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安全係数はどのような根拠で決定されたか？
「安全係数の原点」

1954年（67年前）Lehmanがラット、イヌ、ヒトに
100万分の1と微量のフッ素やヒ素を食べ物に加え
毒性影響を調べたところ、ヒトはラットの１０倍
イヌの４倍感受性を示した。

ヒトと動物の種間感受性
相違１０倍の原点！



ヒトとヒトとの個体差１０倍の根拠は？

ヒト個体間の感受性は、年齢、性別、健康度、適切な
食事の摂取の有無等様々な因子に影響される。ヒトへ
の許容量はこれらの因子を基に作るべきである。残念
ながら絶対的基準に到達する科学的・統計的手段を
持っていない。病気のヒトは健康な人に比べ毒物に対
する感受性が１０倍高いことが見込まれる。

経験及び見込みであり科学的根拠はない！
妊婦（胎児）幼少児高齢者等高感受性群のデータはない！



経験的に用いられたきた安全係数（不確実係数）は、６７
年後の現在、豊富な科学的根拠で補強されれているのか？

1963年FAO/WHO合同残留農薬専門会議(JMPR)：
データをヒトに外挿する際、経験的方法として使用されている係数100
で割る方法を採択。
1984年JMPR：
安全係数100は、経験的に感受性の高いヒトへの配慮及び複数の
化合物暴露による相乗作用も含まれるとされてきた。しかし、ヒトへ
影響を及ぼす因子は多種多様であり、農薬のヒトの健康への
リスク評価は複雑であり、安全係数を決めるための確固たる
規則は作れない。



ヒト個体間の感受性差に関し十分な科学的根拠
の補強はなく経験則のまま放置し使用継続！

1999年中島貴子（東大）：安全係数１００は、科学的
根拠はありません。経験的なものです。日米及び先進国
における人体毒性の基本指標となっている１日摂取許容
量の決定の現状に誰もが驚くことでしょう。

2021年Kasteel：化学物質評価は、習慣的に必ずしもヒトに起こる
状況を反映しない動物実験に頼ってきた。60年以上前
から使用されている安全係数は、科学的根拠がない。
動物を用いないIn vitroやin slico解析などを用いた
次世代の新しいリスク評価が必要だ。



「安全係数（不確実係数）」に基ずく一日摂
取供用量を用いた化学農薬安全神話の綻び！

１．種間感受性格差１０倍の綻び
ネオニコチノイド系農薬に対する感受性差は動物種によって
１万倍以上ある。
２．ヒトでの個体間格差１０倍の綻び
AI及び科学的証拠が重要視される現在まで、十分な科学的根拠
の裏付けのないまま、定説化・神話化され使用されている。
幼少児、妊婦、高齢者、複合影響を考慮した指数と拡大解釈し、
ひたすら安全性を強調する手段としている。

毒物研究者、製造メーカー、認可・規制当局は、
科学的エビデンス強化を怠ってきた！



「安全」と「安心」は不十分！
何故なら科学的根拠と信頼が不十分！

「安全」：科学的評価により客観的に決定される

「安心」：行政、事業者等の誠実な姿勢と真剣
な取り組み、消費者への十分な情報提供による

“信頼”により消費者の主観的判断
である「安心」が醸成される。



ネオニコチノイド系及びフェニルピラゾール系農薬
農薬名 商品名 開発・製造メーカー １日摂取許容量

（ADI）
mg/kg体重/日

急性参照容量
ARfD
mg /kg体重/日

クロチアニジン ダントツ 武田薬品工業(1988) 0.097 0.6

ジノテフラン スタークル 三井化学アグロ 0.22 1.2

アセタミプリド モスピラン 日本曹達 0.072 0.1

イミダクロプリド アドマイヤ― 日本特殊農薬
(現バイエルクロップ
サイエンス）

0.057 0.1

チアクロプリド バリアード 日本特殊農薬
(現バイエルクロップ
サイエンス）

0.012 0.031

チアメトキサム アクタラ ノバルティス（スイス） 0.018 0.5

ニテンピラム ベストガード 武田薬品工業 0.53 0.6

フィプロニル プリンス ローヌ・プラン
(バイエルクロップサイエンス)

0.00019 0.02

クロラントラニリ
プロール

フェルテラ デュポン・北興化学工業 1.5 必要なし



水道水質基準
水質管理目標設定項目
（１５項目）
ネオニコチノイド系
農薬にはない！

項目 目標値（mg/L)

フィプロニル 0.0005(500ng/L)

グリホサート 2

クロチアニジン なし

ジノテフラン なし

イミダクロプリド なし

アセタミプリド なし

チアメトキサム なし

チアクロプリド なし

ニテンピラム なし



水道水質管理目標
値は、科学的根拠
に乏しい安全係数
を用いた一日摂取
許容量に基づく！

農薬名
水道水濃度
(ng/L)

水質汚濁に係る
農薬登録保留基
準(ng/L)

水域の生活環境
動物の被害防止
に係る農薬登録
保 留 基 準
(ng/L)

水質管理目標値
ng/L

（※策定根拠
不十分の目標
値）

１日摂取許容量
（ADI）
mg/kg体重/日

クロチアニジン
(別表第６)

21.7 250,000 28,000 未設定
(200,000)

0.097

ジノテフラン
（別表第６）

21.2 580,000 12,000 未設定
(６00,000)

0.22

フィプロニル
(水質管理目標設
定）

2.3 500 24 500 0.00019

アセタミプリド
(別表第５)

検 出 さ れ
ず

180,000 2,500 未設定
(200,000)

0.072

イミダクロプリド
（別表第５）

検 出 さ れ
ず

150,000 1,900 未設定
(100,000)

0.057

チアメトキサム
（別表第６）

検 出 さ れ
ず

47,000 3,500 未設定
(50,000)

0.018

チアクロプリド
（別表第６）

検 出 さ れ
ず

31,000 36,000 未設定
（未設定）

0.012

ニテンピラム
（別表第６）

検 出 さ れ
ず

1,400,000 11,000 未設定
（1,300,000）

0.53

※水道水質管理計画の策定に当って：厚生労働省生活衛生局水道環境部の
留意事項について

市が示す安全
基準とはどれ
でしょう？



水質管理目標設定項目目標値の設定法の落とし穴

農薬類の目標値は、ＷＨＯが飲料水の水質基準設定にあたって採用している方法を基本とし、食物
等他の暴露曝露源からの寄与を考慮しつつ、生涯にわたり連続的な摂取をしても人の健康に影響が
生じない水準を基に設定しています。具体的には、１日に飲用する水の量を２Ｌ、人の平均体重を
50kg との条件で、１日当たりの摂取量である許容一 日摂取量（ADI）の10％を水道水由来の暴露と
割り当てて算出しています。算出方法は下記のとおりです。

目標値＝（ADI）×（50kg：平均体重）÷（２Ｌ：一日の飲用量）×（0.1：割当 10％）

ここに落とし穴があります。この目標値は、５０㎏の成人が１日２L一生涯飲用しても問題ない事を
意味しています。水道水は、３㎏の乳幼児もミルクを溶いて飲む可能性があります。目標値が設定さ
れていないクロチアニジンで検討します。ADIは0.097mg/kg体重/日です。

• ５０㎏の体重の成人が1日２L飲用する場合の目標値＝0.097mg×50÷２×0.1＝2.245×0.1=0.2425mg/L

• 3㎏の乳児が１Lの水で溶いたミルクを飲用した場合の目標値＝0.097mg×３÷１×0.1=0.0291mg/L

成人で計算した目標値は、乳児の目標値の10倍も高く

設定されることになります。特定の体重の成人の目標

値をそのまま乳児に適用するのは適切ではありません。



宮古島の下里の水道水でネオニコチノイド系
農薬ダントツとアドマイヤ―そして
フィプロニル（プリンス）を検出！

科学的根拠が不十分なままで「安全の定義」を
十分満たさない“一日摂取許容量です。胎児や乳幼児へ
の健康影響はありませんと容易に「安全宣言」は出せな
いはずです。市民を「安心」させるためには予防原則

による対策が必要です。

「３種類の農薬成分が検出されても１日摂取許容量の1/270
～1/14,000と微量だから乳幼児が毎日飲んで安全！？」



「安心」
確保の
ための
第一歩

市は、「安全」の不十分さ
を認識し、予防原則に基づ
き地下水・水道水のネオニ
コチノイド系農薬濃度モニ
タリングを開始すべきです。
今後の対策と合わせて市民
に公表することが市民の
「信頼と安心」獲得の

第一歩となります。



今後、早急に取り組むべき事項

１．ネオニコチノイド系農薬及びその代謝産物の

詳細な地下水・水道水中濃度モニタリング

２．浄水段階でのネオニコチノイド系及び

フェニルピラゾール系農薬除去法の確立

３．化学農薬の使用を最低必要限度にする総合的

害虫・雑草管理（IPM)の確立


