、この考え方は、結果的に、有機リン系農薬に代

わるものとして、人体に毒性の低い農薬として新たに登場したネオニコチノイド系農薬への転換を促し

てきたことになります。 

 

しかし、ネオニコチノイド系農薬への転換は海外でも同様です。 

1990年代から開発され、家庭菜園、家庭用やペットの殺虫剤にまで普及し、世界的に使用が一般化し

た、あるいはしつつあった矢先、ネオニコチノイド系農薬のもうひとつの問題点が指摘され始めました。

それが、ミツバチに対する毒性で、女王蜂を中心とした一群(1箱当たり)数万匹の蜜蜂が数百、数千、数

万群単位で消滅･失踪する蜂群崩壊症候群(CCD：Colony Collapse Disorder)の原因となっていると

いうものです。花粉媒介機能によって食糧生産の一翼をになう蜜蜂の失踪です。 

2006年から翌年にかけ、米国では半年間で全米の蜜蜂の1/4が消滅したとの農務省発表があり、EU各

国ではさらに遡ること1994年、蜜蜂の集団失踪がフランスで報告され、重ねて2002年、数百万匹規模

の大量死が報告されています。国内でも2003年、熊本県で、2005年には岩手県で蜜蜂群の死滅が、そ

の後も各地での発生事例が報告されています。 

CCDは巣箱周辺での大量死ではなく巣箱からの消滅･失踪(死)という現象で、ネオニコチノイド系農薬

による神経機能のかく乱作用により帰巣できず死に至るのではと疑われています。散布された農薬の被

爆、あるいは、作物の細胞組織内に浸透したネオニコチノイド系農薬を含む花粉や蜜を介する蜜蜂体内

への取り込みなどの原因があげられ、生態系、環境への脅威と捉えられています。 

 

一方で、CCDの発生要因としてネオニコチノイド系農薬の単独主犯説を採らず、他の要因との複合的

な相乗効果を追究する研究も多く発表されています。ただし、ウイルス、病原菌、寄生虫、寄生虫殺虫

剤、腸内バクテリア、過酷な移動などによるストレス、さらに、遺伝子組換え農作物、温暖化、電磁波、

あるいは他の農薬とネオニコチノイド系農薬との組み合せによる強毒化など、対象とする要因は多く、

消滅･失踪という特異な現象を解くまでには至っていません。 

 

EU、特に農業国フランスでは、CCDの発生メカニズムが明らかでないにしろ、この現象には、神経

系をかく乱するネオニコチノイド系農薬の潜在的な危険性が関与している可能性があるとの予防原則

を適用し、一部のネオニコチノイド系農薬と作物を対象とした使用禁止措置を講じました。現代農業が

有する構造的な問題の先端部で発生した食糧生産を脅かすCCDへの対応策です。 

ネオニコチノイド系農薬の浸透性を利用して種子に同農薬をコーティングし播種後の殺虫効果をも

たせる種子処理（別添資料参照）が、フランスを始めとするEU各国での主な規制対象になっています。 

 

【「ネオニコチノイド系農薬専門委員会」設置】 

こうした状況の中で、昨年より、単協･組合員からのネオニコチノイド系農薬に対する生活クラブ 

の見解と対応策を明らかにする必要があるとの要請があり、また、本年(2010年)2月、NPO法人ダイオ

キシン・環境ホルモン対策国民会議の｢ネオニコチノイド系農薬の使用中止を求める緊急提言｣は、行政

への具体的な要請事項を示しました。 

 これらを受け、5月、生活クラブ連合会自主管理委員会のもとに、ネオニコチノイド系農薬に関する

問題点の整理と課題解決に向けた情報の収集と対応策の検討を目的に､｢ネオニコチノイド系農薬専門

委員会｣を設置しました。 
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しかし、冒頭で示したように、提携生産者においてもネオニコチノイド系農薬の使用が一般化する中

で、利用実態と対策に関わるアンケートには生産者からの厳しい回答が寄せられています。農薬削減を

進め着実に実績を上げてきたところへの、解決策が見出しにくい新たな問題提起になるからです。ネオ

ニコチノイド系農薬に代わる農薬の開発を待つか、農薬不使用への転換以外に抜本的な方途はないとい

う困難な状況に陥ったことになります。別項で詳述していますが、有機農産物が全耕作面積中のわずか

0.19％であることからも、解決には困難な道筋がみえます。 

 

一方、「国の農薬の考え方」項にある通り、農薬登録における安全性評価には万全を期していると行

政は表明していますが、均一が条件の動物実験による安全性評価にもかかわらず、化学物質への感受性

が多様な生身の私たちへの現れかたは様々です。この現実を直視し、「安全・健康・環境」生活クラブ

原則にうたっている化学物質の削減に一層努力していくことが必要です。 

 

【調査と検討結果】 

以上から、当専門委員会では、人体への毒性、生態系への脅威、予防原則、生産者のこれまでの成果

とそれを達成した努力と限界、それに生活クラブ組合員の取組みに対する姿勢を加え、これらを構成要

素として対応策の検討を以下のように進めてきました。 

・ ネオニコチノイド系農薬の学習(専門家からの取材) 

・ EU諸国での動きの調査 

・ 国内他団体の動向調査(運動団体･事業団体) 

・ 提携生産者の使用実態調査 

・ 問題点の整理 

・ 対応策の調査･検討 

 

これらの結果として、「米の産地別推進会議」及び「生活クラブ青果の会」を推進母体とする、次の

ような現状での必要な対策項目をまとめました。 

 
・ 独自の残留基準値を設定 

ネオニコチノイド類10成分については、国の基準値の1/10もしくは、EU基準値のいずれか、より

厳しい方の値を、新しい自主基準値とします。この自主基準値を超える残留農薬が検出された場

合には、生産現場の農薬使用計画を見直して、残留濃度を下げるように栽培方法の変更を要請し

ます。 

・ 粉剤、DL剤、空中散布による農薬拡散の回避 

農薬の環境中への拡散防止のため、既に国内でも人体・生態系（蜜蜂）被害事故を発生させて

いる粉剤、DL(ドリフトフリー)剤、空中散布の使用回避・代替策の検討が必要です。 

・ カメムシ対策と米の等級 

既に殺虫剤不使用の遊佐三成分米を対象として、色彩選別を経ないカメムシ被害の斑点米の

主食利用の生産者･消費者にとっての有効性を検証し、国の等級選別と異なる格付けをもって、カ

メムシ防除(ネオニコチノイド系)農薬の低減･不使用をめざす必要があります。 

米の提携産地との協議を進めながら対策案を検討し、検証を重ねながら進める必要があります。 

・ IPM(総合的病害虫管理)等の導入による農薬の低減、代替策の研究と実践 

      IPMの導入など、農薬の低減、代替方法の研究と実践の推進が必要です。ただし、微生物農薬

については現行自主基準との齟齬(外来と遺伝子組換え)がありますので、慎重な進め方が必要で

す。 

・ 生産者と地域養蜂農家との連携強化 

養蜂農家は、圃場を採蜜の場として提供する耕種農家への｢遠慮｣があり、被害を訴える有効な

手段を持ち合わせていない現状があります。連携強化に際しては、提携生産者周辺での蜂場の調

査や養蜂農家との情報交換のみならず、実効性を高めるため、上部団体や行政との連携による被

害調査やその対応が前提となります。 
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２．国の農薬の考え方（農林水産省資料を引用、他） 

２－１．農薬とは 

２－１－１．農薬取締法 

 

農薬取締法では、「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イルスの防除

に用いられる殺菌剤、殺虫剤その他の

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植物成長調整剤、

発芽抑制剤その他の薬剤をいう。」とさ

れ、また農作物等の病害虫を防除する

ための「天敵」も農薬とみなす、とされて

います。 

生産者は、「農作物を加害する害虫を

防除する薬剤」など右記項目に関連す

るものを使用する際は、全て登録された「農薬」を使用しなければなりません。 

ただし、農作物の防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制と

ならないように、特定防除資材という仕組みがあり、現在、「重曹」「食酢」「地場で生息する天敵について特定農

薬」の３つがあります。なお、雑草抑制シ－トやアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどはもともと農薬ではないので特定

防除資材ではありません。 

 

２－１－２．なぜ、農薬を使用せざるを得ないのか？ 

 

自然状態の山林などでは、当然ながら防除は行われていませんが、自生している植物に著しい被害が出るこ

とは一般にはありません。これは、自然界では様々な植物・動物が相互に影響を与えつつ、バランスを保って生

存しているからです。ある植物の葉を食べるイモムシが発生しても、イモムシを食べる鳥類がいたり、イモムシに

寄生する蜂がいたりして、特定のイモムシが大発生するようなことがないからです。 

一方、農業を始めて以来、人は病害虫や雑草から農作物を守るための努力を行ってきました。その方法とし

ては、病害虫に強い品種の利用、耕起や作物を収穫した残りの部分の除去による病害虫発生対策などの耕種

的防除、ビニールシートや敷きわらによる雑草抑制、太陽熱利用による土壌の消毒などの物理的防除、クモ等

の天敵等を利用した生物的防除も行われています。なぜ、このような違いが起こるのでしょうか。 

現在は、防除方法を組み合わせて行うことが推奨されていますが、

一般に耕種的防除、物理的防除及び生物的防除だけでは、農作物

の品質や収量の維持が難しく、少ない労力で一定の効果を得るた

めには、化学的防除（化学合成農薬による防除）を欠くことができま

せん。また、水田、畑等では同一種の作物が栽培されているので、

防除を行わないで、害虫が発生すると、エサがたっぷりあるうえ、天

敵や競争相手がいないため大発生となり、農作物に被害を与えるこ

とになります。 

病害虫の有効な防除方法がなかった時代には、例えば我が国で

は、享保年間に稲にウンカによる大被害の発生によって多くの人が

餓死したと記録があります。また、外国では1845年にアイルランドで

人々の主食であるジャガイモの疫病が大発生し、悲惨な飢饉が生じ

ました。 

過去に行われた調査結果では、一般的な栽培を行っていた圃場

で、急に病害虫防除対策を止めてしまった場合に、農作物の収穫

量が大幅に減少することを示しています。（日本の例：作物名の右の

（ ）の数字は、1991-1992年に実施した試験例の数です。出典：日

本植物防疫協会（1993年））。天敵や競争相手のいない圃場では、

簡単に農薬散布を止めることができないことが判ります。 
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２－１－３．日本の防除の歴史 

 

日本では、その昔、いわゆる「虫追い」、「虫送り」といって、生産者がみんなで太鼓、半鐘、たいまつ等をもち、

声を出しながら田んぼのまわりを歩き、稲に付く虫を追い払ったといわれています。江戸時代には鯨からとった

油を水田に撒き、稲に付いている害虫を払い落とす方法が発明され、昭和の初期まで続けられました。また、戦

前には除虫菊（蚊取り線香と同じ成分）、硫酸ニコチン（タバコから）などを用いた殺虫剤、銅、石灰硫黄などの

殺菌剤など天然物由来の農薬が使われていました。しかし、雑草に対しては手取りによる除草が中心で、戦後、

除草剤が開発されるまで続けられました。炎天下のこの作業は大変な重労働でした。 

戦後、科学技術の進歩により化学合成農薬が登場し、収穫量の増大や農作業の効率化につながりました。 

図1は、水稲における総労働時間と除草時間の変化を表したものです。除草時間の場合、1949年では除草時

間10アール当たり50時間であったものが、1999年では約2時間/10アールとなり、除草剤を使用することで除草

作業は効率的に行えるようになりました。これらの農薬の中には、人に対する毒性が強く、農薬使用中の事故が

多発したもの、農作物に残留する性質（作物残留性）が高いもの、土壌への残留性が高いものなどがあったため、

このことが昭和40年代に社会問題となりました（図2）。 

 

 

このため、昭和46年に農薬取締法を改正して、目

的規定に「国民の健康の保護」と「国民の生活環境の

保全」を位置づけるとともに、農薬の登録申請を行う農

薬製造業者や輸入業者は、農薬のほ乳類に対する急

性毒性試験成績書及び慢性毒性試験成績書、農作

物及び土壌において残留する性質に関する試験成績

書を新たに提出することとなりました。その結果、これ

まで使用されてきたBHC、DDT、ドリン剤などの残留

性が高く、人に対する毒性が強い農薬の販売禁止や

制限がなされました。この頃から農薬の開発方向は、

人に対する毒性が弱く、残留性の低いものへと移行し

ていきました（図3）。また、近年は生物由来の農薬も

開発され普及が進んでいます。 

 

 
図 3．農薬の急性毒性の比率の変化 

 

 

 

２－２．殺虫剤とは 

 

２－２－１．毒性の強い殺虫剤から人畜への弱毒性農薬の開発へ 

 

日本の殺虫剤の歴史を次ページ表１に示します。除虫菊が1886年に日本に持ち込まれ栽培が始まりました。

1924年に除虫菊の有効成分がピレトリンという化学成分であることが発見されました。1938年に世界最初の合

成殺虫剤である有機塩素系殺虫剤のDDTが発見されました。第二次世界大戦中1944年のドイツで、毒ガス兵

器の研究成果を応用して有機リン系殺虫剤のパラチオンが開発されました。戦後にカーバメート系殺虫剤やピ

レスロイド系殺虫剤がつぎつぎと開発されていきました。ネオニコチノイド系殺虫剤は、そのなかでも比較的新し

い殺虫成分です。 

 
図 1．水稲作業の労働時間の推移 

（財）日本植物成長調節剤研究会調べ 
 

図 2．農薬による死亡事故数 
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開発当初の殺虫剤には、殺虫力の強さばかりを追及したために、強い人体毒性や生態毒性があるものが少

なくありませんでした。 

世界最初の合成殺虫剤であるDDTは、初期の頃は人畜無害な殺虫剤であると考えられていて、ヒトの蚤やシ

ラミの駆除のために人体に直接振りかけるように使用しました。しかし、その後、難分解性のため生物の体内に

蓄積し、食物連鎖を通じて生物濃縮されること、鳥類の卵の殻を薄く割れやすくする作用があり生態系を破壊す

ること、発がん性や環境ホルモン作用が疑われることなどから、多くの国で使用禁止になりました。 

また、最初の有機リン系殺虫剤であるパラチオンも、強い人畜毒性（神経毒）があり、農作業従事者の死亡事

故を頻発させ、また、数多くの自殺や殺人に利用されました。そのため、日本では1971年に特定毒物に指定さ

れて使用禁止になりました。 

このように、有機塩素系から、有機リン系、カーバメート系、ピレスロイド系、ネオニコチノイド系と順に開発されて、

人畜への毒性が当初に比べて弱い殺虫剤が次々と開発されていき、日本は単位耕地面積あたり最も農薬使用

量の多い国になりました。 

 

表１.日本における殺虫剤の変遷 

 有機塩素系 有機リン系 カーバメート系 ピレスロイド系 ネオニコチノイド

系 

1886年    除虫菊の種来日  

1924年    ピレトリン発見  

第2次 

世界大戦 

米国で合成農薬

の研究が開始 

  日本の除虫菊の

輸出が止まる。 

 

1938年 ＤＤＴ開発     

1944年  パラチオン開発    

1948年 ＤＤＴ登録     

1950年代 ===農薬の普及期===  アレスリン開発  

1952年  パラチオン登録    

1959年   カルバリル登録   

1961年  スミチオン登録    

1962年 ===「沈黙の春」の連載・出版===   

1967年    アレスリン登録  

1971年 ＤＤＴ失効 パラチオン失効    

1981年 ＤＤＴ使用禁止     

1992年     イミダクロプリド登

録 

 

 

２－２－２．薬剤抵抗性の変遷 

 

しかし、殺虫剤を使い続けた結果、標

的の害虫が次第にその殺虫剤への抵抗

性を獲得し、効果が激減するようになりま

した。そのため、別の作用機構の殺虫剤

が求められたことも、様々な系統の殺虫

剤が開発されてきたことの理由です。 

次頁の表２に殺虫剤の系統別の作用

機構と毒性の特徴をまとめました。同じ作

用機構の薬剤を使用し続けると抵抗性

害虫の発生を招きます。 

 

 
 

図 4.殺虫剤の変遷 出典：水野（2009.7） 
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表２.殺虫剤の作用機構 

殺虫剤の 

種類 

作用す

る場所 

作用機構 毒性の特徴 生活クラブ 

自主基準 

有機リン系  

 

神経系 

 

神経シナプスにあるアセチ

ルコリン受容体に信号を伝

達したあとのアセチルコリン

を分解する酵素を阻害する

ので、伝達信号が止まらな

くなる。 

ナチスドイツの毒ガス研究の応用。 

分解酵素に強く結びつく。 

遅発性の毒性が発現することがある。 

不使用を推奨 

要改善農薬 

カーバメート

系 

カラバル豆のフィゾスチグミンを参考。 

分解酵素から比較的離れ易く、 

毒性が継続しない。 

有機リン系よりも即効性がある。 

 

オキサジア

ゾール系 

分解酵素から比較的離れ易く、 

毒性が継続しない。 

 

除虫菊 ・ 

ピレトリン 

神経線維のナトリウムイオン

チャネルを開放して、活動

電位を混乱する。 

ピレトリンと全く違う構造で

作用機構が似ているものを

「ピレスロイド様」という。 

天然物の除虫菊が起源。 有機農業 

許容農薬 

ピレスロイド

系  ・ 

ピレスロイド

様 

除虫菊(ピレトリン)を参考に合成。 

即効性で残効性がある。 

一般に、魚毒性が高い。 

環境ホルモンの疑いがある。 

 

ニコチン ・ 

ネオニコチノ

イド系 

神経シナプスにあるアセチ

ルコリン受容体（ニコチン性

アセチルコリン受容体）に直

接結合して、伝達信号を与

える。 

 

もしくは、伝達信号の授受

を阻害する。 

ニコチンを参考に合成。 

即効性で、残効性がある。 

作物の中に染み込む。 

ヒトの心電図に影響を与える。 

ミツバチの蜂群崩壊症候群(CCD)の原

因のひとつとされる。 

不使用を推奨 

   ・ 

対応検討中 

ネライストキ

シン系 

イソメ(釣り餌)の成分を参考に合成。 

速やかに神経麻痺がおきるが、致死ま

での時間は長い。残効性あり。 

未評価 

フェニルピラ

ゾール系 

GABA受容体に直接結合

して、信号授受を妨害す

る。そのため塩素イオンチャ

ネルを開けなくなる。 

 

遅効性で散布後24-48時間後に効果が

現れる。 

 

アミジノヒドラ

ゾン系 

呼吸系 ミトコンドリアの電子伝達系

を阻害して呼吸（エネルギ

ー代謝）を止める。 

遅効性で食毒効果が高いので、毒餌剤

として巣ごと退治する。 

 

マクロライド

系 

 

幼虫発育阻

害 

発育 幼虫の脱皮や変態などを妨

害して成虫にしない。 

幼虫の時期にしか効果がない。 

他の生物に影響しない。 

 

天敵等 

生物農薬 

天敵 害虫に寄生、害虫を捕食す

る生物を使う。 

生態系にもともといない外来種を導入す

ると生態系を破壊してしまう。 

有機農業 

許容農薬 

性フェロモ

ン 

誘引 メスの性フェロモンを流し

て、本物のメスを見つけられ

ず、繁殖を制限する。 

他の生物に影響しない。 有機農業 

許容農薬 

マシン油・な

たね油・で

んぷん・脂

肪酸グリセリ

ド 

気門 昆虫の呼吸する気門を物理

的に塞いで窒息させる。 

マシン油の毒性というより、展着剤（合成

界面活性剤）の泡による窒息効果が大

きい。 

有機農業 

許容農薬 

メタアルデヒ

ド 

誘引 

毒餌 

なめくじを誘引して、食べる

と動けなくなる。 

ナメクジ専用。 

動けないまま乾燥する。 

有機農業 

許容農薬 

ピリジンカル

ボキシアミド

系 

不明又は非特異的作用機構 

（選択的摂食阻害） 

  

有機塩素系 有機塩素系は分子構成上の分類なの

で、殺虫作用点は様々。 

有機塩素は自然界には、ほぼない。 

難分解、蓄積性で、生物濃縮する。 

不使用を推奨 
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２－３．農薬登録と毒性評価 

 

２－３－１．農薬登録 

 

農薬は、使い方を間違うと生物や環境に影響を与えてしまう薬剤や天敵です。その安全性は、登録制度によ

って審査されて、作物への残留や水産動植物への影響に関する基準が設定され、この基準を超えないような使

用方法が定められます。従って、農薬の最低限度の安全を確保するために、登録された農薬について定められ

た使用方法を遵守しなければなりません。 

農薬は、その安全性の確保を図るため、「農薬取締法」に基づき、製造、輸入から販売そして使用に至る全て

の過程で厳しく規制されます。その中心となっているのが、「登録制度」です。これは、一部の例外を除き、国（農

林水産省）に登録された農薬だけが製造、輸入及び販売できるという仕組みです。 

人や家畜に対する毒性を調べるために行われる毒性試験は、大きく分けて、短期間に多量の農薬を摂取し

た場合の毒性（急性毒性）と、少量であっても長期間に農薬を摂取した場合の毒性（慢性毒性）を試験するもの

があり、急性毒性試験は主に農薬を使用する人への影響を、慢性毒性試験は農薬が使用された農作物を食べ

る人に与える影響を調べるものです。 

農薬の登録を認めるか否かの判断基準（農薬登録保留基準）のうち、（１）作物残留、（２）土壌残留、（３）水産

動植物の被害防止及び（４）水質汚濁に関する基準を環境大臣が設定しています。 

有用昆虫（蚕、ミツバチ、天敵昆虫等）への影響をみるため、各有用昆虫を用いた試験も行われています。ミ

ツバチでは半数致死量LD50※、蚕では残毒期間等が調べられ、農薬使用時における安全な取扱い方法が確

立されます。 

※LD50＝50％半数致死量。一定時間内に実験動物の半数を死亡させる致死量のこと。動物種お

よび毒物の投薬経路によってその値は異なる。値が高いほど毒性は低い。 

 

２－３－２．残留農薬基準 

 

①残留農薬とは 

農薬は、病害虫や雑草などの防除、作物の生理機能の抑制などを目的として農作物に散布されますが、目

的とした作用を発揮した後、ただちに消失するわけではありません。 

このため作物に付着した農薬が収穫された農作物に残り、これが人の口に入る、あるいは農薬が残っている

農作物が家畜の飼料として利用され、ミルクや食肉を通して人の口に入ることも考えられます。このように農薬を

使用した結果、作物などに残った農薬を「残留農薬」と言います。 

 

②安全な範囲での農薬の残留基準とは 

まず、農薬の登録申請時に提出される毒性試験の結果から、その農薬を一生涯に渡って仮に毎日摂取し続

けたとしても、危害を及ぼさないと見なせる体重1kg当たりの1日許容摂取量（ADI：acceptable daily intake）

を求めます。 

※ＡＤＩ＝許容1日摂取量（人が体重1kg当り毎日摂取しても影響のでない量）のこと。長期毒性試

験等の無毒性量より決定する。 

一方、作物に散布された農薬は、作物に付着するもの、付着しきれずそのまま土壌、大気中にいくもの、水田

水から河川に入るもの、また分解してしまうものがあり、農作物や水などを通じて人間が農薬を摂取することにな

ります。したがって、各経路から摂取される農薬がADIを超えないように管理、使用する必要があり、環境大臣が

定める登録保留基準は、この点を考慮して設定されています。 

こののち、農薬の有効成分（成分）ごとに食用作物に残留が許される量を決めたのが、農薬の残留基準です。

大気や水からの農薬の摂取を考慮して、各作物の農薬の残留基準の総計が、この農薬のADIの8割以内となる

ように決められています。現在登録されている農薬については、ラベルに表示された使用方法を守って使用す

れば、農薬が基準を超えて残留することがなく、これによって国民の健康が脅かされる恐れがないことになって

います。 

 

③体重1kg当たりの1日許容摂取量（ADI）の決め方 

体重1kg当たりの1日許容摂取量とは、その農薬を人が一生涯に渡って、仮に毎日摂取し続けたとしても危害

を及ぼさないと見なせる量のことです。まず、ラットやマウスの動物を用いた慢性毒性試験などの長期毒性試験

の結果の中から最も低濃度でも影響の見られる試験を選び、その試験で影響のみられなかった投与量（無毒性

量／NOAEL：no-observed adverse effect level（mg/kg/日））を求めます。（図６） 
※無毒性量＝NOAEL（No Observed Adverse Effect Level）。毒性試験から求められた、動物
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が生涯毎日摂取しても、動物の体に有害な作用を与えない量。単位：mg／kg体重／日 

この値は動物試験による結果であることと人においては個人差があることを考慮して、不確実係数（通常

1/100［1/（10［種間差］×10［個人差］）］）を乗じ人に影響のない量を求めます。この結果がADIとなります。この

ADIは、体重1kg当たりの1日許容摂取量なので、これに日本人の平均体重（53.3kg）を乗じて、日本人1人当

たりの摂取許容量が求まります。（図７）。 

但し、不確実係数の値が通常の値（10×10）でよいのかどうかは、議論になるところです。 

 

 
図６.動物を用いた長期毒性試験における 

反応出現率と農薬投与量の関係 
 

図７.許容1日摂取量(ADI)の算出の流れ図 

 

④農薬の残留基準の決め方 

通常、作物の表面に散布された農薬は、大気中への蒸発、風雨による洗い流し、光や水、酸素などとの反応

による分解で、散布日から時間が経つにつれて減少していきますが、収穫時に農薬が残留することがあります。 

農薬の作物への残留量は、登録申請時に提出される作物残留性試験から得た残留量を基に基準値が設定

されます。その場合気象条件など種々の外的要因により変動する可能性があることから、基準値は、試験での

残留量に比べて、ある程度の安全率を見込んで設定され、また国際基準等も考慮して設定されます。 

例として大豆、小豆類及びかんしょ等に使用される農薬について説明します（下記表）。一定の使用方法を前

提に行った試験による農作物への残留量が、大豆で0.97ppm、小豆類で0.82ppm、かんしょで0.47ppmの場

合、これらの結果を基にかなりの安全率をみて各残留値を大豆で2ppm、小豆類で2ppm、かんしょで1ppmと

以下いちごまでとりあえず仮置きします。次にこの値と各農作物を国民が平均的に食べる量（厚生労働省の国

民栄養調査によるフードファクター）から農薬の推定摂取量を計算します。各作物の推定摂取量の合計は

0.2378mgとなり、この許容摂取量4.4184mgの8割以内であるため、この場合、各作物の基準値は、大豆で

2ppm、小豆類で2ppm、かんしょで1ppmに設定されます。 

 

表３.作物群の基準値の設定と最大推定摂取量の推計 

※推定摂取量（mg:各適用作物［基準値（ppm）×フードファクター（kg）］の合計）≦ADI（mg/kg）×53.3（kg）  

作物群 使用方法 最大作物残留量 

（ppm） 

基準値 

（ppm） 

フードファク

ター（g） 

推定摂取量 

(mg) 

日本人の許容摂取量 

（ADI×53.3） 

大豆 散布 0.97 2 56.1 0.1122   

小豆類 散布 0.87 2 1.4 0.0028 

かんしょ 散布 0.47 1 15.7 0.0157 

てんさい 散布 0.31 1 4.5 0.0045 

キャベツ 散布 0.82 2 22.8 0.0456 

たまねぎ 散布 0.33 1 30.3 0.0303 

にんじん 散布 0.46 1 24.6 0.0246 

未成熟いんげん 散布 0.38 1 1.9 0.0019 

えだまめ 散布 0.16 0.5 0.1 0.00005 

いちご 散布 0.15 0.5 0.3 0.00015 

合計         0.2378 4.4184mg/人/日  
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の決め方として、水田で使用される農薬では、作物に散布された農薬が

水面に落下するだけでなく、直接水田に施用されるものもあります。使用された農薬は水田の土壌に付着したり、

水中で分解したりしますが、排水路などに流出し、河川を経由して飲料水として摂取されることも考えられます。 

そこで、日本人1人当たりの1日の飲水量は2リットルとし、飲料水からの日本人1人当たりの摂取が許容される

農薬の量をADIの10％の範囲までとなるように、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の値を設定します。 

水質汚濁性試験成績から計算した、150日間の平均濃度が基準値を越えていなければその農薬は登録されま

す。 

 

 

２－４．農薬の削減 

 

２－４－１．一般的な農薬削減方法について「農薬削減に関する表示と規制」 

 

農薬削減に関する一般的な方法は農薬の散布回数を削減することです。従来は「無農薬」「低農薬」「減農

薬」等色々な名前で呼ばれていましたが、現在は統一されています。 

 

  表４・現在の農法に関する表示と規制 

 
【現在は「減」「無」という表現は行いません】 

 
 

例えば、「バランゴンバナナ」は栽培上、農薬を使用していませんが、植物検疫上、内部浸透しない青酸ガス

による燻蒸処理を行う場合があるため「無農薬」という表現は使用出来ません。 
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２－４－２．有機農産物 

①有機農産物栽培とは？ 

原則的に化学合成農薬、化学肥料、化学合成土壌改良材を使わないで、3年以上を経過し、堆肥など（有機

質肥料）による土づくりを行ったほ場において収穫された農産物を「有機農産物」、3年未満6ヶ月以上の場合は、

「転換期間中有機農産物」といいます。 

有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された

事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。 この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品

に、「有機」、「オーガニック」などの名称を表示したり、これと紛らわしい表示を付けることは法律で禁止されてい

ます。 

なお、有機農産物の栽培で使用できる「化学合成農薬」があるので、有機農産物であっても農薬不使用であ

るとは限りません。 

 

②有機農産物の現状 

現在、国内で生産される農産物のうち、JAS認定を受けた有機の割合は0.18％（2008年度：重量ベース）で

す。生産者の割合は農業就業人口全体の0.19％となり、前述の有機農産物の割合と概ね符合します。 

一方、国内有機JAS認定ほ場面積は、約8595ha。国内耕作面積の0.19％です。この内、JAS有機認定ほ

場の普通地（田以外の耕作地の内、果樹・牧草地を除いた畑）は4416ha（有機ほ場の内51.4％）、果樹地は

998ha（同11.6％）です。ただし、普通地には大豆畑や茶畑を含んでいますので、実際に生鮮野菜を栽培して

いる面積はもっと少ないのが実情です。 

 
 

 
 

一般的な有機農産物の普及について、消費サイドで、農薬や化学肥料の使用を避ける有機農産物を求めて

いるにも関わらず、国内の生産現場における有機栽培は、遅々として進みません。原因は幾つか考えられます

が、農産物に対する消費サイドの要求が高すぎて、生産技術が追いつかないと言われています。つまり、「でき

ることなら農薬や化学肥料は使いたくない」と生産者がそう思っていても、虫食いがあったり、形が悪かったりす
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れば、販売先が限定されるうえ、価格も低い。また、雑草管理に失敗すれば、収量が低下する可能性もあります。

また、生産コストに対して、費用対効果相応の評価が得られないために、生産農家が二の足を踏んでいるのが

実情です。 

 

有機農産物格付推移
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２－４－３．特別栽培農産物 

①特別栽培農産物とは？ 

地域の慣行レベル（各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況）に比べて、節

減対象農薬の使用回数が50％以下、化学肥料の窒素成分量が50％以下という「特別栽培農産物に係る表示

ガイドライン」で規定された農法で作られた農産物です。 

特別栽培農産物に係る表示ガイドラインとは、農薬や化学肥料を節減して栽培した農産物について、消費者

がこれらの農産物を購入される際の目安となるよう、生産、流通、販売に携わる人たちが守るべき生産や表示に

ついての一定の基準を農林水産省が定めたものです。このガイドラインは、法令に基づいて遵守義務を課すも

のではありませんが、農産物の生産、流通、販売に携わる人たちがその生産・表示のルールに従って自主的に

確認・管理し、関係者の自発的な行動によって守られることになります。 

節減対象農薬とは、従来の「化学合成農薬」から「有機JAS規格で使用可能な化学合成農薬」を除いたものと

なります。具体的には、硫黄くん煙剤、硫黄粉剤、硫黄・銅水和剤、食酢、水和硫黄剤、生石灰、性フェロモン

剤、石灰硫黄合剤、炭酸水素カリウム水溶剤、炭酸水素ナトリウム水溶剤及び重曹、炭酸水素ナトリウム・銅水

和剤、銅水和剤、銅粉剤、二酸化炭素くん蒸剤、メタアルデヒド粒剤、硫酸銅、燐酸第二鉄粒剤、ワックス水和

剤を除いた化学合成農薬をいいます。  
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３．生活クラブの農薬の考え方 

 

３－１．自主管理監査制度 

「『安全・健康・環境』生活クラブ原則」に基づく「自主管理監査制度」の自主基準が生活クラブ消費材開発の

基本です。 

農産物に関しても、自主基準「農業基準」が考え方の基礎となっています。農薬の使用に関しては、基本的に

否定されるべきものと考えています。農薬は農業生産を経済的側面（生産性）において支えている資材ですが、

その一方、自然環境や生物にとって問題となる毒性をもっています。その毒性こそが農薬の本質です。一人の

消費者がスーパーや地域の小売販売店で農産物を購入せず、生活クラブ生協に加入して組合員となり、利用

結集活動を続け、生産者と共に活動するのも、農薬をいかに削減し、食の「安全・健康・環境」をいかに具体化

するかという目的意識によるものです。 

 

この制度は、組合員と生産者によって担われ、自主基準の制定やそれに基づく実行策を伴って運用されてき

ました。また、産直事業として直接的な取り組みを行うということに留まらず、組合員・生産者は協力して、産地の

生産課題や将来にわたる安定的な生産に向けて積極的に関与し、障害となる課題の解決に取り組んできました。

「要改善農薬」の削減活動や、生産者と組合員（消費者）の主体性において作付品種が選択できるよう、遺伝子

を海外に依存しない種子の自主管理に向けた取り組みも行ってきました。 

リスクを生産者だけに負担させるのではなく、組合員もリスクを担うことで生産者が安心してチャレンジできる環

境を保障しています。 

 

３－２．生活クラブでの農産物取組の始まり 

1968年に東京の世田谷区で消費生活協同組合として設立されてから、生活クラブがはじめて農産物を取り

扱いはじめた頃、農産物を一般市場から購入しなければなりませんでした。それは市場の細分化された品位等

級や区分ごとに価格が決められたものでした。これを実現させたのは、化学合成肥料と農薬の多量使用により、

農業生産物であるものを工業的に管理する生産技術でした。 

 そのような状況の中で、少しずつ組合員が必要する農産物の取組みに向けた動きが始まりました。1970年代

に、生活クラブ生協（東京）で「安心して食べられる新鮮な野菜が欲しい」という思いから、配送センターの近くに

ある地元の生産者（地場）と話し合い、支部の「野菜部会」による自主的取組みが始まりました。生産者と組合員

の話し合いにより提携が始まり、有機農業、低農薬栽培（当時）をめざしながら、栽培された旬の新鮮な素性確

かな露地野菜を手にすることができました。しかし当時は、生産品目、端境期などの限界により、年間を通じて必

要な野菜がそろわず、組合員は市販品に頼らざるを得ませんでした。 

 

３－３．青果物共同事業 

1980年代に、地場野菜取組みの問題点を解決し、供給が保障される「（欠品が発生しない）アテになる野菜」

をめざして、単協全域で「農産物ライン」の取組みを開始しました。最初の「支部の自主取組み」から、単協の共

同購入事業へ発展しました。 

この「共同購入」事業化により、計画的消費を組織しながら食生活における充足性を高め、首都圏地場に加

えて近郊主産地を形成しました。1998年には首都圏にある４つの生活クラブ生協（単協）の農産物事業を連合

化（事業の一元化）し、消費・購買力を集中させ、業務の効率化と事業基盤の整備を進めました。さらに、生活ク

ラブ連合会と全国農業協同組合連合会(以下,全農)は、2000年４月より、「国内自給力の向上」「『安全･健康･環

境』の推進」を目的に、青果物の生産・流通・消費の新しいモデルづくりを実践する青果物共同事業を開始し、

「国内自給の向上」「『安全・健康・環境』の推進」「情報公開」の具体化を進めてきました。いずれも化学合成農

薬の削減や、「安全・健康・環境」の具体化は各産地の自主的な活動を主体としていました。 

 

３－４．無登録農薬問題 

そのような状況の中で、国内での化学合成農薬使用に関して転換点と言える事件が発生しました。それが

2002年の「無登録農薬」問題です。 

 「平成14年7月30日に山形県において無登録農薬（ダイホルタン及びプリクトラン）を販売していた2業者が農薬取締

法違反及び毒物及び劇物取締法違反の容疑で逮捕され、8月9日には、更に山形の業者に販売していた東京の業

者が、農薬取締法違反の容疑で逮捕されました。（2）その後、東京の業者が販売していた他の都府県の販売業者

への立入検査の結果をもとに、他の販売業者及び購入農家への立入検査も進み、平成14年末までに44都道府県

で無登録農薬の販売（約270営業所（個人を含む。））又は購入（約4,000農家）が行われていたことが判明（出典：

農林水産省）」しました。 
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この「無登録農薬問題」を契機に、社会における化学合成農薬使用の実態が問われ、2006年の食品衛生法

に基づく残留農薬のポジティブリスト制につながっています。 

 

３－５．自主基準「農薬データベース」の整備 

これらに対し、生活クラブでは化学合成農薬の削減を個々の生産者の自主的な努力だけに委ねるのではなく、

統一的な考え方に基づき対応を進めることとしました。 

2007年より自主基準「農業基準」に改善を要する農薬として、「発がん性の疑いのある農薬」、「環境ホルモン

の疑いのある農薬」、「ダイオキシン含有の疑いのある農薬」、「毒物、魚毒性D類（水質汚濁性農薬）」を「要改

善農薬」（対策を立てて改善することが求められる対象農薬）として位置付け、生活クラブの提携生産者団体で

ある「生活クラブ青果の会」の主体的な活動として削減を進めてきました。 

この内、「毒物」「魚毒性D類（水質汚濁性農薬）」は法律に基づく表示が義務化されていますが、「発がん性の

疑いのある農薬」「環境ホルモンの疑いのある農薬」「ダイオキシン含有の疑いのある農薬」は生活クラブが大学

や研究機関など専門家の研究結果を総合的に判断し、独自に基準化しました。 

現在、国内で販売されている農薬は３年ごとに登録が更新されており、年々毒性の強い農薬は姿を消しつつ

あります。近年、国内で使用されている化学合成農薬で「毒物」「魚毒性D類（水質汚濁性農薬）」に指定されて

いる農薬を使用することはほとんど見られなくなりました。このため、産地では「発がん性の疑いのある農薬」「環

境ホルモンの疑いのある農薬」「ダイオキシン含有の疑いのある農薬」という生活クラブが独自に作成した農薬デ

ータベースを基に削減を進めています。 

 

３－６．提携生産者の努力と成果 

09年実績では提携産地全体で約50％の品目で「要改善農薬」不使用となりました。天候や病害虫の発生状

況により削減できた農薬が次年以降も継続的に不使用にできるとは限りませんが、使用する可能性のある農薬

を記載する「農産物データ（栽培計画）」から削除できている、あるいは検討している段階等、着実に削減は進ん

でいます。 

提携している生産者は、品目毎の病害虫発生状況と生活クラブの農薬データベースを見比べながら、基準に

適合する化学合成農薬を選択しています。生活クラブの「要改善農薬」に該当する農薬の多くは昔から広く利用

されている農薬が多く、「幅広く使用できる（多くの品目で散布できる）」「価格が安い」などの他に「予防効果と治

癒効果を併せ持つ」など、生産者が必要とする「農薬そのものもの効果・効能」をもっています。一方、基準に適

合する農薬は、近年新たに開発（販売）されたものが多く、農薬としての毒性は従来の農薬に比べ影響が少ない

弱いものの「使用できる品目が限られている（マイナー作物に使用できない）」「価格が高い」などの他に「効能は

予防効果に限られており、被害が発生した後は効果が期待出来ない」などの「農薬としての効果・効能に制限性

がある」ものが多いと考えています。 

また、農薬取締法の規制強化による適用や散布回数の制限など、使用できる環境が厳しくなっている中で、

外来害虫・既存病害虫の薬剤抵抗性などの発生は、仮に生活クラブの基準に適合している農薬が販売されて

いても、実際の効果の問題や、効果があっても抵抗性が生じないように同じ系統の薬剤を連続して使用できな

いという条件の中で、どの農薬が使用できるのかを日々思案しています。 

 

３－７．ネオニコチノイド系農薬対策における課題 

生活クラブとしては、産地に対して化学合成農薬の削減を進めており、「商品価値」ではない「利用価値」とし

て農産物を取り組んでいますが、産地における病害虫の蔓延により、出荷量の大幅な減少に見舞われた場合、

そのリスクは全て生産者が負担しているという現実があります。このため、野菜や果物など青果物については、ま

ず「要改善農薬」の削減を優先して対応しており、代替としてネオニコチノイド系農薬に切り替えてきた経緯があ

ります。このため、ネオニコチノイド系農薬の削減をめざす場合、新たな新薬の開発を待つか、それとも化学合

成農薬を使用しない農法をめざすか、いずれかの選択を迫られる、消費者も参画しなければ解決できない大き

な課題に直面することになりました。 
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４．ネオニコチノイド系農薬 

４－１．ネオニコチノイド系農薬とは 

 

ネオニコチノイド系殺虫剤は、左図のニコチンの構造を参考にして開発された殺

虫剤です。神経シナプスにあるニコチン性アセチルコリン受容体に結びついて、神

経に刺激を与える殺虫剤です。 

 

 ニコチン 

CAS番号 54-11-5 

和名 ニコチン 

英名 NICOTINE 

EC統計 I5.1 生物由来殺虫剤 

CIPAC 8 

 

図５に示すように、ネオニコチノイド系殺虫剤で日本国内で発売されている成分は７成分ですが、その分子構

造の類似性から、フィプロニルとフロニカミドにも同様の規制をする事例があります。また、新農薬であるエチプロ

ールも分子構造が類似しています。 

 

エチプロール キラップ

その他

マシン油、性フェロモン

天敵 ベストガードニテンピラム

アクタラチアメトキサム

フィプロニル プリンス

バリアード

商品名

モスピラン

アドマイヤー

ダントツ

スタークル

成分名

フェニルピラゾール系

アセタミプリド

イミダクロプリド

クロチアニジン

ジテノフラン

スルホキサフロル

有機リン系

カーバメート系

ピレスロイド系

ネオニコチノイド系

農薬 効能 化学構造分類

農薬 殺虫剤

殺菌剤

除草剤

フロニカミド ウララ

チアクロプリド

植物成長調整剤

その他

有機塩素系

 
図５．ネオニコチノイド系( フェニルピラゾール系 ・ ピリジンカルボキシアミド系 )農薬 

 

 

４－１－１．アセタミプリド 

CAS番号 135410-20-7, 160430-64-8 

和名 アセタミプリド 

英名 ACETAMIPRID 

EC統計 I6.14 ピリジルメチルアミン系殺虫剤 

CIPAC 649 

商品名 モスピラン、マツグリーン、イールダー、アリベル 

開発 日本曹達 

分子式 C10H11ClN4 

SMILES Clc1ncc(CN(/C(C)=N/C#N)C)cc1 

分子量 222.67 

ＡＤＩ 0.071 mg/kg体重/日（2008日本、2010年再評価中） 

0.07 mg/kg体重/日（EC）、0.071 (US-EPA) 

毒劇物 劇物 

農薬登録 1995年11月28日 

EU登録 No.92.(2005.1.1) 2004/99/EC 

23カ国登録。フィンランド申請中。 

 



ネオニコチノイド系農薬調査報告書 

 ―16/40― 

４－１－２．イミダクロプリド 

CAS番号   138261-41-3 

和名 イミダクロプリド 

英名 IMIDACLOPRID 

EC統計 I6.14 ピリジルメチルアミン系殺虫剤 

CIPAC 582 

商品名 アドマイヤー、メリット、アースガーデン、ハチクサン、アド

バンテージ 

開発 日本特殊農薬製造（現、バイエルクロップサイエンス） 

分子式  C9H10ClN5O2 

SMILES  c1nc(Cl)ccc1CN2C(=NN(=O)=O)NCC2 

分子量  255.66 

RTECS  NJ0560000 

ＡＤＩ 0.057 mg/kg体重/日（日本2010、US-EPA） 

0.06 mg/kg体重/日（EU2008、WHO） 

毒劇物 劇物 

農薬登録 1992年11月4日 

EU登録 No.222（2009.8.1） 2008/116/EC 

27カ国で登録。 

ミツバチ保護のための特別規定（2010/21/EU） 

 

４－１－３．クロチアニジン 

CAS番号 210880-92-5 

和名 クロチアニジン 

英名 CLOTHIANIDIN 

EC統計 I6.8 ニトログアニジン系殺虫剤 

CIPAC 738 

商品名 ダントツ、フルスウィング、モリエートSC、タケロック 

開発 武田薬品工業（原、住化武田農薬）、バイエル 

分子式 C6H8ClN5O2S 

SMILES Clc1sc(CN/C(NC)=N/[N+]([O-])=O)cn1 

分子量 249.67 

ADI 0.097 mg/kg体重/日(日本2008、EC) 

0.0098 mg/kg体重/日（US-EPA） 

農薬登録 2001年12月20日（非食用）、2002年4月24日(食用) 

EU登録 No.123（2006.8.1） 2006/41/EC 

19カ国で登録。スロベニアで登録申請中。 

ミツバチ保護のための特別規定（2010/21/EU） 

 

４－１－４．ジノテフラン 

CAS番号 165252-70-0 

和名 ジノテフラン 

英名 DINOTEFURAN 

商品名 スタークル、ミケブロック、アルバリン 

開発 三井化学 

分子式 C7H14N4O3 

分子量 202.21 

ADI 0.22 mg/kg体重/日（2010食品安全委員会）、 

0.02 mg/kg体重/日(US-EPA) 

農薬登録 2002年4月24日 

EU登録 なし 
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４－１－５．スルホキサフロル 

CAS番号 946578-00-3 

和名 スルホキサフロル 

英名 SULFOXAFLOR 

商品名  

開発 ザ・ダウ・ケミカル・カンパニー、日産化学工業 

分子式 C10H10F3N3OS 

SMILES  

分子量 277.27 

ADI 未設定 mg/kg体重/日（日本） 

農薬登録 申請中 

EU登録  

 

 

 

４－１－６．チアクロプリド 

CAS番号 11988-49-9 

和名 チアクロプリド 

英名 THIACLOPRID 

EC統計 I6.14 ピリジルメチルアミン系殺虫剤 

CIPAC 631 

商品名 バリアード、エコワン 

開発 日本バイエルアグロケム、バイエルクロップサイエンス 

分子式  

分子量  

ADI 0.012 mg/kg体重/日（日本） 

0.01 mg/kg体重/日（WHO、EC2004） 

0.004 mg/kg体重/日（US-EPA） 

毒物劇物 劇物 

農薬登録 2001年 

EU登録 No.93.（2005/1/1） 2004/99/EC 

27カ国登録。 

 

４－１－７．チアメトキサム 

CAS番号 153719-23-4 

和名 チアメトキサム 

英名 THISMETHOXSM 

EC統計 I6.8 ニトログアニジン系殺虫剤 

CIPAC 637 

商品名 アクタラ、アトラック 

開発 ノバルティス、シンジェンタ 

分子式 C8H10ClN5O3S 

SMILES O=[N+]([O-])¥N=C1N(C)COCN/1Cc2sc(Cl)nc2 

分子量 291.71 

ADI 0.018 mg/kg体重/日（日本2008） 

0.026 mg/kg体重/日(EC) 

農薬登録 2000年8月15日 

EU登録 No.142.（2007/2/1） 2007/6/EC 

25カ国登録。 

ミツバチ保護のための特別規定（2010/21/EU） 
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４－１－８．ニテンピラム 

CAS番号 120738-89- 

和名 ニテンピラム 

英名 NITENPYRAM 

商品名 ベストガード 

開発 武田薬品工業（現、住化武田農薬） 

分子式 C11H15ClN4O2 

SMILES c1nc(Cl)ccc1CN(CC)C(NC)=CN(=O)=O 

分子量 270.71 

ADI 0.53 mg/kg体重/日（日本） 

農薬登録 1995年11月28日 

EU登録 なし 

 

 

４－１－９．フィプロニル 

ネオニコチノイド系農薬ではありませんが、構造の類似点から、EUで

規制された８成分のなかに含まれています。 

CAS番号 120068-37-3 

和名 フィプロニル 

英名 FIPRONIL 

EC統計 I6.12 ピラゾール(フェニル)系殺虫剤 

CIPAC 581 

商品名 プリンス、フロントライン、アジェンダ 

開発 ＢＡＳＦ 

分子式 C12H4Cl2F6N4OS 

SMILES Clc1cc(C(F)(F)F)cc(Cl)c1N2C(N)=C(S(=O) 

C(F)(F)F)C(C#N)=N2 

分子量 437.14 

ADI 0.0002 mg/kg体重/日（日本、WHO、EC、US-EPA） 

毒物劇物 劇物 

化審法 第二種監視化学物質（292） 

PRTR法 第一種指定化学物質（22、旧18） 

農薬登録 1996年4月25日 

EU登録 No.163.（2007/10/1） 2007/6/EC 

11カ国登録。チェコで登録申請中。 

ミツバチ保護のための特別規定（2010/21/EU） 

 

４－１－１０．エチプロール 

 フェニルピラゾール系殺虫剤であり、ネオニコチノイド系には分類されて

いませんが、分子構造に類似点が多く、神経毒性があります。 

CAS番号 181587-01-9 

和名 エチプロール 

英名 ETHIPROLE 

CIPAC  

商品名 キラップ、ゲットワンの１成分 

開発 ローヌ・プーランアグロ(1994) 

現：バイエルクロップサイエンス 

分子式 C13H9Cl2F3N4OS 

分子量 397.2 

ADI 0.005 mg/kg体重/日（日本2010） 

毒劇法 普通物 

農薬登録 2005年1月17日 

EU登録  
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４－１－１１．フロニカミド 

 ピリジンカルボキシアミド系殺虫剤であり、ネオニコチノイド系には分類さ

れていませんが、分子構造に類似点が多いので、考察に含められる例が

ありました。（岡田2010） 

CAS番号 158062-67-0 

和名 フロニカミド 

英名 FLONICAMID 

IUPAC名 N-シアノメチル-4-（トリフルオロメチル）ニコチンアミド 

CIPAC No.763 

商品名 ウララ 

開発 石原産業 

分子式 C9H6F3N3O 

分子量 229.2 

ADI 0.073 mg/kg体重/日（日本2010） 

0.025 mg/kg体重/日（EU2010） 

毒劇法 普通物 

農薬登録 2006年10月6日 

EU登録 No.310.（2010/9/1） 2010/29/EU 

15カ国登録。スペイン、ポルトガル、スウェーデン、スロバ

キアで登録申請中。 

 

 

４－２．特徴 

 

４－２－１．神経毒である。 

ヒトへの影響 

ネオニコチノイド系殺虫剤による人体への

影響として、まず、神経障害症状（手指の震

え、うつろな眼、注意力散漫、うつ病のような

症状、協調運動障害、記憶障害、暴力行

動、自殺、心電図の異常）、それから、免疫

症状（アレルギー症状の悪化、ヘルペスや

他のウィルスに対する抵抗力の低下）などが

挙げられています。詳しくは、後段の青山医

院の取材結果を参照してください。 

左の図には、各成分の一日許容摂取量

（ADI）の値を示しました。代表的な有機リン

系農薬であるスミチオン（フェニトロチオン）

のADIが0.005mg/kgw日、マラソン(マラチ

オン)のADIが0.02mg/kgw日です。 

ネオニコチノイド系殺虫剤のミツバチに対する毒性 

殺虫剤 ヒトの 

日本のADI 

mg/kgw日 

ミツバチの 

半数致死量 

μｇ／匹 

ﾐﾂﾊﾞﾁ 

毒性比 

１．アセタミプリド 0.071  7.07 1/395 

２．イミダクロプリド 0.057  0.0179 1 

３．クロチアニジン 0.097  0.0218 1/2 

４．ジノテフラン 0.22  0.075 1/4 

５．スルホキサフロル    

６．チアクロプリド 0.012  4.6 1/816 

７．チアメトキサム 0.01  0.299 1/2 

８．ニテンピラム 0.53  0.13 1/8 

９．フィプロニル 0.0002 －  

10．エチプロール 0.005   

11．フロニカミド 0.073   
 

ネオニコチノイド系農薬のカタログ等には、「人畜には低毒性」と記載されている例を散見しますが、実際には、

有機リン系殺虫剤と同様の人体影響があると指摘されています。 

 

ミツバチへの影響 

全世界的に発生している蜂群崩壊症候群（CCD）の原因について、調査中であり、断定的な結論は得られて

いませんが、複数の要因が関係する複合的な事象であろうというのが通説になっています。その中のひとつとし

て、アセタミプリド系殺虫剤の影響が指摘されています。神経を侵されることによって帰巣できないこと、殺虫剤

により昆虫が弱るためにうウィルスなどの病気に感染しやすくなっているなどと指摘されています。 

ミツバチに対する毒性の強さは、各成分によって大きく異なります。一番毒性が強いのはイミダクロプリドで、１

匹あたり0.0179μｇの農薬で半数が死にます。しかし、一番毒性の弱いチアクロプリドは816倍の量が半数致死

量と公表されています。 
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４－２－２．作物内部への浸透性が高い 

 

ネオニコチノイド系農薬は、いずれも浸透移行性があるために、粒剤や箱粒剤を、土壌に混和したり根元に散

布したりすると、有効成分が根から吸収されて植物全体に浸透していきます。そのとき葉を食害する昆虫が、葉

といっしょに農薬成分も摂取することになり、駆除されます。 

土壌混和する手間を省くため、水和剤や粉末剤を、種子コーティングあるいは、種子粉衣、種子塗沫しておく

といった種子処理をする方法もあります。有効成分を根から吸収して植物全体に浸透していくのは同様です。 

東京都農業総合研究所が2007年にトマトの苗で浸透実験をした結果では、土壌に混和したアセタミプリドとイ

ミダクロプリドは、いずれも処理後７日目に植物全体の濃度が最高になり、トマト収穫時期の57日目でも植物内

に残留していたが、果実では不検出という結果でした。引用されているその他の論文でも果実への浸透移行が

検出された例はありませんでした。（橋本2007） 

EU諸国でネオニコチノイド系農薬の規制が行われましたが、ネオニコチノイド系薬剤による種子コーティング

の禁止（別添資料参照）という形で規制が行われました。 

 

 

４－３．国内の状況 

 

４－３－１．日本の農薬使用量 

 

 OECDの統計では、単位耕地面積あたりの農薬使用量は、

日本が世界で一番多くなっています。２位が韓国、３位がオラン

ダです。 

このことについて、日本では山林の松くい虫防除や除草や、

ゴルフ場の農薬使用、駐車場などの除草剤使用などのように耕

地でない場所での農薬使用が多いことが原因のひとつとして挙

げられます。 

しかし、集約的な農業を行っている水田や果樹園やビニー

ルハウスなどでの農薬使用量は決して少ないものではありませ

ん。 

 

 

出典：本川(2008) 

４－３－２．ネオニコチノイド系などの殺虫剤の国内出荷量の推移（ｔ／年） 

ネオニコチノイド系農薬のほとんどは、国内出荷量が年々増加しています。ミツバチへの毒性が強いイミダクロ

プリドは、わずかずつですが減少傾向にありますが、なお、出荷量の多いベスト３に入っています。近年、急速に

出荷量を伸ばしているのはジノテフランで、５年前の４倍に増えて出荷量トップになりました。２位はアセタミプリド

です。 

ネオニコチノイド系と分子構造が類似する新規農薬のフィプロニルやエチプロール、フロニカミドも出荷量を伸

ばしつつあり、今後に問題を起こすかもしれません。 

 

表 ．４－２－２．ネオニコチノイド系などの殺虫剤の国内出荷量の推移（ｔ／年） 

有効成分名 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 増減の様子 

１．アセタミプリド 48.8 54.2 28.3 55.6 66.0 75.1 53.8 51.4 48.0 2005年だけ半減 

２．イミダクロプリド 96.9 88.1 80.9 77.9 83.8 74.6 70.3 69.2 68.5 減少傾向 

３．クロチアニジン 29.2 37.3 41.0 45.2 51.6 50.8 64.2 60.1 60.6 増加だが近年停滞 

４．ジノテフラン 36.5 61.3 73.6 123.8 138.9 153.3 156.8 162.0 156.3 急激増加から停滞 

５．チアクロプリド 16.9 20.4 21.0 20.5 20.9 23.6 21.4 19.2 16.2 増加から減少へ 

６．チアメトキサム 16.4 22.6 27.2 33.3 34.0 34.3 34.4 37.7 38.5 増加 

７．ニテンピラム 8.5 8.5 8.1 8.0 9.0 8.2 8.0 7.6 7.5 漸減 

８．フィプロニル 30.5 37.1 42.6 40.5 39.8 41.1 41.6 44.3 34.3 徐々に増加 

９．エチプロール   0.6 3.0 6.2 13.1 19.2 21.9 27.0 新規登録、増加 

10．フロニカミド － － － － 2.5 6.5 5.7 7.7 8.9 新規登録、増加 

出典：国立環境研究所『農薬データベース』 
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４－３－３．ネオニコチノイド系農薬と蜂群崩壊症候群(CCD) 

 

表 ．農薬が原因と考えられているミツバチ群の死滅。 

時期 地域 被害 原因 結末 

     

2010年 

  2月 

ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議が、「ネオニコチノイド系農薬の使用中止等を求める緊急提言」

を発表 

2009年 長崎県 1,910群の死滅。 県でダントツ使用を推奨  

全国計 11,500群以上、 

2億5300万円以上。 

  

2008年 農水省が、ハウス栽培の花粉交配用ミツバチが前年度比14%減少と報告。 

2008年 北海道 4,487群の死滅。   

全国計 合計11,600群以上、 

6500万円以上。 

  

2006年 岩手県 1,858群 りんごスタークル、水田ダントツ  

北海道 2,113群 玉葱スタークル、水田ダントツ  

山形県 847群 水田ダントツ  

全国計16県 合計6,615群   

2005年 岩手県 772群の大量死 水田のカメムシ防除 養蜂組合と全農は 

2007年4月26日和解。 

2003年 熊本県 ハチの被害発生 ネオニコチノイドが疑われた  

出典：日蜂通信(2005、2006)、水野(2009.7)、岡田（2010）、ミツバチ科学研究会(2007) 

 

４－３－４．行政、養蜂家への取材 

 

(1)農林水産省農薬対策室(2010.6.18) 

・ 農薬散布に関わっては、住宅地近辺と養蜂家への注意喚起がある。 

・ 養蜂関連では、①課長通知H17 耕種農家と養蜂家の連携強化、 ②局長通知09.07.24 生産局と合同

での通知(別添)がある。 

・ 09年度、独法農業･食品産業技術総合研究機構･畜産草地研究所に調査を委託し、同研究所は｢ミツバチ

不足に関する調査研究｣を発表。 

・ 同報告書は、1.我が国ミツバチの季節消長調査、2.イチゴ温室栽培におけるミツバチ群の消長調査、3.養

蜂家からの異常報告の解析、4.農薬（クロチアニジン）の影響、5.蜂病の全国浸潤調査、の構成となってい

るが、CCDについては小規模実験であったためさらに調査の必要があるとし、10年度の継続調査が進めら

れている模様。 

・ 本年10月、同研究所は名古屋大学農学部との共同研究で、「農薬の散布が必ずしもミツバチの大量死に

直接結び付く訳ではなく、農薬が散布される状況や周辺の環境などによって、農薬の影響が左右される可

能性があることが分かり、…散布時における直接暴露からの退避が最重要であると考えられます」と、同研

究所ニュースで発表。 

 

(2)木村眞實氏（(株)スリーエイト）(2010.6.17、9.9) 

・ (社)日本養蜂はちみつ協会は養蜂家の唯一の生産者団体。加入者約2000人（組織率約50％）。専任4
人。昨年の総会で、蜂被害のデータ収集（草地研の調査への協力）が確認されたが、協会として何
か動きがあるわけではない。 

・農水、全農から各県の農協へ次のような通達がなされている 
・ 粉剤の自粛 
・ 散布時間の制限（ミツバチの飼育場所ではミツバチの飛ぶ前、朝一番に散布） 
・ 被害にあった場合は連絡あり次第、当該場所の農協を指導 

・しかし上記施策も次の点で問題がある 
・ 被害にあっても養蜂家が届けない。これは巣箱設置場所を地主から借用しており、散布田畑と

地主が同一の場合が多く、騒ぐと将来置けなくなるを危惧している。 
・ 個人の農家への徹底ができない。農家も老齢化しており、労力・コスト面から粉剤に頼らざる

をえない。 
・ これから同協会のブロック会議（北海道、東北、中部、関東、近畿、北陸、中国、四国、九州）が
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始まる。そこで養蜂家からの意見を集約し、来年3月の総会で方針が出ると思われる。 
・ 長野県での被害事例 

・ 一昨年8月、一養蜂家被害｡長野県北安曇郡小谷村。70群(箱)全滅 死骸から0.1ppm検出(ダント

ツ)。 

・ 行政(県防疫協会)も加わっての2km上での粉剤農薬試験(人力)散布中の事故。風に流れて谷あいに

流入したと思われる。因果関係を明らかにせず、補償済み。 

・ 粉剤でなく水和剤･乳剤であればリスクは回避される。 

・ その後、同地区(養蜂協会北安曇支部)でのネオニコチ散布には事前通告協定を結んでいる。またミツ

バチの活動前(午前6時前)の散布が一般化している。 

・ 長野県は養蜂家も多いため行政との情報流通は円滑。 

・ その他 
・ 日本の養蜂家は、採蜜をメインにする人が減っている（移動が前提だし、経済的にも不安定）。

そのかわり花粉交配用の養蜂が増えている。 
・ 花粉交配用の蜂は高値で売れる。1枚(約3000匹)で5000円ほど(以前は2000円)。この間の蜂不足

と、果樹・野菜への利用増加（特にナスへの普及）、外来のマルハナバが3年前より輸入禁止と
なったことなどが要因。 

・ 日本では蜂の薬剤（ダニ剤）の開発が遅れていて、長年1剤しか認可がなく、ダニ耐性もすぐで
きてしまうので打つ手がなかった。ようやく新たに1剤追加されたところ。 

 

(3)日本養蜂はちみつ協会（2010.6.18） 

・ ネオニコチニ系農薬に関して行政への要請等、文書化したものはない。 

・ 松食い虫防除では以前より養蜂家への事前通告はされてきたが、現在、農水(農薬対策室)は、農薬使用

(全農薬対象)の際は園芸側より養蜂家に事前情報を提供するよう指導している(指導開始時期は不明)。 

・ ただし基本的に、養蜂家は園芸側に遠慮があるため問題が顕在化しない構造が否定できない。 

・ 粉剤の使用は望ましくない。また、農薬散布は、早朝の蜜蜂活動開始前、あるいは夕方が望ましい。 

・ 草地研の｢ミツバチ不足に関する調査研究｣は継続されており、次のテーマに協会として協力する。 

・ 現時点では、欧米のようなCCD( Colony Collapse Disorder蜂群崩壊症候群)の日本での顕著な発生例

はない、との協会見解である。 

 

 

４－３－５．ネオニコチノイド系殺虫剤の人体被害 

ネオニコチノイド系農薬により、散布地域の周辺住民や作物摂取者の心電図に影響がみられたという研究報

告(平・青山2006)について、2007年4月25日に著者の一人である青山美子先生に取材して、以下の情報を入

手しました。 

① ネオニコチノイド系農薬の中毒症状は、手指の震え、心電図の異常、精神障害症状などがある。散布

地域の周辺住民や農作物を摂取した消費者に影響がある。異常のある心電図と治療後の心電図と比

べて説明があった。ニコチン中毒症状に似ていて、子供の精神への影響が最も心配である。 

② 有機リン農薬やカーバメート系農薬によっても同様の症状がある。現代の日本人は慢性的な有機リン

系農薬中毒状況にあり、神経伝達物質(アセチルコリン等)が過剰な状態にある。ネオニコチノイド系農

薬は、神経伝達物質と同様の作用を持ち、過剰な状態を一層推進める作用が懸念されている。 

③ ネオニコチノイド系農薬は、有機リン系農薬の代替成分として普及している。 

④ イミダクロプリド（アドマイヤー）とアセタミプリド（モスピラン）は、農薬残留の検出事例が多い。 

⑤ アセタミプリドは、ニコチン中毒症状の他に、青酸中毒症状も併発する。「生分解性が、分解率(BOD)

が４週間で 1.34％と低く、難分解性である。土壌中の分解性は比較的よい。河川水中での半減期は約

20 日。蓄積性は低い。」(日本農薬（株）「モスピラン SL 液剤 製品安全データシート」)とされる。また、

その代謝成分がヒトの脳内に滞留するという報告がある。 

⑥ 農薬殺虫剤としては、非塩素系のピレスロイド系農薬のほうが、有機リン系農薬やネオニコチノイド系農

薬よりも問題が少ないだろう。 

⑦ 青山医院では、有機リン系農薬による疾患について問題提起を続けている。群馬県は有機リン系農薬

の空中散布の自制を農業団体に要請し、無人ヘリコプターを含めて空中散布されなくなっている。今

後は、有機リン系農薬に加えて、ネオニコチノイド系農薬による疾患について問題提起を行っていくと

いう。 

⑧ 今回指摘している症状とネオニコチノイド系農薬の摂取量との相関関係については、まだ研究が不十

分なので、これを補強できるような調査研究を進めていく。 
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⑨ 業界・他生協の動き。最初にキリンビバレッジから青山医院に問い合わせがあったが、残留基準以下

であれば問題ないという対応をするという。サントリーはお茶飲料などで対応準備をすすめている。幾

つかの生協からも問い合わせがあったが、残留基準以下で管理するという対応らしい。報道機関は注

目している。 

 

日本有機農業研究会で行われた最近の講演要旨は、以下のとおりです。（青山美子2010） 

① 農薬（殺虫剤）中毒の典型的な症状は、まず、神経障害症状（手指の震え、うつろな眼、注意力散漫、

うつ病のような症状、協調運動障害、記憶障害、暴力行動、自殺、心電図の異常）、それから、免疫症

状（アレルギー症状の悪化、ヘルペスや他のウィルスに対する抵抗力の低下） 

② 農薬（殺虫剤）の摂取経路は、空中散布（ラジコンヘリを含む）による農薬の大気汚染、農薬が残留して

いる果物やお茶の摂取（りんご、梨、ぶどう、イチゴ、お茶、野菜ジュース）、果樹園周辺の農薬大気汚

染、シロアリ防除剤（クロチアニジン）による室内空気汚染、などが挙げられている。 

③ ネオニコチノイド系農薬の残留基準値がEUに比べて高い。 

 

 

表 ．ネオニコチノイド系農薬が原因とされる人体健康被害 

年代 地域 人体被害内容 原因 備考 

2003以降 群馬県前橋市 手の震え、吐き気、頭痛、め

まい、もの忘れ、短期記憶障

害、心電図異常 

アセタピプリドを松林に散布 平・青山(2006) 

青山（2010） 

2001  顔面及び頚部のそうよう性紅

班,心き高進,不安感 

自宅でシロアリ駆除のためイ

ミダクロプリドを散布 

小林康隆ら(2001) 

 

 

４－３－６．農林水産省の平成20年度残留農薬調査結果、連合会検査室の検出事例 

 

（1）アセタミプリド 検出限界：0.01 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

しゅんぎく 13 6 46% 2 0.54 5  

にら 37 17 46% 1 0.32 5  

いちご 

【検査室】いちご 

59 

16 

29 

4 

53% 

25% 

0.6 

0.08 

0.14 

0.045 

5  

最高値は2007年2月 

こまつな 34 16 47% 0.4 0.13 5  

ピーマン 

【検査室】ピーマン 

34 

3 

9 

1 

26% 

33% 

0.4 

0.14 

0.091 

0.14 

5  

2010年1月 

さやいんげん 27 9 33% 0.2 0.079 5  

トマト 38 7 18% 0.2 0.061 5  

もも 

【検査室】もも 

35 

7 

3 

1 

9% 

14% 

0.2 

0.04 

0.12 

0.04 

5  

2009年8月 

ぶどう 28 7 25% 0.14 0.053 5  

りんご 

【検査室】りんご 

36 

19 

22 

1 

61% 

5% 

0.08 

0.02 

0.03 

0.02 

5  

2007年11月 

きゅうり 32 5 16% 0.05 0.034 5  

えだまめ 4 2 50% 0.03 0.025 5  

【検査室】なし 9 1 11% 0.03 0.03 5 2009年9月 
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（2）イミダクロプリド 検出限界：0.02 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

ほうれんそう 

【検査室】ほうれんそ

う 

13 

18 

4 

1 

31% 

6% 

2 

0.01 

0.67 

0.01 

5  

2006年5月 

ぶどう 

【検査室】ぶどう 

20 

12 

14 

2 

70% 

17% 

0.1 

0.04 

0.054 

0.03 

3  

最高値は2009年9月 

ピーマン 

【検査室】ピーマン 

41 

11 

4 

1 

10% 

9% 

0.1 

0.06 

0.065 

0.06 

3  

2010年1月 

レタス 10 2 20% 0.04 0.035 5  

トマト 18 3 17% 0.04 0.033 1  

きゅうり 

【検査室】きゅうり 

34 

30 

1 

1 

3% 

3% 

0.04 

0.09 

0.04 

0.09 

1  

2009年5月 

はくさい 15 1 7% 0.03 0.03 0.5  

にら 2 1 50% 0.02 0.02 5  

さやいんげん 30 1 3% 0.02 0.02 2  

 

（3）クロチアニジン 検出限界：0.005 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

にら 26 22 85% 1.3 0.32 15  

ピーマン 7 6 86% 0.4 0.15 3  

きゅうり 16 6 38% 0.06 0.027 2  

もも 9 5 56% 0.04 0.024 0.7  

りんご 5 1 20% 0.02 0.02 1  

レタス 4 1 25% 0.014 0.014 20  

トマト 15 6 40% 0.01 0.007 3  

ぶどう 7 1 14% 0.008 0.008 5  

 

（4）ジノテフラン 検出限界：0.01 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

しゅんぎく 15 12 80% 2.1 0.62 20  

トマト 47 15 32% 0.1 0.028 2  

レタス 10 1 10% 0.1 0.1 5  

こまつな 17 15 88% 0.8 0.23 5  

ピーマン 20 11 55% 0.8 0.18 3  

きゅうり 24 10 42% 0.5 0.12 2  

えだまめ 7 2 29% 0.2 0.11 2  

もも 21 7 33% 0.09 0.057 3  

ほうれんそう 3 2 67% 0.06 0.04 15  

りんご 17 11 65% 0.05 0.025 0.5  

だいこん（根） 4 2 50% 0.03 0.03 0.5  

はくさい 9 4 44% 0.03 0.028 1.4  

ぶどう 9 2 22% 0.03 0.025 10  
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品目数 検体数
農産物 374 604
加工食品原材料 125 241

合計 499 845

品種数 栽培計画数 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ 総計
308 551 479 345 156 206 59 166 1411

（5）チアクロプリド 検出限界：0.03 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

いちご 15 6 40% 1 0.30 5  

きゅうり 2 1 50% 0.09 0.09 1  

もも 22 4 18% 0.06 0.05 1  

トマト 8 1 13% 0.06 0.06 1  

りんご 28 2 7% 0.04 0.04 2  

ぶどう 4 1 25% 0.03 0.03 5  

 

（6）チアメトキサム 検出限界：0.02 mg/kg 

農作物 検体 

数 

検出 

数 

検出 

 率 

最高値

(mg/kg) 

平均値

(mg/kg) 

残留基準 

(mg/kg) 

備考 

ピーマン 13 1 8% 0.04 0.04 1  

トマト 6 1 17% 0.03 0.03 0.5  

きゅうり 20 1 5% 0.05 0.05 0.5  

にら 5 2 40% 0.05 0.045 2  

こまつな 2 2 100% 0.6 0.33 2  

 

（7）ニテンピラム 調査結果なし 

 

（8）フィプロニル 調査結果なし 

 

（9）エチプロール 調査結果なし 

 

(10)フロニカミド 調査結果なし 

 

４－３－７．生活クラブ提携生産者の使用状況と検査事例のまとめ 

(1) 提携生産者の使用状況 

    01.6.18～10.2.10間の、物流品検体の栽培計画よりネオニコチノイド系農薬使用品目を抽出。  

・ 抽出ネオニコチノイド系農薬： アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、チアクロプリド、

チアメトキサム 

・ 生産者数  ： 134 

・ 品目数    ： 308 

・ 栽培計画数 ： 549 

・ 使用農薬成分数合計 

 

 

 

(2) 検出事例 

05.9.1～10.2.10間の、物流品検査結果から抽出。 

・ 生産者数： 173 

・ 検体数 
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消費材名 受領日 日本登録名
検出結果

(ppm) 現行自主基準
国内
基準

EU
基準

新自主
基準値

新自主
基準

いちご 2007/2/5 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.08 国の基準の1/10未満 3 0.01 0.01 ×
いちご［さがほのか］ 2007/1/17 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.04 国の基準の1/10未満 3 0.01 0.01 ×
いちご［とちおとめ］ 2009/12/16 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.02 国の基準の1/10未満 3 0.01 0.01 ×
いちご［とちおとめ］ 2007/1/17 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.04 国の基準の1/10未満 3 0.01 0.01 ×
カラーピーマン 2010/1/12 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.06 国の基準の1/10未満 3 1 0.3 ○
きゅうり 2009/5/7 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.09 国の基準の1/10未満 1 1 0.1 ○
ピーマン 2010/1/12 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.14 国の基準の1/10未満 1 0.3 0.1 ×
ぶどう[ピオーネ] 2005/9/14 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.02 国の基準の1/10未満 3 1 0.3 ○
ぶどう[巨峰] 2009/9/1 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.04 国の基準の1/10未満 3 1 0.3 ○
ほうれん草 2006/5/17 ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ 0.01 国の基準の1/10未満 2.5 0.05 0.05 ○
りんご[ふじ] 2007/11/21 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.02 国の基準の1/10未満 2 0.1 0.1 ○
桃 2009/8/4 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.04 国の基準の1/10未満 2 0.1 0.1 ○
梨［幸水］ 2009/9/1 ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ 0.03 国の基準の1/10未満 2 0.1 0.1 ○

・ 検出事例と新基準値比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活クラブ連合会検査室で実施してきたこれまでの物流品検査結果499品目845検体のうち、ネオニコ

チノイド系殺虫剤が検出した事例を上の表にまとめました。 

後述する生活クラブの対応で、残留農薬については新自主基準として、「ネオニコチノイド類10成分に

ついては、国の基準値の1/10もしくは、EU基準値の厳しい方の値を、新しい自主基準値とする。」を提案し

ます。 

新自主基準値よりも高い濃度を検出したのは、イチゴとピーマンです。イチゴは厳しいEU基準を採用し

たことで自主基準を超えてしまうようになってしまいましたが、16検体測定して12検体はアセタミプリド不検

出なので、栽培方法を検討することで新自主基準も達成可能です。ピーマンは、国の残留基準値が5ppm

から1ppmに改正されたために、その1/10を超えてしまいました。使用農薬の見直しが必要になります。 

その他の検出値は、みな新自主基準値内なので、栽培方法の見直しなどは必要ありません。 

 

 

 

４－３－８．ネオニコチノイド系殺虫剤の残留基準値 

 

アセタミプリドの残留基準値(mg/kg) 

 

食品 

日本 アメリカ ＥＵ 

750/2010 

 

旧 新 

リンゴ、梨 5.   2.   1.   0.1   

ブドウ 5.   5.   0.2  0.01  

イチゴ 5.   3.   0.6  0.01  

トマト 5.   2.   0.2  0.1   

茶葉 50.   30.   50(日本の申請) 0.1   

出典：岡田（2010）、Reg.(EU)No.750/2010 

 

アセタミプリドの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 日本2011 食品 EU2010 備考 

しゅんぎく 5 5    

にら 5 5 Leek 0.01  

いちご 5 3 Strawberries 0.01  

こまつな 5 5 Leafy brassica 0.01  

ピーマン 5 1 Peppers 0.3  

未成熟いんげん 5 3 Beans(with pods) 0.01  

トマト 5 2 Tomatoes 0.1  

もも 5 2 Peaches 0.1  

ぶどう 5 5 Table&wine grapes 0.01  

りんご 5 2 Apples 0.1  

きゅうり 5 2 Cucumbers 0.3  

えだまめ 5 3 Beans(with pods) 0.01  

日本なし 5 2 Pears 0.1  
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食品 日本2010 日本2011 食品 EU2010 備考 

大麦 0.2 一律0.01 Barley 0.01  

みかん 1 0.5 Citrus fruit 1  

レタス 5 5 Lettuce 5  

ほうれん草 5 3 Spinach 3  

パセリ 5 3 Parsley 5  

セロリ 5 3 Celery leaves 3  

注）日本2010は、2011年2月9日までの基準値。日本2011は、それ以後の基準値。EUは750/2010. 

 

イミダクロプリドの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

ほうれん草 2.5 Spinach 0.05  

ぶどう 3 Table&wine grapes 1  

ピーマン 3 Peppers 1  

レタス 2.5 Lettuce 2  

トマト 2 Tomatoes 0.5  

きゅうり 1 Cucumbers 1  

はくさい 0.5 Chinese cabbage 0.5  

にら 1 Leek 0.05  

未成熟いんげん 2.8 Beans(with pods) 2  

     

ブルーベリー 3.5 Blueberries 5  

クランベリー 0.04 Cranberries 0.05  

その他のベリー類 3.5 Other berries 5  

アボカド 0.7 Avocados 1  

バナナ 0.04 Bananas 0.05  

たまねぎ 0.07 Onionｓ 

Spring Onions 

0.1 

0.2 

 

その他のオイルシー

ド 

0.04 Olives for oil 

production 

1  

コーヒー豆 0.7 Coffee beans 1  

ホップ 7 HOPS 10  

注）日本2010は、（社）日本食品化学研究振興財団のDB。EU2010は、EU/893/2010. 

 

クロチアニジンの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

にら 15 Leek 0.02  

ピーマン 3 Peppers 0.05  

きゅうり 2 Cucumbers 0.02  

もも 0.7 Peaches 0.1  

りんご 1 Apples 0.05  

レタス 20 Lettuce 0.1  

トマト 3 Tomatoes 0.05  

ぶどう 5 Table grape 

wine grapes 

0.6 

0.05 

 

注）日本2010は、（社）日本食品化学研究振興財団のDB。EU2010は、EU/765/2010. 

 

ジノテフランの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

しゅんぎく 20  一律0.01  

トマト 2 Tomatoes 一律0.01  

レタス 5 Lettuce 一律0.01  

こまつな 5 Leafy brassica 一律0.01  

ピーマン 3 Peppers 一律0.01  
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食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

きゅうり 2 Cucumbers 一律0.01  

えだまめ 2 Beans(with pods) 一律0.01  

もも 3 Peaches 一律0.01  

ほうれんそう 15 Spinach 一律0.01  

りんご 0.5 Apples 一律0.01  

だいこん（根） 0.5  一律0.01  

はくさい 1.4 Chinese cabbage 一律0.01  

ぶどう 10 Table&wine grapes 一律0.01  

注）日本2010は、（社）日本食品化学研究振興財団のDB。EU2010は、基準が設定されていません。 

 

チアクロプリドの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

いちご 5 Strawberries 3  

きゅうり 1 Cucumbers 1  

もも 1 Peaches 1  

トマト 1 Tomatoes 2  

りんご 2 Apples 1  

ぶどう 5 Table grapes 

wine grapes 

1 

3 

 

その他のハーブ 1 Herbs 5  

注）日本2010は、（社）日本食品化学研究振興財団のDB。EU2010は、EU/765/2010. 

 

チアメトキサムの残留基準値（mg/kg） 検出事例(農水省H20年度)のあるものと日本の方が厳しいもの 

食品 日本2010 食品 EU2010 備考 

ピーマン 1 Peppers 0.5  

トマト 2 Tomatoes 0.2  

きゅうり 0.5 Cucumbers 0.3  

にら 2 Leek 0.05  

こまつな 5 Leafy brassica 0.2  

レタス 3 Lettuce 5  

注）日本2010は、（社）日本食品化学研究振興財団のDB。EU2010は、EU/765/2010. 

 

ニテンピラムとフィプロニル、エチプロール、フロニカミドは、検出事例(農水省H20年度)がありません。 

ニテンピラムとエチプロールは、EUの残留基準がありません。（一律0.01mg/kg） 

 

４－４．海外の状況 

 

４－４－１．被害と規制の状況 

 

1994年フランスで、ミツバチが失踪する蜂群崩壊症候群（CCD）は、当時導入された新農薬ネオニコチノイド

系殺虫剤のイミダクロプリドが原因ではないかと疑われました。フランス政府は、予防原則により、1999年にイミ

ダクロプリドでのヒマワリの種子処理を暫定禁止にしました。（まだ、トウモロコシとテンサイの種子処理は禁止して

いません。） 

オランダでは、2000年にイミダクロプリドの開放系栽培での使用禁止を決めました。 

しかし、その後もミツバチの大量死が継続し、EUは2003年に「ハチの健康とハチミツに関する特別決議」を採

択します。 

フランスでは、2004年にネオニコチノイド系農薬ではない新農薬フィプロニルを含有する製品の販売停止を

命じました。また、それまで認められていたイミダクロプリドによるトウモロコシの種子処理も禁止する命令をしまし

た。これには、農薬業者が裁判を提訴して争い、2006年に最上級裁判所の判決で、禁止処分が確定しました。

その2006年には、イミダクロプリドが全面禁止になっています。ネオニコチノイド系殺虫剤７成分のなかで、イミダ

クロプリドのミツバチに対する毒性が一番強いからです。 

ドイツでは、2008年５月にナタネとトウモロコシの種子処理にネオニコチノイド類８成分が登録停止になりまし

た。しかし、ナタネについては同年中に規制解除になったという全農の情報があります。現在もトウモロコシつい
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ては、規制されています。 

スロベニアでも、2008年にネオニコチノイド系２成分について、ナタネとトウモロコシの種子処理が禁止になり

ましたが、同年８月にナタネ種子が解除、翌年12月にはトウモロコシ種子も解除になっています。 

イタリアでは、2009年5月にネオニコチノイド類４成分について、種子処理の禁止を継続しましたが、現在は、

ナタネとテンサイの種子処理は解除になり、トウモロコシ種子だけがすべてのネオニコチノイド系殺虫剤での処

理が一時中止です。 

アメリカでは、規制が行われておらず、既に４分の1のハチが失踪したと報告されています。 

 

EU（欧州連合） 

時期 被害・対策 

2013年 

EU規則 

No.485/2013 

ネオニコチノイド系３農薬（クロチアニジン、イミダクロプリドおよびチアメトキサム）の２年間の暫定使

用制限 

 種子処理、土壌処理（顆粒）とハチが好む植物や穀物に茎葉処理での使用を制限する。 

 また、残りの許可された用途は、専門家だけが使用できる。 

 例外は、開花後の野外栽培もしくは、温室でハチが好む作物を治療する場合に限る。 

 制限は2013年12月1日から適用する。 

 遅くとも2年以内、もしくは新しい情報が入手可能になり次第、欧州委員会は科学技術の発展

のために3ネオニコチノイドの承認の条件を検討する。 

2010年 

2010/21/EU 

クロチアニジン、チアメトキサム、イミダクロプリド、フィプロニルの規制強化 

 種子処理は専門工場でのみ行うこと。 

 ミツバチへの影響を防ぐこと。 

2003年 ハチの健康とハチミツに関する特別決議 

 

オランダ 

時期 被害・対策 

2000年 イミダクロプリドを開放系栽培で使用禁止。 

 

フランス 

時期 被害・対策 

2009年 チアメトキサムが甜菜に適用登録。 

2008年 チアメトキサムがトウモロコシに適用登録。毎年登録更新。 

2006年 イミダクロプリド全面禁止。 

2004年 イミダクロプリドでのトウモロコシの種子処理の禁止。2006年に最高裁で確定。 

2004年2月 フランス司法官がフィプロニル製品の販売停止を命ずる。 

2003年3月 ミディ・ピレネー州で、フィプロニルでミツバチ大量死 

2002年4月 ジェール県とオート・ガロンヌ県で、数百万匹のハチの大量死 

1999年 イミダクロプリドでのヒマワリの種子処理の暫定禁止。 

（トウモロコシとテンサイの種子処理は、認められている。） 

1994年 イミダクロプリド剤の導入でミツバチ失踪 

出典：農業情報研究所（20030609、20040223、20040224）、水野(2009,7)、岡田（2010） 

 

ドイツ 

時期 被害・対策 

現在 トウモロコシの種子処理に、全てのネオニコチノイド剤（7種）が使用禁止 

2008年 ナタネ種子処理の規制が解除（全農情報） 

2008年5月 ナタネとトウモロコシの種子処理する8種のネオニコチノイド剤が登録停止。 

出典：Guardian.co.uk（20080523） 

 

スロベニア 

時期 被害・対策 

現在 特別な規制はない。 

2009年12月 トウモロコシ種子への使用が解禁。 

2008年8月 なたね種子への使用が解禁。 

2008年 クロチアニジン、チアメトキサムのナタネとトウモロコシ種子への使用一時中止。 
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イタリア 

時期 被害・対策 

現在 トウモロコシの種子処理にすべてのネオニコチノイド剤が一時停止 

 ナタネとテンサイの種子処理は、停止が解除 

2009年5月 イミダクロプリドとクロチアニジン、チアメトキサム、フィプロニルの種子処理の禁止を継続した。 

出典：Youris.com(20090526) 

 

スウェーデン 

時期 被害・対策 

 チアメトキサムの種子処理剤の登録申請が拒絶。 

 

アメリカ合衆国 

時期 被害・対策 

 4分の1のハチが失踪 

 

 

４－４－２．英国CO･OP 

蜜蜂計画10か条(Plan Bee)を2009年1月にプレスリリースしています。 

1. ネオニコチノイド系農薬を一時的に使用禁止。 

アセタミプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、フィプロニル、イミダクロプリド、ニテンピラム、チアクロプリド、

チアメトキサム（訳注：フィプロニルを含む8成分） 

2. 英国内の蜜蜂研究に15万ポンド（約2000万円）の研究費支援など、現在は2010年版を公表していて、

蜂に対する影響の少ないアセタミプリドとチアクロプリドの2種を除外した8成分について禁止を継続し、

更に16万ポンドの研究助成などを掲げている。 

1. 蜜蜂とその最近の失踪について、関心を高めていく。 

2. 昨年度の15万ポンドに加えて、16万ポンドの研究費支援。 

3. 6成分について一時的な使用禁止を継続。 

4. 圃場の周囲に蒔く野草の混合種子の3ヵ年開発 

5. Plan Bee キャンペーンで、ミツバチにやさしい庭師になることを支援。 

6. 野草の種子の配布（2009年30万袋、2010年はそれ以上） 

7. ミツバチの避難箱の廉価販売 

8. アマチュア養蜂家の訓練プログラム 

9. 農場に養蜂家を招待して絆をつくる 

10. 2本の映画の上映活動を継続 

 

４－５．市民団体・消費者団体などの動向 

・ 後述の、ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議の｢ネオニコチノイド系農薬の使用中止を求める緊急提

言｣が行政への要請も含め情報を網羅しているため、各消費者団体は、これを受けた形で活動しています。 

・ 具体的には、日本消費者連盟は、同｢緊急提言｣の関連記事を掲載し、また化学物質問題研究会は、上記

国民会議と連携して情報収集を行なっています。 

・ また、同国民会議は12月22日、「ネオニコチノイド農薬問題への今後の取り組み（ネオニコ戦略会議）」を開

催。7市民団体、生活クラブを含む5消費者団体、養蜂家など約40名が参加し、情報を交換しました。 

 

４－５－１．ダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議 

   2010年2月、同国民会議は行政に対し｢ネオニコチノイド系農薬の使用中止を求める緊急提言｣を発表しま

した。提言の趣旨は；  

1. 農林水産夫臣は、ネオ三コチノイド系農薬7種類(アセタミプリド、イミダクロプリド、クロチアニシン、チ

アメトキザム、チアクロプリド、ジノテフラン、ニテンヒラム)について、農薬取締法第6条の3に基づきそ

の農薬登録を取り消すとともに、第9条2項に基づきその販売を禁止すること。 

2. 厚生労働大臣は、アセタミプリド、イミダクロプリドのお茶・果物への残留農薬基準を早急に見直し、

欧米諸国並みに厳しくすること。 

3. 厚生労働大臣は、ネオニコチノイド系農薬の家庭内での使用を禁止する等の措置を講じること。 
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4. 国は、全国的に発生しているミツバチの大量死に関して、原因究明のための徹底した調査およびネ

オニコチノイド系農薬による被害に関する調査研究を早急に実施すること. 

5. 国は、ネオニコチノイド系農薬の生態系や人の健康に与える影響を早急に調査研究すること。特に

有機リン系農薬との複合影響や子どもの脳の発達に及ぼす影響の観点から調査研究を進めること。 

6. 国は、ネオニコチノイド系農薬の生活環境中での使用実態及び使用に伴う被害の発実状況、並びに

ネオニコチノイド系農薬が残留する食品摂取による健康被害の状況についての調査を早急に実施

すること。 

   

４－５－２．日本有機農業研究会 

日本有機農業研究会は、2010年３月の全国有機農業の集い神奈川大会と、2010年６月の第１回市民公開

研究会でネオニコチノイド系農薬の問題を取り上げている。その報告は、会誌「土と健康」10月号から順次掲

載されることになっている。（本報告執筆時点では、10月号が発刊されている。） 

 青山美子「農薬と人体被害の実態（1） ネオニコチノイド中毒をご存知ですか？」 

 平久美子「農薬と人体被害の実態（2）」 

 水野玲子「ネオニコチノイド系農薬 生態系と人体被害 その対策の緊急性」 

 

４－５－３．反農薬東京グループ 

2010年にネオニコチノイド系農薬などについての学習会資料を２冊発行している。 

 農薬は食べるより吸う方が危険 

 ミツバチは農薬が嫌い 

 

４－５－４．他生協、消費者団体 

＜A生協＞ 

・ 組合員･生産者向けの学習会を数回開催。生産者の栽培計画では、同じ作物でも生産者グループによ
って使用･不使用の差があるため、情報交換と、ネオニコチノイド系農薬を使わない栽培テストを生
産者に要請している。 

・ ただし、栽培テストにはリスクが伴うため、圃場の一部(３畝ほど)でのテスト栽培をしてもらい、コ
ストの一部をＡ生協が負担する方向で検討中。 

＜B生協＞ 

・ 有機リン系からネオニコチノイド系農薬に移行してきた経緯があり、使用実態は多い。 

・ 実態把握して、使用削減を生産者に要請している。また空中散布の中止を生産者に働きかけている。 

・ 「無農薬・減農薬・慣行農法」の３分類中、「減農薬」で「使用しない農薬リスト」に同系農薬を入
れるか検討している段階。 

＜C生協＞ 

・ すでに有機栽培がメイン。しかし、山林の防除や地域流域の影響など、生産者個人ではどうにもな

らないこともあるので、産地でも地域単位で運動していくよう働きかけている。 

＜C団体＞ 

・ 有機リン系を使用禁止にする過程で、ネオニコチノイド系農薬に切り替わってきた経緯がある。生
産者、養蜂家、専門家を交えた勉強会を行なっている。 

・ 生産基準への反映を検討し、ネオニコチノイド系農薬５剤（イミダクロプリド、ジノテフラン、チ
アメトキサム、ニテンピラム、フィプロニル）を「なるべく使用を控える農薬」に選定した。他の
２材（モスピラン(アセタミプリド)とバリアード(チアクロプリド)はミツバチ毒性が低いので、「使
用を控える」農薬に選定せず、引き続き要注意観察するものとした。 

・ 米の生産では減農薬が進んでいて、生産者(50グループ）はダントツ不使用だが、果樹の生産ではネ
オニコチノイド系農薬の削減はきびしい。 
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５．生活クラブの農薬削減の現状と課題 

５－１．生活クラブの米産地 

 

５－１－１．ネオニコチノイド系農薬の使用状況 

水稲における化学合成農薬を使用する防除は大きく分けて殺菌剤、除草剤、殺虫剤の3つがあり、ネオニコ

チノイド系農薬は特に殺虫剤での使用が中心となっています。殺虫剤には、育苗段階で使用する初期防除と、

出穂後に使用するカメムシ防除があります。特に、カメムシ防除はその被害による斑点米の発生防止を目的とす

るため本田及び畦畔の広い範囲に薬剤を散布していて、環境への負荷が大きいのが課題です。 

 

５－１－２．殺虫剤削減に向けた課題 

カメムシ被害による斑点米は、食べたからといって直接人体に害を及ぼすものではなく、生産者は、主に農産

物検査法におけるカメムシ被害粒混入による米の等級落ち（収入の減少）を防止する目的でカメムシ防除を行

っています。 

昨今では、農薬削減を行なうことで消費者の期待に応える、あるいは着色粒(カメムシ被害粒)の混入よりも農

薬散布による環境及び人体への影響を重要と考える視点から、等級を定める農産物検査法の見直しを求める

訴訟も起きています。しかし、着色粒は精米行程で機械的に除去するため実質的に精米歩留まりが低下し、結

果的にコストがかかり、着色粒を含む米の価格は安価に設定せざるを得ない等の理由から、現行法は妥当との

判決でした。農薬使用を前提として見た目の品質や機械適正を維持して広域流通させる制度と、農薬削減の品

質を求める消費者の要求は平行線のままです。 

殺虫剤削減には、農薬に頼らない生物多様性による総合的な害虫対策と合せて、防除体系が確立されること

が必要です。更にカメムシ防除を一斉に取り止める場合に想定される課題を以下に記載しました。これらをひと

つひとつ解決していくことが求められます。 

【消費者への影響】 

精米行程での着色粒除去は栽培過程での防除があって一定の混入率に留めることができるとの指摘もあり、

防除を取り止めた場合、軽微な被害粒では一定度の理解を得られるとしても、重度の被害粒が多発した場合、

消費者の理解を超えるものが発生する可能性があります。 

事実、生活クラブの備蓄米において、2004年の潮風害による着色粒除去（過登熟による着色、3等米）の

為にＪＡ庄内みどり遊佐精米センターで選別行程を７回繰り返した経緯もあり、製品への混入率を抑えるため

には投入する玄米段階での対策が必要になってくることが予測されます。 

【産地への影響】 

農産物検査法では1000粒中に4粒の斑点米がある場合は規格外米となり、価格低下に加え、品種名での

出荷ができなくなります。その為、等級落ちを防止するため、生産者から集荷団体への出荷前の選別作業が

必要になり、結果として選別経費など生産者の負担が増大します。 

また大規模な提携を行なう遊佐町ではカメムシ防除を行わないことにより、被害が提携関係にない生産者

への拡大に繋がることなどが懸念されます。 

遊佐町では2,200haの水田面積の内、1,240haが生活クラブと提携する共同開発米を作付けしていますが、

その内110ha程度が、殺虫剤を使用しない無農薬栽培実験米（18ha）と3成分栽培米（93ha）となっています。

無農薬栽培実験米、3成分栽培米ではカメムシ防除を行なわない栽培を行なっていますが、産地としてカメム

シ被害が発生しにくい地域での栽培のため、全体化した場合の影響については検証していません。 

※無農薬栽培実験米は生活クラブで登録による取り組みを行なっており、3成分米は2011RYより通常

の遊YOU米として区分管理せずに取り組む計画となっている。 

現在、遊YOU米の約9割を占める8成分栽培においても無人ヘリコプター等による一斉防除により抑制し

ており、防除面積が大幅に減少すれば、害虫は産地内の圃場を移動しながら増加する可能性もあり、一層の

被害拡大も想定されます。 

【卸事業への影響】 

生活クラブの提携産地において、カメムシ対策としての殺虫剤散布の取り止めを行なう場合、斑点米の混

入による歩留まりの低下（可食率の低下）が課題となります。現行90％の精米歩留まりで運営している精米管

理が85％程度まで低下すると、現行生活クラブの取り組み量では500t程度の玄米がさらに必要になり、玄米

確保、組合員価格への影響の抑制をどのように行なうかの対策が必要になります。 

また、カメムシ防除、斑点米選別を行わずに集荷すると規格外米が発生し、流通過程において品種名記載

不可となるため、外部販売において影響が出ます。現状の取組では外部販売も前提に備蓄米制度の運用を

行なっていることや、産地の生産拡大、利用減少への対応として外部販売による在庫調整を行なっているの

が実態であり、米取り組み全体の見直しを行う必要があります。 
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５－２．生活クラブの青果物 

 

５－２－１．青果物の農薬低減の進捗状況 

別項での前述のように、「生活クラブ青果の会」では、技術の共有や代替農薬の情報交換などを、生産者間

の取り組みや生活クラブと産地の協議の中で進め、09年実績では提携産地全体で約50％の品目で「要改善農

薬」不使用となるなど、着実に削減は進んでいます。 

産地での農薬削減の取り組みに加え、産地を切り替えていくことでも農薬の削減につながっています。生活ク

ラブの青果物はコア産地、提携産地、指定産地で取り組んでいますが、指定産地の取り組み品目を段階的に提

携産地に切り替えていくことでトータルでの減農薬に繋がっています。提携産地は北海道から沖縄まで89産地

に広がっており、産地リレーにより自主基準に沿った青果物の供給を行っています。 

多くの青果物は、病害虫の発生しにくい時期の栽培であれば農薬への依存は低下します。そのような背景の

中で、ほとんど要改善農薬を使用せずに栽培を行っている産地があります。また、病害虫の影響を受けやすい

時期の栽培を計画している産地については、要改善農薬の削減が難しい状況ではありますが、代替農薬や技

術更新により削減の努力を重ねています。また、多くの品目を栽培する産地では一つの品目に対する経営上の

依存が低いため「諦める」という判断も行いながら、要改善農薬の削減を優先課題として取り組んでいます。 

 

図９.生活クラブ提携米の精選行程 

◆光学石抜き機    
   画像認識技術を用いて混 
入している小石・異物を選別 
し除去する装置。 

◆色彩選別機 
光センサーで色の違いを判 

断して、篩（ふるい）や風量な
どによる大きさ・形状・比重選
別で除去できない、変色した
ものを除去。 

◆ガラス選別機 
近赤外線で白い小石や透

明なガラスを除去。 
◆ロータリーシフター 

多段のふるい分け選別機。 
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５－２－２．班／戸別配送組合員の申込み方法と産地への発注イメージ 

現在、組合員は共同購入のＯＣＲ申込みでは産地を選ぶことが出来きません。このため、「どの産地であって

も、農法・情報公開レベル・品質・規格は一定水準以上」が必要となります。 

 
【カタログ記載】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イメージ図） 

 

５－２－３．生活クラブで重視する青果物の評価 

 

一般の量販店や他の生協では、「JAS有機」「特別栽培」「エコファーマー」「慣行栽培」品目の４分類し、価格

の差別化で（生産者の努力を）評価していることが多くあります。「JAS有機」「特別栽培」「エコファーマー」は、

生産者の努力あってのことなので評価の対象となることは当然ともいえます。 

しかしながら、「JAS有機」はともかくとして、生活

クラブは「特別栽培」「エコファーマー」について

の評価は難しいと考えています。その理由は、

「特別栽培」は慣行栽培の50％以下（化学合成

農薬数,化学肥料窒素量50％以下）、「エコファ

ーマー」は都道府県知事の認可（概ね、慣行栽

培の20%以上の削減といわれている）となってい

ますが、問題は慣行栽培基準が都道府県によ

って異なるために、都道府県を越えて優位性を

比較することができないからです 

表５・都道府県の慣行栽培基準一例：農薬 

東京都 神奈川県 埼玉県
サトイモ 10 4 5

春まき 4 7 10
夏まき 4 7 10
秋まき 2 7 10
冬まき 2 7 8
夏まき秋冬どり 15 21 13
秋まき春夏どり 15 15 13

人参 夏まき 8 4 13

ほうれん草

キャベツ

 

さらに、「特別栽培」「エコファーマー」では、使用した農薬の毒性の強弱に注視する必要があります。「特別栽

培」「エコファーマー」ともに、生産者の努力なくして成就できるものではありませんが、毒性の強い農薬を使用し

て散布回数を削減しても、本来の目的からずれてしまうからです。 

生活クラブの青果物では、農薬散布の回数削減を評価しつつも、毒性の弱い農薬を使用した青果物＝「要

改善農薬不使用」の青果物に評価の重点を置いて考えます。「要改善農薬」の使用がゼロ、もしくは限りなくゼロ

に近い栽培実態となった時、生活クラブの組合員が自信を持って「生活クラブの青果物は、毒性の強い農薬は

使用していない青果物だよね」と語ることができるようになります。 

OCR申込み 

OCRの受注合計を、各産地へ割り振る。 
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５－２－４．要改善農薬削減 

①基本的な考え方 

高温多湿で気象・栽培条件が異なる国内産地で自給力を高めつつ、食の安全性を高めるための方針を「要

改善農薬（毒性の強い農薬）の削減」としています。 

生活クラブの中心となる「提携産地」で「要改善農薬」の削減（不使用）を進めています。 

 

②要改善農薬とは 

現在、生活クラブでは、次の各項目に該当する農薬を要改善農薬として、対策を進めています。 

・環境ホルモン農薬（展着剤） 

・ダイオキシン含有の報告がある農薬 

・発ガン性農薬 

・毒物指定農薬 

・水質汚濁性農薬 

 

【要改善農薬の例＝成分で表示しています。】 

 
 

記号の見方（例：ダイオキシン） 

記号 記号の意味 

 ダイオキシン含有の指摘のないもの。 

▽ 焼却等により、ダイオキシン生成の可能性があるもの。有機塩素を含有するもの。 

▲ ダイオキシン含有の疑いがあるもの。【要改善農薬】 

Ⅹ ダイオキシンを含有するもの。（使用禁止農薬） 

 

 

５－３．ネオニコチノイド系農薬に対する生活クラブ生産者の意識と対応状況 

 

５－３－１．生産者アンケートの結果 

ネオニコチノイド系農薬への認識と使用実態について、また代替方法の可能性を探るため、青果物生産者に

アンケート調査を行ないました（対象12生産者）。 

ネオニコチノイド系農薬の｢ミツバチへの毒性｣についての認識は高く、85％の生産者が｢蜂に対して強い毒

性｣と回答していました。一方、ヒトに対する毒性の認識は低く、17％の生産者が｢安全｣、42％の生産者が｢普通

の農薬｣と回答しており、｢ヒトに対して危険｣と回答したのは33％にとどまりました。また、日本の残留農薬値がＥ

Ｕよりも緩いことについて認識している生産者が58％で、残留農薬値を｢知らない｣が42％でした。 

使用実態については、ネオニコチノイド系農薬8成分とも、広範囲の青果物に使用されていることが分かりまし

た。有機栽培のため使用していない生産者も一部ありますが、それ以外は、アブラムシやカメムシ防除、果樹の

苗木の害虫防除などとして広く使用されています。 

将来使用をやめる、あるいは代替方法の可能性については、おしなべて厳しい回答でした。理由としては、使
用する農薬を絞ることで抵抗性のリスクが高まること、要改善農薬や有機リン系の削減をしている中でネオニコチ
ノイド系農薬まで排除するのは無理であること、殺虫剤を使えないと害虫によって果樹が立ち枯れて農業自体が
できなくなる恐れがあること、品目によってはネオニコチノイド系農薬しか適用農薬がないこと、新虫害や新病害
に対応できず収穫皆無となることも予想されること、などでした。 
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６．ネオニコチノイド系農薬に対する生活クラブの対応案 

第3章「生活クラブの農薬の考え方」に示した通り、「『安全・健康・環境』生活クラブ原則」に基づく「自主管理

監査制度」の自主基準が生活クラブ消費材開発の基本です。引き続きこれに基づいた活動を推進していきます

が、ネオニコチノイド系農薬に関して、新たに以下の対応を付加します。 

対応の推進母体は｢米の産地別推進会議｣、及び｢生活クラブ青果の会｣としますが、組合員の連携は従来通

り必須です。特に、有効な代替策のないネオニコチノイド系農薬の低減に伴う農産物の被害への理解と、それ

に基づく積極的な取り組み姿勢の必要性が今後、ますます高まることへの認識が組合員には必要です。 

短期間では到達できない対応策も示しています。ともすれば陥りがちな性急さを排し、生産者と組合員のコミ

ュニケーションを密にして着実に対応策を推進していかなければなりません。 

６－１．独自の残留基準値を設定 

ネオニコチノイド類10成分については、国の基準値の1/10（生活クラブ自主基準）もしくは、EU基準値の厳

しい方の値を、新しい自主基準値とします。この自主基準値を超える残留農薬が検出された場合には、生産

現場の農薬使用計画を見直して、残留濃度を下げるように栽培方法の変更を要請します。 

 

ネオニコチノイド類の日本の残留基準値は、おなじ作物で比べたときにEUの残留基準値よりも500倍から

数倍大きな値のものがあるという批判があります。この批判に対して、アセタミプリドの一日許容摂取量ADIは、

日本の毒性評価では0.071mg/kgw日で、EUの毒性評価でも0.07mg/kgw日であり、ほぼ同じ毒性があると

評価しています。そして、このADIに収まるようにそれぞれの国の実情に合わせていろいろな作物に残留して

よい量を割り振って残留基準値を決定しているという点でも、日本とEUには考え方の差がありません。どの作

物に多くの残留を認めるかの差によって、ある作物では日本の基準が緩くなり、別の作物では日本の基準が

厳しくなることがあるけれども、全部の食べ物を合算すれば、いずれもADIの範囲に収まっていて、安全は保

たれているというのが、政府の見解です。 

しかし、「全部の食べ物について合算」するときに、フードファクター（その食品を１日に摂取する平均の量）

が関係しています。たとえば、日本のイチゴのフードファクターは0．3ｇです。ここで、現実との齟齬が発生して

います。毎日０．３ｇずつイチゴを食べる人はいません。フードファクターでは、イチゴを全く食べない人々と、

毎日沢山食べる人の摂取量を足して人数で割っている全国民の平均摂取量を示しているため、このような小

さい値になるのです。実際には、毎日100ｇイチゴを食べる人もいるでしょう。この人の農薬摂取量の見積もり

は300倍も違っています。このように、残留基準値内であっても、安全を保障したことにはならず、政府の見解

には誤りがあります。 

実際にネオニコチノイド系農薬が原因と考えられる患者の発生が指摘されている以上、残留農薬の摂取量

は、できる限り少なくするようにすることが求められるので、2つの基準値（国の基準値の1/10、もしくはEU基

準値）の厳しい方を採用します。 

 

６－２．粉剤、DL剤、(空中散布)による農薬拡散の回避 

   農薬の環境中への拡散防止のため、既に国内でも人体・生態系（蜜蜂）被害事故を発生させている粉剤、

DL(ドリフトフリー)剤、(空中散布)の使用回避・代替策の検討が必要です。 

 

６－３．カメムシ対策と米の等級 

   既に殺虫剤不使用の遊佐三成分米を対象として、色彩選別を経ないカメムシ被害の斑点米の主食利用の

生産者･消費者にとっての有効性を検証し、国の等級選別と異なる格付けをもって、カメムシ防除(ネオニコチ

ノイド系)農薬の低減･不使用をめざす必要があります。またここでは、生活クラブ組織内に留まらない提言とし

て、一般消費者の意識を変える契機とする必要があります。 

 

「5-1．生活クラブでの米生産について」で記述しているように、水稲でのネオニコチノイド系農薬の主な使

用目的であるカメムシ防除については、農産物検査法に基づく等級に大きく影響し販売価格に直結すること

からも、産地との試験取り組みを行いながら慎重に進める必要があります。カメムシの被害粒が混入した場合、

1000粒中4粒の混入で規格外扱いとなります。規格外となった場合は、「その他うるち米」としての流通となり、

米価の大幅な低下につながります。 

また、一般的には、精米工場での選別作業により店頭レベルでの混入はないといわれますが、このレベル

を確保するためには、防除をせずに被害粒が大量に発生した場合の除去に伴い精米出来高を著しく低下さ

せる可能性があります。若干の混入であれば消費者の理解もえられますが、一定量を超えた場合や重度の

被害となった米の混入は品質に対する不信にも繋がりかねません。生産者の経営と消費者の理解について

慎重に対応すべき課題です。 
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当面は、米の携産地との協議を進めながら対策案を検討し、等級、流通、価格、精米など各項目での検証

を進める必要があります。 

 

６－４．ＩＰＭ(総合的病害虫管理)等の導入による、農薬の低減、代替策の研究と実践 

   従来から提携生産者が取り組んできた農薬の低減や代替方法の研究と実践を、総合的に体系化したIMP

等の推進が必要です。ただし、微生物農薬については現行自主基準との齟齬(外来と遺伝子組換え)がありま

すので、慎重に進めていかなければなりません。 

 

現在の栽培環境の中で、有機栽培ではなく、一定の農薬を使用するという現実を踏まえた対応としては「生

物農薬・微生物農薬の使用」「ＩＰＭ」などが考えられます。 

生物農薬・微生物農薬は有機栽培でも多くが使用可能薬剤として認められており、化学合成農薬削減や

化学合成農薬に替わる役割を持っています。遅効性・選択制という性質により、おだやかな作用のある薬剤と

して化学合成農薬の代替薬剤として期待されています。 

一方、遺伝子組み換え技術による生物農薬の開発が進んでおり、遺伝子組み換え作物に反対する立場と

して、遺伝子組み換え技術による生物農薬・資材の使用を容認することはできません。また、生物農薬・資材

は自然界で分解されることなく、増殖し生態系に悪影響を与える可能性があるにもかかわらず、現在の国の審

査制度ではその影響を把握できずにいます。例えば「生物資材」としての「セイヨウマルハナバチ」が該当しま

す。セイヨウオオマルハナバチは受粉を行う昆虫として、施設での果菜類栽培に利用されています。セイヨウ

オオマルハナバチの使用は、化学合成農薬の削減を促すとともに、実の形状を良くするなど幾つかの利点が

あります。しかし、セイヨウオオマルハナバチは外国からの導入種です。導入当初は日本の冬の寒さで越冬せ

ず、国内の生態系に影響を与えないといわれてきました。しかし、実際には越冬し、日本で繁殖する事例も出

てきました。このため、外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律）に基づき、

2006年9月より、セイヨウオオマルハナバチは特定外来生物として規制され、一定の条件に基づき許可を得

なければ使用出来なくなりました。このため、生物農薬・微生物農薬が無条件にネオニコチノイド系農薬削減

の代替え方法になると考えることは難しいのが実情です。 

なお、農薬取締法では、無登録農薬問題を契機に、無登録農薬の製造や使用を禁止したため、農作物の

防除に使う薬剤や天敵で、安全性が明らかなものにまで農薬登録を義務付ける過剰規制とならないように、

「特定防除資材」という仕組みが出来ました。現在認められているのは「重曹」「食酢」「地場で生息する天敵」

です。有機農業などでアイガモ、アヒル、ウシ、コイなどを使用している事例はありますが、これは農薬ではあり

ません。 

 

「IPM」とは総合的病害虫管理（Integrated Pest Management：IPM）のことです。利用可能なすべての

防除技術を経済性を考慮しつつ慎重に検討し、病害虫・雑草の発生増加を抑えるための適切な手段を総合

的に講じるもので、これを通じ、人の健康に対するリスクと環境への負荷を軽減、あるいは最小の水準にとど

めるものとされています。また、農業を取り巻く生態系の攪乱を可能な限り抑制することにより、生態系が有す

る病害虫及び雑草抑制機能を可能な限り活用し、安全で消費者に信頼される農作物の安定生産に資するも

のとされています。 

「IPM」は、以下の3点の取組を行うことが基本になります。 

[1] 輪作、抵抗性品種の導入や土着天敵等の生態系が有する機能を可能な限り活用すること等により、

病害虫・雑草の発生しにくい環境を整えること 

[2] 病害虫・雑草の発生状況の把握を通じて、防除の要否及びそのタイミングを可能な限り適切に判断

すること 

[3] [2]の結果、防除が必要と判断された場合には、病害虫・雑草の発生を経済的な被害が生じるレベル 

以下に抑制する多様な防除手段の中から、適切な手段を選択して講じること 

（出典：以上「IPM」の項は農林水産省ＨＰから抜粋） 

 

「IPM」の導入は化学合成農薬の使用回数そのものを減らすことが可能になるため、ネオニコチノイド系農

薬削減に向けた有効な手段になる可能性をもっています。しかし、ネオニコチノイド系農薬の削減を目的に

IPMを導入した事例は確認できていません。 

IPMを導入するためには一定の条件が必要であり、生活クラブで長年に渡り取組みを続け、青果物出荷金

額の25％を占める首都圏にある少人数の農業団体においては、必ずしも簡単に導入できるとは限らないのが

実情です。例えば、フェロモントラップを使用して、害虫の発生密度を調べることは可能ですが、交信攪乱剤

（性フェロモン剤）による防除方法を採用するためには、広い面積で導入する必要があり、市街地に点在する
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畑で少量多品目を栽培する生産者に導入することは困難です。また、天敵昆虫を使用する場合は、土着天

敵昆虫で無い限り、ビニールハウスなど隔離した場所で使用する必要があり、露地での栽培が基本となる産

地では、生活クラブ連合会の「要改善」項目に該当する塩化ビニールを使用した施設栽培をこれから始める

必要があります。このように全ての産地（品目）でIPMを導入できるとは限らないのが実情です。 

 

６－５．生産者と地域養蜂農家との連携強化 

   養蜂農家は、圃場を採蜜の場として提供する耕種農家への｢遠慮｣があり、被害を訴える有効な手段を持ち

合わせていません。 

農林水産省生産局長通知｢花粉交配用蜜蜂の安定確保に向けた取組の推進について｣(09.07.24)におけ

る、耕種農家と養蜂農家との連絡協議会の設置による、｢農薬散布時期や蜂場の位置と設置時期に関する情

報の交換、事故発生時の連絡体制の整備とうにより相互に連携が図れるよう努めること｣としています。しかし、

農薬散布時期の蜂場の移動は困難など、実効性に乏しい通知といえます。 

連携強化に際しては、提携生産者周辺での蜂場の調査や養蜂農家との情報交換のみならず、実効性を高

めるため、上部団体や行政との連携による被害調査やその対応が前提となります。 

 

７．調査概要と会議 

 

・ 2010/5/31 第1回会議、学習会(講師:内田氏 農薬工業会事務局長･農学博士) 

         残留農薬基準以下であればＡＤＩ(一日摂取許容量)を超えない。農薬は分解性あるものしか許可

されない。 

・ 6/10 水野玲子氏にEU諸国の情報を取材(NPO法人ダイオキシン･環境ホルモン対策国民会議理事) 

      規制する成分や適用範囲は国によって様々。ＥＵでは最近やっと有機リン系の禁止に踏み切った

ところで、ネオニコチノイド系も禁止することは容易でないと予測する。フランスやドイツも種子処理で

の使用禁止に限定しているなど全面禁止には至っていない。 

・ 6/23 第2回会議 

・ 7/7 澤登早苗氏取材(恵泉女学園大学教授、有機農業研究会理事) 

農薬全体の削減を図るうえでのポイントは以下。作物での仕分け(リスクの低い作物から削減)、栽

培体系の見直し(輪作など)、品種の見直しと適地適作(抵抗性品種、在来種など)、技術指導。 

・ 7/中旬～8/中旬 提携産地の使用実態調査アンケート 

・ 7/20～21 ㈱渡辺採種場に取材 

種子の処理には大きく二種類あり、一つは病原菌対策として消毒したり農薬を塗沫したりすること。

もう一つは播種時の作業効率を高め、あるいは発芽率を一定化するために成型することで、主にコ

ーティングといわれる。種子に使用する農薬は種子包材への表示義務があり、生産者は包材で農

薬成分を確認することができる。） 

・ 8/18 山梨県農業総合技術センター取材 

ＩＰＭ(総合的病害虫管理)は、発生予察を基本に、耕種的・物理的・化学的・生物的防除など

様々な技術を用いて総合的に病害虫防除を行う管理手法である。個々農家の取組みでなく地域や

産地で同調して取組む必要がある。 

・ 8/24 第3回会議 

・ 8/31 常務理事会(中間報告) 

・ 10/19 第4回会議 

・ 11/15第5回会議 

・ 11/24 常務理事会（最終答申案報告とスケジュールの確認） 

・ 2011/1/25 最終答申 
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