
令和３年９月 22 日 農業資材審議会農薬分科会（第 28 回）資料  

 

 

「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価における公表文献の提出について（方針）

（案）」及び「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」に対する 

意見・情報の募集結果（案） 

 

 １ 背景 

農薬の安全性をより一層向上させるため、平成 30年に農薬取締法（昭和 23年法律

第 82号。以下「法」という。）を改正し、科学の発展により蓄積される農薬の安全性

に関する新たな知見や評価法の発達を、効率的かつ的確に反映できるよう、既に登録

されているすべての農薬について、最新の科学的知見に基づき、安全性等の再評価を

定期的に行う仕組みを導入した。 

他方、令和３年３月 18 日、食品安全委員会農薬第一専門調査会は、残留農薬の食

品健康影響評価での公表文献の取扱いに関する基本的考え方、手順等を明確化するた

め、「残留農薬の食品健康影響評価における公表文献の取扱いについて」を決定し、令

和３年４月６日に食品安全委員会に報告した。 

これを参考に、農業資材審議会農薬分科会でも、法に基づく農薬登録に際し、リス

ク評価において取り扱う公表文献の収集及び選択の手順を明確化するため、第 24 回

（令和３年３月 24 日）以降、３回にわたり「公表文献の収集、選択等のためのガイ

ドライン」の検討を進めてきたところ。 

  

２ 意見・情報の募集の内容（参考資料５） 

（１）「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価における公表文献の提出について（方

針）（案）」 

  法第８条第１項に基づく再評価を実施するに当たり、農薬の登録を判断するリ

スク評価等に活用するために、再評価を受けるべき者に対して、公表文献の提出を

要請することとし、提出に当たって必要な文献の収集期間、提出期限等の項目につ

いて意見・情報を募集した。また、公表文献の収集及び選択の方法については、（２）

「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」に基づいて行うことについ

ても意見・情報を募集した。 

 

（２）「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」 

第 27回農業資材審議会農薬分科会の審議を経て取りまとめたもの 

 

３ 結果 

令和３年８月８日から令和３年９月６日までの期間、電子政府の総合窓口（e-Gov）

に掲載すること等を通じて、広く国民の皆様から意見・情報を募集したところ、本件

に関して 44人の方からご意見が寄せられた。 

お寄せいただいたご意見を、集約、整理した上で、本案に関係するものに対する考

え方は、別紙のとおり。 

資料３－１ 
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（別紙） 

「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価における公表文献の提出について（方針）（案）」及び「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」に対する

意見・情報の募集に寄せられた意見・情報の概要及びそれに対する考え方 

 意見分野 ご意見の概要 ご意見に対する考え方 

「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価における公表文献の提出について（方針）

（案）」に対するご意見 

 

１ 収集期間の終

期の考え方 

公表文献の収集期間の終期については、「資料提出期限の終期の

６か月前」とされていますが、「資料提出期限の開始期の６か月

前」とするべきではないでしょうか。再評価に関する資料の提出期

間は、３か月間の幅で設定されており、申請者はこの期間内であれ

ばどのタイミングで提出しても構わないことになっていることか

ら、提出期限の開始期を起点にする方が適当であると考えます。 

 また、資料提出期限が令和３年12月末から令和４年３月末まで３

か月延長された農薬について、公表文献の収集期間の終期をどのよ

うに考えればよいでしょうか。文献調査の期間は、「（延長後の公表

文献の）資料提出期限の終期の６か月前まで」ではなく、「既に官

報告示されている資料の提出期限の終期を起点としてその６か月前

まで」とすべきではないでしょうか。 

（なお、文献の収集期間の起点以降に評価上重要な文献が発表され

た場合などは、ガイドラインIV．６．のなお書きにある「リスク評

価機関が追加の公表文献等が必要と判断する場合には、追加情報を

提出することとする。」により、対応可能と考えています。） 

（同様の趣旨のご意見２件） 

 

 農薬の再評価は、最新の科学的知見に基づき行うこととされており（農薬取締

法第８条第４項）、公表文献についても実務上達成可能な範囲で最新の情報を収

集、選択等する必要があると考えております。その際、 

・農薬の評価で公表文献の提出を求めている欧州において、収集期間の終期は資

料の提出の６か月前であること 

・ご指摘のとおり、我が国においては、再評価の資料の提出期限が３か月間の幅

をもって定められており、この期間のうちどの時期に提出するかは申請者に委

ねられていること 

から、申請者間で公表文献による最新の科学的知見の時点を揃えるため、公表文

献の収集期間の終期は、資料の提出期限の始期から起算して６か月前とします。 

 なお、ご指摘のとおり、収集期間の終期以降であっても、リスク評価機関が追

加の公表文献等の提出が必要と判断する場合には、その求めに応じ、追加情報を

提出することとします。 

 

２ 実務に要する

期間に基づく

資料提出期限

の検討 

【ご意見１】 

自社の人員の関係から、ガイドラインに準拠した公表文献の検

索、収集、選択等を外部の機関に依頼せざるを得ません。これから

契約を結び、公表文献検索等を行ってもらうことから、提示された

提出期限までに必要な資料を準備し提出することは難しい状況で

す。６か月程度の提出期限の延長を希望します。 

 

【ご意見２】 

方針案が提示されたところなので、これから文献調査機関を探

 公表文献の収集、選択等及びその報告書の作成については、農薬のリスク評価

を行うために十分な情報を収集する観点から、実務上必要な期間を確保すること

が重要と考えております。 

「１」のご意見に対する考え方に基づけば、令和４年度以降に再評価の資料の

提出期限を迎える農薬については、公表文献の収集期間の終期（資料の提出期限

の始期から起算して６か月前）から資料の提出までの期間は、最短で６か月（提

出期限の期間の始期に提出した場合）、最長で９か月（同期間の終期に提出した

場合）となっております。 

一方、令和３年10月１日から令和３年12月28日まで及び令和４年１月４日から
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し、契約を締結するために最短でも１か月程度は要します（通常は

２～３か月を要する）。また、年末年始の休暇で実質３週間程度調

査期間が短くなります。そのため、令和４年３月31日までの提出期

限の農薬についても、３か月程度の猶予を考慮していただくよう要

望します。 

 

【ご意見３】 

現在の案で示されている調査期限及び提出期限については、１申

請者が提出期限につき１剤の調査を行うことが前提になっていると

思われますが、現在告示済の剤で、１申請者の２剤に対し、同じ提

出期限が設定されているケースがあります。 

１つの剤の調査だけで６か月かかるなか、３～６か月で２原体の

調査を行うことは、時間的、人員的に非常に難しいです。公表文献

の収集、選択等のためのガイドライン自体が発出されていない現

状、既に同じ資料提出期限が示されている原体の調査については、

文献調査の作業時間を考慮し、提出期限を延長する措置を検討願い

ます。 

 

【ご意見４】 

再評価は資料提出期間が３か月幅タームで告示され、提出資料は

終期以前の資料着日であることが必須となっていることから、最終

的な文献収集から提出（発送）までの実質的な作業期間が６か月に

満たないことになります。 

再評価において申請者は１タームに複数の有効成分を申請する可

能性があり、実際そのような事態が発生しています。その場合、申

請者は混乱を避けるため複数の有効成分の資料を同時に提出するよ

りは、告示されている３か月間の中でずらして提出すると考えま

す。 

現行の方針案では、資料提出期限内の早期に提出を予定する場合

は実質３か月間で文献調査、システマティックレビューによる選

択、報告書作成を行うこととなり、申請者の負担が大きいものとな

ります。 

また、再評価の優先順位は、数量や毒性の懸念点の高い順に行わ

れることから、特に再評価初期の有効成分については多数の論文、

令和４年３月31日をそれぞれ再評価の資料の提出期限とする農薬については、ご

意見のとおり、本ガイドラインの発出から十分な期間（６～９か月）を確保する

ため、公表文献のみ、提出期限を令和３年10月１日から起算して９か月を経過し

た日である令和４年６月30日とすることが妥当であると考えております。 

なお、この提出期限は、当初の「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価にお

ける公表文献の提出について（方針）（案）」でお示しした提出期限に比べて、３

か月延長したものとなっておりますが、これは、頂いたご意見のうち、 

・公表文献の検索、収集、選択等を外部の文献調査機関に依頼するため、契約の

締結等に通常２～３か月程度を要する 

・年末年始の休暇で実質３週間程度の調査期間の短縮が生じる 

とも整合性があるものと考えます。 
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また評価検討に値する論文が多く含まれると推察できることから

も、実質的な作業期間を９か月は確保したいと考えます。 

以上の理由から準備期間を実質９か月確保できる、「資料提出期

限の始期の９か月前」に変更していただきたいと思います。本方針

案が令和３年10月１日に最終化、施行されると勘案し、上記に述べ

たように９か月の準備期間が申請者には必要なことから、令和３年

12月28日に再評価提出期限を迎える剤については、文献の提出期限

を令和４年６月末までとすることが適当です。 

 

【ご意見５】 

公表文献に関する資料作成に要する期間として６か月を設定して

いると思われますが、６か月の準備期間は短いです。資料準備に必

要な期間を考慮すると、収集の起点を公表文献の資料提出期限の終

期とするのであればその９か月前まで、または１年前までにするべ

きです。 

再評価を受ける申請者にとって提示されたガイドラインに則った

システマティックレビューによる公表文献の収集と選択の経験がな

いことから、準備に時間を要すると想定しています。また、データ

ベースからの検索時期は収集期間以降である必要があることから、

再評価準備作業の集中する時期と作業が重なります。再評価の他の

資料準備に影響することが懸念されます。さらに、提出期限が迫っ

ている令和３年度、４年度再評価対象の有効成分については、上記

準備期間を考慮した期限の変更が必要です。 

このことから、期間の変更に伴い以下の告示済の有効成分に係る

公表文献の提出期限を変更するべきです。 

・公表文献の収集期間が９か月前までの場合:令和３年10月１日～

令和４年３月31日が提出期限の有効成分の公表文献の提出期限を令

和４年６月30日とする。 

・公表文献の収集期間が１年前までの場合:令和３年10月１日～令

和４年６月30日が提出期限の有効成分の公表文献の提出期限を令和

４年９月30日とする。 

 

【ご意見６】 

再評価の早期完了のため、最大限に行政の評価・審査へ協力した
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いと考えておりますが、「農薬取締法第８条第１項に基づく再評価

における公表文献の提出について（方針）（案）」には、本年12月28

日までに再評価資料の提出が求められている有効成分の公表文献に

係る報告書の提出期限が令和４年３月31日までとの猶予が記載され

ております。 

“Web of Science”導入に係る費用（1,000万円弱）の投資準

備、その社内環境整備などのリードタイムが必要であることが自明

であり、この現況から報告書作成が猶予期限までに完了することが

極めて困難であることをご理解いただきたく、当該ガイダンス告示

予定の令和３年（2021年）10月から１年後の、令和４年（2022年）

９月30日を提出期限にしていただくことを懇請いたします。ご配慮

のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

３ 文献調査結果

の提出を要請

ではなく要求

にすること 

文献の提出は「要請」とされていますが、提出する文献を収集・

選択するための調査結果については、適正な調査がされることを確

保するためにも「要求」とする必要があると考えます。従って、

「文献調査報告」の提出を「要求」し、選択された「文献」の提出

を「要請」する必要があると考えます。農薬の場合、有効成分によ

っては、複数の申請者がそれぞれの申請資料を提出することがあり

ますが、要請に基づく調査では、要請に対応しないことが許容され

ることを危惧します。 

 

公表文献の調査結果及び適合する文献のコピーについては、再評価に際して提

出を要求することとします。なお、令和元年農林水産省告示第804号において提

出期限を令和３年10月１日から令和３年12月28日までと定められた有効成分、ま

た、同告示において、提出期限を令和４年１月４日から令和４年３月31日までと

定められた有効成分については、提出期限をそれぞれ延長します。延長する期間

については、「２」のご意見に対する考え方をご参照ください。 

「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」に対するご意見  

４ 公表文献の収

集、選択、評

価等の透明性 

【ご意見１】 

評価の透明性を確保するためにも、提出された公表文献の一覧を

公表するとともに、提出された文献についても、著作権から許され

る範囲での公開を希望します。 

 

【ご意見２】 

公表文献を誰が収集して選択するのかが現在不明となっていま

す。公平に行う第三者機関の設置が必要で、それを公開しなけれ

ば、公平な審査が実施できないのではないでしょうか。 

 

本ガイドラインは、農薬取締法に基づき農薬の登録を判断する際のリスク評価

において取り扱う公表文献の収集、選択等の手順を明確化することにより、公表

文献の使用に関して一貫性及び透明性を確保することを目的としており、リスク

管理機関は、その収集、選択等の結果をリスク評価機関に提出することとしてお

ります。 

農林水産省としては、公表文献を収集、選択等した結果の報告書については、

著作権等で保護されている内容を除き、リスク評価機関に提出の際、公開するこ

ととします。この報告書を基に、リスク評価機関において評価することになりま

す。 

 なお、公開された報告書を参照することで、例えば、オープンアクセスの文献
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 については、インターネット上で閲覧することが可能と考えます。 

５ 公表文献に用

いられた元デ

ータの確認 

公表文献の中には、一見重篤に見える結果が報告されているもの

の、文献に記載されている内容からでは、その結果の再現性あるい

は実験の手技に対する疑問が検証できないことがしばしばあり、詳

細を確認するために、申請者が著者に生データを請求しても提供さ

れない場合があります。重篤な結果が報告されているものの、申請

者が報告内容の信頼性に疑義を抱き、生データの確認を著者に要請

する際には、リスク管理機関の助力が必要と考えます。 

 

公表文献に用いられた元データが開示されない等の理由により、公表文献の結

果に疑義があると考える場合は、「IV．６.報告すべき事項 ⑨」のとおり、報告

書の別添として当該文献に対する反論を提出することができます。 

 

 

６ 生活環境動植

物のリスク評

価への活用 

生活環境動植物に対する毒性に関する文献に特に当てはまること

ですが、OECD法が確立していない生物種を使用した結果も多数報告

されています。また、OECD法で認められた生物種であっても、種内

の結果の変動から、申請者が提出している試験成績で報告されてい

る結果よりも低い数値がエンドポイントとして報告されている場合

があります。 

生物実験は当然変動を伴うものであり、試験を増やすにつれ最小

値は下がる可能性がありますが、これは生物学的変動の範囲を見て

いる側面があります。そのため、評価に用いる値として、徒に公表

文献を含むすべてのデータの最小値を採用するのではなく、海外評

価機関のようにWeight of Evidence に基づいた専門家評価や幾何

平均等の活用を求めます。 

 

農薬の生活環境動植物に対するリスク評価は、環境省が担当しております。頂

きましたご意見は環境省にお伝えします。 

 

７ 公表文献の活

用の基本的な

考え方 

無用な動物実験の重複を避けるためにも過去のデータの活用が有

効であることを示してほしいです。動物実験の代替、削減、苦痛の

軽減（３Rs）を推進することが国際的にも求められており、我が国

の「動物の愛護及び管理に関する法律」も、３Rsの遵守を求めてい

ます。 

そのため、１ページ「II．基本的な考え方」２段落目「公表文献

の研究結果は、農薬の毒性プロファイルや影響のメカニズム解明を

はじめとした影響の特定及び特性評価並びに暴露評価等の登録に当

たっての安全性評価を行う際の有益な情報となり得ることから、」

の部分を以下のように修正することを求めます。 

「公表文献の研究結果は、農薬の毒性プロファイルや影響のメカ

本ガイドラインは、農薬取締法に基づき農薬の登録を判断する際のリスク評価

において取り扱う公表文献の収集、選択等の手順を明確化することにより、公表

文献の使用に関して一貫性及び透明性を確保することを目的としており、公表文

献の提出をもって農薬登録の際に必要な試験成績の提出を軽減・免除するもので

はありません。 

 なお、動物試験につきましては、「農薬取締法の一部を改正する法律案に対す

る附帯決議」（平成30年６月７日参議院農林水産委員会）において、「国内外の法

制度で明記されている動物試験における３Ｒ（代替法活用、使用数削減、苦痛軽

減）の原則に鑑み、不合理な動物実験の重複を避けるなど、３Ｒの有効な実施を

促進すること。」とされており、農林水産省としてもその趣旨を踏まえ、適切に

対応してまいります。 
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ニズム解明をはじめとした影響の特定及び特性評価並びに暴露評価

等の登録に当たっての安全性評価を行う際の有益な情報となり得、

その活用は実験動物の削減にもつながることから、」 

（「その活用は実験動物の削減にもつながることから」を追加。） 

 

 

８ 収集する言語 日本語・英語だけでなく様々な言語より収集しなければそのこと

自体がバイアスになります。特に、グローバル企業の製品は過去・

現在の使用経歴のある国すべての言語から収集すべきです。    

 

リスク評価に適合する科学的知見については、英文の雑誌に掲載されているこ

とが一般的です。また、我が国での農薬の使用方法に関する知見を収集する観点

から日本語での公表文献も参考として活用することとしています。 

 

９ J-STAGEの取扱

い 

 「公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）」の３ペ

ージ目に“日本で出版されている論文を検索する際にはJ-STAGE も

利用する”と記載されております。元々、システマティックレビュ

ーのための科学論文データベースとしてAGRICOLA、BIOSIS、CABA、

EMBASE、Medline、SCISEARCH、Toxcenter、CiNii Articles 等が紹

介され、複数のデータベースを横断的に検索可能な電子ジャーナル

プラットフォームとしてWeb of Science、J-STAGEを紹介し、“Web 

of Science を用いた検索も可とする”と説明されています。 

その意味でどのデータベース、あるいはジャーナルプラットフォ

ームを利用するかは申請者の選択肢と判断されますが、“日本で出

版されている論文を検索する際にはJ-STAGE も利用する”について

は選択肢ではなく強制的なものと読み取れ、違和感を覚えます。J-

STAGEについても“検索も可とする”のように選択肢の一つとして

取り扱うよう要望します。 

 

J-STAGEは、あくまで事例として提示しているものです。明確化のため、本ガ

イドライン３ページ「日本で出版されている論文を検索する際にはJ-STAGEも利

用する。」を、「日本で出版されている論文を検索する際にはJ-STAGEも利用可能

である。」と修正いたします。 

10 対象とする農

薬 

【ご意見１】 

公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）６ページ

（１）対象とする農薬として“代表的な製剤（広く知られている製

剤名）”としているが、農薬は原体より製剤で桁違いに毒性が高く

なることが複数報告されています。 

農薬製剤の毒性については、十分考慮すべきなので、代表的な製

剤だけでなく、学術論文で明らかになっている研究論文について

は、全て検討すべきと考えます。 

 

 本ガイドライン６ページ（１）では、当該農薬の有効成分名とともに、代表的

な製剤名（広く知られている製剤名）でも検索することとしています。これらの

組み合わせによって、我が国で登録されていない製剤であっても、有効成分名で

検索することで対象となる可能性は高いと考えます。 

 その上で、適合性評価を行うことによって、我が国で登録されている農薬の評

価目的に適合した文献を提出することとなります。 

 なお、欧州食品安全機関（EFSA）、米国環境保護庁（USEPA）、FAO/WHO合同残留

農薬専門家会議（JMPR）の評価において評価書に結果が引用されている文献はリ

スク評価機関に提出することとなりますので、海外において同一有効成分を含む
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【ご意見２】 

世界各国で同一ブランドの姉妹製品が売られており、日本での登

録の有無にこだわるべきではありません。 

 

農薬の評価に用いられた文献は、我が国においても考慮されることとなります。 

11 検索キーワー

ド 

この度の農薬再評価及び「公表文献の収集、選択等のためのガイ

ドライン」作成に関して大いに期待するところであります。特に、 

・『試験成績と併せて、安全性評価に活用できる公表文献の収

集，選択に当たっては，システマティックレビュー（体系的な評価

プロセス）を導入する』点に関しては、大いに期待しています。一

方で、 

・『ヒトに対する毒性（キーワード）に関するキーワード』 

が極めて旧来の毒性試験や製造会社独自ものに偏っています。ま

た、これまでは化学物質純品での評価のみが採用されていますが、

忌避剤等の入っている商品の影響を調べずに、安全性試験と言える

のでしょうか。実際に使用される市販品での動物実験成績もお認め

いただきたいと思います。さらに、親化合物のみならず、代謝物で

その作用が大きく異なるものもありますので、引用文献には是非、

代謝物 metabolitesでの試験成績も採用していただきたいと強く希

望いたします。 

そこで、以下のキーワードも追加していただきたく存じます。 

【追加希望キーワード】 

behavioral test 

cognitive and emotional change 

developmental neurotoxicity 

epigenetics 

immune toxicity 

maternal-to-fetal transfer  

metabolites 

neurogenesis 

まだあるかと思いますが、ガイドライン（案）のキーワードは現

行の問題点（発達神経毒性、免疫毒性、認知学習影響等）が一切考

慮されておりません。これらをキーワードに入れていただけるよ

う、何卒よろしくお願いいたします。 

 

FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）を始め世界各国において、農薬の安

全性の評価については、現在、有効成分のリスク評価を行うことが基盤となって

いると認識しています。 

農薬の安全性の一層の向上を図る観点から、引き続き、最新の科学的知見の情

報収集に努めてまいります。また、頂きましたご意見は農薬のリスク評価に関す

るものであるため、リスク評価機関である内閣府食品安全委員会にもお伝えしま

す。 

なお、本ガイドライン６ページ（１）では、当該農薬の有効成分名とともに、

代表的な製剤名（広く知られている製剤名）でも検索することとしています。ま

た、安全性評価の上で考慮する必要のある代謝物や分解物等も検索対象となって

います。これらの組み合わせによって、製剤を用いた試験に関する文献について

も、評価目的への適合性と結果の信頼性に基づき、評価されるものと考えます。 

さらに、本ガイドラインの表４において、農薬の安全性を評価する上で基本的

かつ広範な検索をするため、より広い概念を持つキーワードを掲げていることか

ら、頂きました追加希望のキーワードについては、基本的に包含されているもの

と考えています。例えば、表４に「immune」や「neurotoxicity」というキーワ

ードは掲げており、これらで検索することによって、ヒトに対する毒性の観点か

らは、免疫毒性（immune toxicity）や発達神経毒性（developmental neurotoxi

city）等に関する公表文献の多くが既にカバーされているものと考えておりま

す。 

なお、本ガイドライン８ページに記載のとおり、「対象となる農薬の毒性プロ

ファイルや物性等、既知の情報から追加の検索が必要と判断される場合には、検

索範囲がより広くなるように他のキーワードを用いても良い」こととしていま

す。 
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12 公表文献の適

合性評価 

農薬の安全性は年々高まっているとはいえ、危険性がすべて研究

しつくされたわけではなく、リスク評価だけでは限界があり、ハザ

ード評価も合わせて検討すべきです。 

 

FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）を始め世界各国において、農薬の安

全性の評価については、現在、それぞれの有効成分のリスク評価を行うことが基

盤となっていると認識しています。 

 また、複数の化合物への暴露については、現段階では、JMPRにおいても、複数

の化合物への暴露に対するリスク評価手法について検討することとされておりま

す。 

こうしたことも踏まえ、農薬の安全性の一層の向上を図る観点から、引き続

き、最新の科学的知見の情報収集に努めてまいります。また、頂きましたご意見

は農薬のリスク評価に関するものであるため、リスク評価機関である内閣府食品

安全委員会にもお伝えします。 

なお、本ガイドライン８ページ⑫では「異なる有効成分に由来する」としてお

り、混合製剤であっても、当該再評価の対象となっている有効成分に由来する毒

性に関する論文は、適合性があるものと考えています。 

 

【ご意見１】 

資料中に、以下の内容は適合しないとされていますが、実際は複

数の農薬暴露が起こっているのであり、これは資料として考慮する

べきと考えます。 

公表文献の収集、選択等のためのガイドライン（案）８ページ⑫

異なる有効成分に由来する混合製剤の毒性に関する論文。 

 

【ご意見２】 

混合農薬を除外するのはおかしいです。ならば主成分の有効性を

高める界面活性剤の入った多くの農薬も混合農薬といえます。それ

ではこのガイドラインそのものの意味がなくなってしまいます。 

混合農薬も対象にし、単剤の農薬も添加剤との相乗効果を含めて

検討すべきです。 

 

13 提出すべき報

告書の事例の

提示 

 

提示されているガイダンス案には複数の化合物についてWeb of 

Scienceでの検索結果例が記載されていますが、本邦において今回

提示されている公表文献に関するシステマティックレビューに基づ

く評価を行ったことのない申請者も多く、具体的な作業内容や報告

書がイメージできない状況です。公表文献の収集、選択等の作業を

円滑に進め、期間内に提出できるよう、１化合物でも構わないので

今回のガイダンス案に沿って公表文献を収集、選択調査した結果の

報告書の一例をご提示いただきたいです。 

 

申請者から農林水産省に公表文献等を提出頂く際の報告様式の一例について、

本ガイドラインの別添として提示します。 

 

 

農薬のリスク評価に関するご意見  

14 製剤で評価す

べき 

ラウンドアップ（主成分グリホサート）は米国での裁判で危険性

が認められており、訴訟側が莫大な賠償を勝ち取っています。また

ネオニコチノイド系農薬はEUでは禁止の方向で日本がそのまま使用

を許可し続ければ輸出も出来ないことになるのではないかと思いま

す。 

FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）を始め世界各国において、農薬の安

全性の評価については、現在、有効成分のリスク評価を行うことが基盤となって

いると認識しています。 

その上で、農薬製剤に使用される補助成分の取扱いについては、農業資材審議

会農薬分科会で検討しているところです。 



   

10 

 

これらの農薬は、実験上で安全性が確保されていても、実際に販

売されている農薬ではその成分が同一ではありません。市場で販売

され使用されている状況での判断が必要と考えます。欧州裁判所で

は売られている状態で判断すべきという判決も出ています。日本政

府も売られている状態での判断を求めます。 

（同様の趣旨のご意見18件） 

 

15 複合影響も評

価すべき 

 

農薬を１つだけで評価するのではなく、様々な環境下で、様々な

農薬と混ぜた状態でもテストしてください。   

（同様の趣旨のご意見７件） 

 

FAO/WHO合同残留農薬専門家会議（JMPR）を始め世界各国において、農薬の安

全性の評価については、現在、それぞれの有効成分のリスク評価を行うことが基

盤となっていると認識しています。 

 また、複数の化合物への暴露については、現段階では、JMPRにおいても、複数

の化合物への暴露に対するリスク評価手法について検討することとされておりま

す。 

 こうしたことも踏まえ、農薬の安全性の一層の向上を図る観点から、引き続

き、最新の科学的知見の情報収集に努めてまいります。また、頂きましたご意見

は農薬のリスク評価に関するものであるため、リスク評価機関である内閣府食品

安全委員会にもお伝えします。 

 

16 委員の構成に

ついて 

委員は、企業に利害関係のないようにしてください。審査する方

たちの情報と審査の情報公開をお願いします。農薬問題を研究され

ている方で危険を訴える方は入れないなど偏りの無いようにしてく

ださい。 

（同様の主旨のご意見９件） 

 

農薬の登録や再評価について審議する農業資材審議会農薬分科会の委員には、

消費者や報道関係者も含めて、幅広いご知見をお持ちの方々にご就任頂いており

ます。 

利益相反については、「農薬分科会における利益相反の防止について」（平成30

年９月14日農業資材審議会農薬分科会決定）において、「委員に対し、下記の基

準のいずれかに該当がないかどうかの自己申告を審議対象の農薬ごとに別添の様

式により求め、利益相反があると考えられる委員については、原則として、当該

利益相反に係る審議の行われている間は退席を求める」こととしております。 

審議の透明性については、農薬分科会は公開で審議されており、議事録及び議

事概要は農林水産省ホームページで公開しております。また、農薬原体部会、農

薬使用者安全評価部会及び農薬蜜蜂影響評価部会については、企業秘密を扱う議

事の場合、非公開で審議いたしますが、議事概要等を農林水産省ホームページで

公開しております。 
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17 毒性評価につ

いて 

既存農薬の再評価を大いに期待しています。農薬が必要なことは

分かりますが、その安全性試験の方法や基準が旧来の毒性学を元に

しており、その再考・見直しは喫緊の課題と思います。国民の健康

に向き合うためにも是非、正しい再評価をお願いいたします。 

「医薬品」も「農薬」もヒトが摂取することが前提で作られてお

り、企業は莫大な時間と予算を投じてその安全性評価を実施してい

ます。しかしながら、その安全性評価において、農薬が医薬品と決

定的に異なる点、それは、「医薬品」は動物実験の後に長期臨床試

験（ヒトでの試験）がありますが、「農薬」の場合、ヒトへの投与

を含む臨床試験が無い事です（「薬」と名付けられていますが、お

薬ではないので当然ながらヒトでの試験などできません）。即ち、

農薬は出荷・使用されてから初めてヒトへの影響が明らかとなる化

学物質であり、安全マージンは取られているとは言え、医薬品に比

べてヒトへの健康影響には不明な点が多くあります。その点におい

て、現行の「無毒性量NOAEL」や「一日摂取許容量ADI」は本当にヒ

トの安全性を正しく表示していると言いがたいです。すなわち、動

物実験によって得られたNOAELの最低値に安全係数（×100）で除し

たものをADIとしています。この100の数値は、種差（×10）×個体

差（×10）とされていますが、例えば、ダイオキシンの一種である

TCDDでは、モルモットとハムスターとで、感受性が10,000倍も違い

ます。同じ齧歯類でこれだけ違うのに実験動物とヒトとの動物種

差・個体差に対してたった100倍とは驚きます。しかも、ADIは「ヒ

トが生涯にわたり毎日摂取し続けても有害作用を示さない一日あた

りの量」とされています。平均寿命80年超というヒトに対して誰

が、誰の健康影響を長期間調べたのでしょうか？ 最近販売された

農薬においてもADIが設定されていることに大きな矛盾を感じます

（誰も長期にわたるヒトへの影響など調べていない）。しかも、今

日問題とされている、発達神経毒性やアレルギー・アトピーのよう

な自己免疫の暴走などは試験されていません。 

また，農薬製造会社や農薬工業会の試験データのほとんどは非公

表であり、毒性試験データが科学コミュニティへ開示されていない

ことに大きな恐怖を感じます。一方で、きちんとReviewを受けた国

際雑誌に掲載されている論文であっても「著者の研究目的に応じ、

それぞれの方法で実施された研究結果が記載されることから、農薬

農薬の登録に当たって必要な試験については、国際機関である経済協力開発機

構（OECD）のガイドラインに沿ったものを採用しており、また、農林水産省とし

て新たな科学的知見の収集に努め、必要に応じて見直すこととしております。 

なお、頂きましたご意見は農薬のリスク評価に関するものであるため、リスク

評価機関である内閣府食品安全委員会にもお伝えします。 

 



   

12 

 

の登録申請のために要求している試験成績と異なり、評価・審査の

目的との適合性や結果の信頼性が様々」だから、と言う理由から、

見向きもされずに来ました。製造会社や農薬工業会が定めた試験方

法の多くは、前世紀の毒性学を元にしており、「発達神経毒性」、

「認知情動変容」、「免疫毒性」、「エピジェネティクス影響」に関し

てはまったく考慮されていません。 

 

18 公表文献以外

の情報による

評価 

農薬の安全性を定期的に見直すというのはいいですが、その評価

が公表された文献をもとに行われるというのは、なんとも心もとな

いです。文献だけで評価するのではなく、第三者（あるいは行政）

の検証機関でしっかり安全性を確認してください。 

農薬会社等が陰に陽にスポンサーとなって、研究して文献化して

いるところもあるでしょうし。 

 

農薬の登録や再評価に当たっては、安全性等に関する試験成績を提出すること

となっており、試験成績の要求内容については、最新の科学的知見に基づき必要

に応じて見直すこととしております。本ガイドラインは、これらの試験成績に加

えて、農薬の安全性に関する科学的知見を公表文献によって収集するものです。 

 

 その他 上記のご意見に加えて、以下のご意見がありました。 

・グリホサートやネオニコチノイド系農薬を禁止すべきとのご意見

                           ９件 

・農薬を使わないべきとのご意見            ５件 

・農薬の審査や規制の強化をするべきとのご意見     ５件 

・農薬を使わない方法の農業を目指すべきとのご意見   ３件 

・海外で禁止されているような農薬を禁止すべきとのご意見３件 

・「無農薬」という表示を禁止すべきとのご意見      １件 

・パブリックコメントの意見の提出方法に関するご意見  １件 

 

  

 


