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カドミウムの国際基準値案と
我が国の現状について

平成16年６月９日

厚生労働省食品安全部

農林水産省消費・安全局



１．背景及び経過
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コーデックス委員会

国連食糧農業機関（FAO）と世界保
健機関（WHO）が1962年に設立

現在169ヶ国、１政府間組織(EU)が
加盟

消費者の健康の保護、食品の公正
な貿易の確保を目的

国際食品規格（コーデックス規格）、
その他の勧告を作成
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コーデックスの組織

分野ごとに９の一般問題部会と19
のその他部会

カドミウムの最大基準値は、一般問
題部会の一つである食品添加物・
汚染物質部会（CCFAC）で検討

部会からの勧告を基に総会で決定
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CCFACとJECFAの関係

FAO/WHO合同食品添加物専門家
会議（JECFA）

科学者から構成されるコーデックスから
独立した組織でリスク評価を実施

CCFAC
各国の政府代表等がJECFAのリスク
評価に基づいて汚染物質等の基準や
実施規範を作成し、総会へ勧告
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カドミウム基準値のコーデックス
における検討経過

1998年に予備的な原案を提案

・根菜、ｾﾛﾘｱｯｸ等の基準値原案を変更
・穀類・豆類(米、小麦、大豆等を除く)の

基準値案を0.1 mg/kgをステップ８で
採択するよう総会へ勧告

・科学的なデータに用いたリスク評価に基

づく基準値案の見直しに合意

2001.03 第33回CCFAC

第24回総会2001.07

穀類・豆類(米、小麦、大豆等を除く)
の基準値を0.1 mg/kgで採択
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2002.03

JECFAに対し、複数の基準値案
を用いた摂取量評価と総合的なリ
スク判定を依頼

第34回CCFAC

2003.03
小麦、野菜等の基準値原案を総
会がステップ５で採択するよう
勧告

第35回CCFAC

農作物等の実態調査結果と疫学
調査結果をJECFAに提出

（2002.11）
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第36回CCFAC

第27回コーデックス総会

日本の修正提案

第26回総会2003.06

小麦、野菜等の基準値原案を、ス
テップ３に差戻し

日本の農作物等の実態調査データ
及び食品消費量のデータを用いた
摂取量評価

2003.12

2004.03

2004.06



２．カドミウムのリスク評価と
基準値の検討
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JECFAによる毒性評価

健康影響

低濃度・長期間摂取による腎機能障害

特徴

・摂取した食品中のカドミウムの一部
が体内に吸収され、その排出が遅い。
→長期間の摂取で蓄積し、数十年で

一定の濃度に達した場合は健康
に悪影響の可能性
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日本の疫学調査

目的

科学的な毒性評価に貢献

これに必要な定量的データを得ること

内容

カドミウムの生涯摂取との関係の解明

腎機能障害

骨密度

カドミウムの吸収率
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疫学調査の結果

耐容摂取量を超える摂取が長期間行
われていた地域の住民の腎機能

→ 明らかな障害は認められない

食品由来の低用量のカドミウム摂取と
骨代謝の関係

→ 悪影響は認められない

カドミウムの吸収率

→ 加齢とともに低下
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JECFAにおける毒性評価(2003年6月)

生涯にわたって摂取し続けた場合に

健康に悪影響のない摂取量の指標(耐
容摂取量)として、現行の

１週間当たり体重１kg当たり、7 µg

を維持（体重50kgの人であれば、１週
間当たり350 µg）
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基準値を設定する食品/食品群の

選定規準

○摂取量評価に係るCCFACの方針案

世界を５つの地域に分け、そのうち、

１地域で、耐容摂取量に対し10%
以上寄与する食品/食品群

２以上の地域で、耐容摂取量に対
し5%以上寄与する食品/食品群
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JECFAにおける摂取量の推定

①国や地域の摂取量

国による推定：0.7－6.3 µg/体重kg/週
５地域 ：2.8－4.3 µg/体重kg/週

②主なカドミウム摂取源である食品

米、小麦、塊茎類、軟体動物、野菜(葉菜
除く)
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我が国の農産物の実態調査
（米と大豆の結果）
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汚染物質等の基準値設定の原則

「食品中の汚染物質及び毒素に関す
るCodex一般規格(GSCTF)」に記述

重要な健康リスクがあり、貿易問題
があるもののみに設定

汚染物質等の摂取寄与が大きな食
品に対してのみ設定

ALARAの原則にしたがって設定

（As Low As Reasonably Achievable）



18

ALARAの原則とは

合理的に到達可能な範囲でできる限り低く設定

生産や取引の不必要な中断を避けるため、
食品中の汚染物質の通常の濃度範囲よりも
やや高いレベルに設定

消費者の健康保護が図られること

適切な技術や手段の適用によって、
汚染しないように生産されていること

が前提
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妥当な基準値の設定とは

各食品の
基準値案

各食品の
消費量

合理的に達成可能か

通常の濃度域は？

農産物等のカドミウム濃度 ＡＬＡＲＡの原則

消費者の
健康保護

耐容摂取量

＜ 7µg/体重kg/週カドミウム摂取量の推定
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我が国のカドミウム濃度分布に基づく
基準値仮置き案の推定
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我が国の実態を踏まえた基準値の
仮置き案

主要品目 
コーデックス原案
（2003 年 3 月時点）

我が国の実態に基

づく基準値仮置案 

  ppm  ppm

米 0.2 0.4 
小麦 0.2 0.3 
大豆 0.2 0.5 
ホウレンソウ 0.2 0.3 
レタス 0.2 0.1 
サトイモ 0.1 0.3 
タマネギ 0.05 0.1 
トマト 設定せず 0.05 
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食品からのカドミウム摂取量の推定
に係る基本的な考え方①

実態調査結果を活用

確率論的手法による摂取量の推定

仮置きした基準値で規制した場合の摂取
量を推定

基準値の妥当性の判断は、国際的に最も
よく使われている95パーセント値を目安
(米国では90パーセント値を目安)
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食品からのカドミウム摂取量の推定
に係る基本的な考え方②

摂取量評価に係るCCFACの方針案

- 必要があれば、複数の最大値案の
摂取寄与への影響を推定するため
に、各国の食品消費量を用いて摂
取量を推定
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確率論的手法による摂取量推定

１．分布をモデル化

２．両方の分布から無作為に抽出した値をか
けあわせ、数万回繰り返し

規制値

計算から
除外

カドミウム濃度カドミウム濃度 食品消費量食品消費量

かけ算



４．計算結果

有害物質の摂取量

割
合

(低頻度)(低頻度)
多少食品消費量

高低有害物質濃度

(高頻度)
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Cd摂取量に基づく基準値の妥当性

の判断

品目毎に基準値を仮置きし、それ
ぞれのケースについて、Cd摂取量
を算出

→Cd摂取量の95パーセント値が
耐容摂取量を下回るような基準
値を妥当と判断
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カドミウム摂取量に関する実際の検討

平成１５年厚生労働科学特別研究

「日本人のカドミウム暴露量推定に関
する研究（中間解析報告）」

主任研究者：

国立環境研究所 新田総合研究官
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使用したデータ

国民栄養調査（厚生労働省）

1995～2000年の6年間をプールした
約5万3千名の食品摂取量のデータ

20歳以上の成人

農作物・水産物中カドミウム実態調査
（農林水産省）
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カドミウム摂取量の推定手法

試算方法

確率論的手法を適用

カドミウム濃度未検出の場合は全て
定量下限値に置き換え

10万回抽出して積算

推定条件

基準値を仮置きした場合の摂取量の
変化を推定
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研究結果①

現状 →基準値仮置き案とｺｰﾃﾞｯｸｽ原案(2003年3月時点)

95ﾊﾟｰｾﾝﾄ値

暫定週間耐容摂取量

7 µg/体重kg/週

割
合

95ﾊﾟｰｾﾝﾄ値

2 4 6 8
Cd摂取量（ µg/体重kg/週）
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研究結果②

(単位； µg/体重kg/週)

カドミウム
摂取量

平均値 95％値

コーデックス原案
(第35回部会時点)

3.０７ 6.１０

我が国の実態に基づく
基準値仮置き案

6.８８3.２９

7耐容摂取量
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コーデックス原案と基準値仮置き案の
比較

①両者の摂取量に明らかな差異は認め
られず、

②平均値は耐容摂取量（７µg/体重kg/
週）の半分以下

③国際基準の目安とされている95％値
において耐容摂取量を超えない
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食品中のカドミウムの国際基準への対
応について

平成１５年１２月９日

厚生労働省の薬事・食品衛生審議会
の部会において議論

平成１５年１２月１０日

食品安全委員会の汚染物質専門調査
会において報告

平成１５年１２月１２日

カドミウムに関する意見交換会を開催
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日本の修正提案に対する意見交換会
での意見（米の基準値について）

基準値はできる限り低い方が良い。提案も
0.2 mg/kgとすべき。

現実的には0.4 mg/kgでないと達成困難
であるという意見は理解できるが、低減対
策には取り組んで欲しい。

吸収抑制対策、客土ともに、0.2 mg/kgを
クリアするのは技術的に困難。



３．CCFACとコーデックス総会
における審議
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国際基準への対応
（CCFAC原案に対するコメント：2003年12月）

コーデックス委員会の検討に貢献す
るために、我が国のカドミウム摂取量
評価の結果に基づいた基準値修正
案を提出

基準値はリスク評価に基づいて設定
されるべきであり、基準値を変化させ
た場合の摂取量の変化などのカドミ
ウム摂取量評価がJECFAにおいて
実施されるべき
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本年３月のCCFACでの審議概要

軟体動物の分類と基準値について時間を
かけて議論

基準値の対象をカドミウムの摂取寄与の
大きい品目に限る（果実、大豆等は除外）

小麦、野菜などについては原案通りの基
準値案（軟体動物は除く）

精米の基準値案0.2 mg/kgを0.4
mg/kgに変更

来年２月にＪＥＣＦＡが摂取量評価
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審議の結果（基準値原案）

食品群 基準値案 
(mg/kg) ステップ 備   考 

精米 0.4 5  

小麦 0.2 5  

ばれいしょ 0.1 5 皮を剥いたもの 

根菜、茎菜 0.1 5 セロリアック、ばれ

いしょを除く 
葉菜 0.2 5  

その他の野菜 0.05 5 食用キノコ，トマト

を除く 

軟体動物 1.0 3 頭足類を含む 
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今後の予定（国際基準）

６月コーデックス総会(6/28-7/3)

来年２月ＪＥＣＦＡ(2/9-17)

→ 濃度実態調査及び食品消費
量等のデータを提出（７月末）

来年３月CCFAC(3/21-25)

来年夏コーデックス総会
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第27回コーデックス総会への対応

第27回コーデックス総会において、
第36回CCFACが提案した基準値
原案をステップ５で採択することを
支持する
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国内における今後の予定

昨年７月に、厚生労働省から食品安全委
員会へ健康影響評価を依頼

現在、食品安全委員会汚染物質専門調
査会において検討中（これまで２回開催）

食品安全委員会の健康影響評価の結果
を出された後に、健康影響評価結果に基
づいて、厚生労働省において速やかに規
格基準を設定する予定



４．リスク低減対策
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リスク低減対策の基本的な考え方

生産・加工工程における汚染レベ
ルの防止・低減

（コーデックス実施規範）

最終産物の汚染物質濃度の規格
基準の設定とそれに対する検査

（コーデックス基準値）
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食品中の汚染物質濃度の全体的な低減

実施規範の効果

食品中の汚染物質濃度

分

布

頻

度
基準値による規制

基準値の引き下げが可能

汚染レベルの低減
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生産段階におけるカドミウムのリスク
管理の現状

土壌汚染の
進行防止

公害の防止

栽培段階
の対策

農産物のカドミウム
吸収抑制対策

土壌汚染の
改善対策
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土壌汚染の進行防止

ばい煙の排出規制、排水規制

- 大気汚染防止法

- 水質汚濁防止法

- 鉱山保安法

埋め立て処分基準

- 廃棄物処理法



47

土壌汚染の改善対策
(農用地土壌汚染防止法)
対象：現行
- 米のカドミウム濃度1.0 ppm以上の地

域を対象

内容：
- 汚染されていない土壌による客土

（約560万円/10a）

- かんがい排水施設の新設
- 宅地への転換 等

費用：原則として汚染者負担
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水稲のカドミウム吸収抑制対策

湛水管理

- 穂の出る前後３週間、常に水を張る

土壌改良資材の投入

- 土壌改良資材を投入し、土壌のｐＨ

を高める

カドミウムが水稲に吸収されにくい
状態に変化
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吸収抑制対策実施上の課題

湛水管理

・土壌条件などにより効果に差異
・こまめな水管理が必要
・湿田では機械収穫に支障
・地域によっては用水確保が困難になる可能
性

土壌改良資材の投入
・土壌の状況に応じて投入量の検討が必要
・十分な撹拌のために大きな労力が必要
・条件によっては投入量が多量
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吸収抑制対策等の実施に対する支援

吸収抑制対策が確立された技術の
普及に関する支援

産地における出荷前の自主的な検
査体制・検査機器の整備への支援
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今後のリスク低減対策の方向
①予防対策の強化

土壌データに基づいた農産物汚
染の可能性に関する予測手法の
開発

汚染の可能性のある地域を対象
とした吸収抑制対策の実施
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②新たなリスク低減方法の開発

カドミウムの吸収が少ない品種の導入

- カドミウム吸収量の小さい品種を
選抜・育成

植物を用いた土壌浄化技術

- カドミウムを吸収しやすい植物を
用いて、土壌からカドミウムを回収
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流通防止対策

消費者の懸念

食品衛生法に基づく監視

消費地サイドの取組

1.0 ppm以上のカドミウムを含む米。

地方公共団体が焼却処分

産地サイドの取組

0.4 ppm以上1.0 ppm未満のカドミウ

ムを含む米。

農林水産省が買入れ、非食用に処理
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流通防止対策の見直し

15年度以前

0.4 ppm以上1.0 ppm未満のカドミウム
濃度が判明した場合に買上げ(農林水産省)

低減対策の推進16年度

都道府県がカドミウム含有米生産防止計
画を作成。防止策を実施しても、0.4 
ppm以上1.0 ppm未満のカドミウム米が
生産された場合に買上げ(農林水産省の補
助で民間団体が実施)
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