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予測式に分類していない使用方法についての使用者安全確保の考え方（案） 

1. 背景 

 農薬使用者の安全を確保するため、登録の際には使用方法に従って農薬を使用した場合

に体内に吸収された農薬量（暴露量）とその毒性参照値（AOEL、AAOEL）を比較し、

リスク評価を実施する。（参考１） 

 暴露量の算出は使用方法ごとに実施するが、農薬使用者への影響評価ガイダンスにおい

て、農林水産省が実施した農薬使用者への暴露量調査の結果に基づき、代表的な使用方

法について予測式を策定。主な使用方法を各予測式に分類することにより、主たる使用

方法の暴露量の算出を可能としている。（参考２） 

 一方、予測式を策定した使用方法とは異なる暴露状況と考えられ、予測式で暴露量が推

定できない使用方法については、原則として暴露試験の実施が必要である。 

 ただし、現在、ガイドラインにおいては、調製作業、散布作業を通して、有効成分が封

入された状態で使用される場合（誘引剤、水溶性パック入り製剤等）は、予測式で暴露

量が推定できないものの、使用者が暴露するおそれがないと整理している。 

 それ以外について、使用方法からみて、使用者への暴露量が非常に少ないことが予想

される使用方法まで、すべて暴露試験を要求して評価をする必要があるかについての

考え方を整理したい。 

 

 

2. 暴露が少ない使用方法と安全確保の考え方案 

予測式で暴露量が推定できないものの、調製作業、散布作業それぞれにおいて使用方法

から見て使用者への暴露量が非常に少ないと予想される使用方法であって、適切なリスク

管理措置があるものについては、暴露評価対象外とすることを検討してはどうか。 

それにあたり、具体的な使用方法ごとに下記の基準に照らして判断してはどうか。 

(1) 調製作業 

① 調製作業なし：暴露評価不要。 

 製剤をそのまま散布あるいは施用する場合が該当 

② 調製作業あり： 

 製剤の物理化学的性状や調製工程によって暴露量は決定されるため、使用

方法によらず予測式による暴露評価が可能。 

（暴露量を算出しリスク評価実施、必要に応じ防護装備の着用） 

 もし、予測式による暴露評価が困難な場合には、原則として暴露試験が必

要。 

 

令和４年５月 17日 農業資材審議会農薬分科会農薬使用者安全評価部会（第３回） 資料４ 



 

2 
 

(2) 散布（あるいは施用）作業 

① 散布（あるいは施用）作業時に使用者が不在：（別紙 1 ） 

 作業期間中の有意な暴露はないと判断 

 必要に応じ、農薬を使用した場所に立ち入らないようにするリスク管理措

置を付すことで、作業前後の暴露を防止 

 上記により、暴露評価対象外としてはどうか 

② 散布（あるいは施用）作業を使用者が実施：暴露評価が必要 

 予測式による暴露評価が可能な場合： 

暴露量を算出しリスク評価実施、必要に応じ防護装備の着用 

 予測式による暴露評価が困難な場合： 

原則として暴露試験が必要。 

 ただし、以下のような条件で散布（あるいは施用）作業をする場合は暴露

量が少ないことが推定され、予想される暴露部位を防護するリスク管理措

置をとることで暴露評価対象外とすることは可能かについてご議論いただ

きたい。（別紙２） 

1. 農薬と使用者の距離が離れている（直接触れない） 

2. 農薬に直接触れるが、暴露量が極めて少量であると予想される 
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（別紙１） 

散布（あるいは施用）作業時に使用者が不在 

 

〇 施設内での施用であって農薬使用時に暴露する範囲に使用者が存在せず、施用中には暴露しないことが推測される。従前より、

「くん煙中はハウス内へ入らないこと。また、くん煙終了後はハウスを開放し、十分換気をした後に入室すること。」「常温煙霧

中はハウス内へ入らないこと。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気をした後に入室すること。」の旨の注意事項を

記載しているが、そのリスク管理方法を義務付けることで、暴露評価対象外とすることとしてはどうか。 

農薬登録上の 

使用方法 
使用方法詳細 使用者の暴露状況 暴露評価/リスク管理措置 

くん煙 温室、ビニールハウス

内で農薬を加熱し、有

効成分を煙化させて空

気中に拡散させ病害虫

を防除 

・点火後速やかに退室するため、通

常の使用では施用時に暴露しな

い。 

・くん煙終了時に入室する際、吸入

暴露する可能性がある 

リスク管理措置により暴露評価対象外 

リスク管理措置として以下。 

「夕刻からくん煙し、くん煙中はハウスへ入らな

いこと。また、翌朝のくん煙終了後はハウスを開

放し、十分換気をした後に入室すること。」 

常温煙霧 温室、ビニールハウス

内で常温煙霧機を用い

て有効成分をミスト化

して散布し病害虫を防

除 

・常温煙霧機始動後、速やかに退室

するため、通常の使用では施用時

に暴露しない。 

・常温煙霧終了時に入室する際、暴

露する可能性がある 

リスク管理措置により暴露評価対象外 

リスク管理措置として以下。 

「夕刻から常温煙霧し、常温煙霧中はハウスへ入

らないこと。また、翌朝の常温煙霧終了後はハウ

スを開放し、十分換気をした後に入室すること。」 

 

○ 乗用型航空機による施用であって農薬使用時に暴露する範囲に使用者が存在せず、使用者は施用時に暴露しないとして、暴露

評価対象外とすることとして良いか。 

農薬登録上の 

使用方法 
使用方法詳細 使用者の暴露状況 暴露評価/リスク管理措置 

空中散布 乗用型ヘリコプターを用

いた散布 

使用者（操縦者）は航空機内におり身体に

付着、吸入する可能性は非常に低い 

暴露評価対象外 
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（別紙２） 

散布（あるいは施用）作業を使用者が実施：  

1. 農薬と使用者の距離が離れている（直接触れない） 

 

○ 散布装置が使用者から離れているため、身体に付着する可能性はなく、吸入する可能性も非常に低いが、リスク管理方法を義

務付けることで、暴露評価対象外とすることとしてはどうか。 

農薬登録上の 

使用方法 
使用方法詳細 使用者の暴露状況 暴露評価/リスク管理措置 

・田植同時散布機で施用 

・側条施用 

・は種同時散布機で施用 

・は種同時施薬機を用いて

土中施用する 

田植機等の機械によるは

種時又は移植時に水田（湛

水/土中）に農薬を同時施

用 

ノズルを使用せず、使用者の位置から一定

の距離を置いた散布装置から薬液を下向き

に田面に滴下する又は薬剤を直接土中に施

用することから薬剤が気中に拡散すること

はなく、身体に付着、吸入する可能性は非

常に低い 

リスク管理措置により暴

露評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マ

スク又は防護マスク） 

原液湛水散布 

 

無人航空機を使用 

無人航空機を用いて薬液

を田面に滴下 

使用者から 20m 以上離れた場所に散布装置

のノズルを使用せず薬液を田面に滴下する

こと、圃場全面に施用しないことから薬剤

が気中に拡散することはなく身体に付着、

吸入する可能性は非常に低い 

リスク管理措置により暴

露評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マ

スク又は防護マスク） 

 

2. 農薬に直接触れるが、暴露量が極めて少量 

〇これらの使用方法は、予測式の散布方法と異なり、ミスト状の薬液に暴露する状況ではないので通常の施用では暴露が極めて少

ないことが想定される。 

〇ただし、これらの使用方法は取り扱う薬液濃度が高く、農薬に直接触れるため偶発的な暴露も生じ得ることから、以下に掲げる

最も安全側の被害防止方法（リスク管理措置）を講ずることで暴露評価対象外とすることとして良いか。 
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農薬登録上の 

使用方法 
使用方法詳細 使用者の暴露状況 暴露評価/リスク管理措置 

樹幹注入（立木注入処理、つ

る注入処理、竹稈注入処理、

株頭注入処理等含む） 

果樹、樹木類、雑

草（ｸｽﾞ、ﾌｼﾞ、竹、

雑かん木等）に薬

液を注入 

・注入時に身体（主として手）に付着、吸入す

る可能性がある。 

・ただし、注入部位に直接注入器の吐出口を挿

して注入するため、暴露部位も局所的（手）

であり、付着する頻度も低いと考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋） 

塗布（切株塗布処理、雑草茎

葉塗布等含む） 

 

果樹、樹木類、雑

草に薬液を塗布 

・塗布時に身体（主として手）に付着、吸入す

る可能性がある。 

・ただし、塗布部位にハケ等で直接塗布するた

め、施用量は少量であること、皮膚からの暴

露部位は局所的（手）であり、付着する頻度

も低いと考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋） 

原液湛水散布 

 

手振り散布 

水田畦畔から容

器を手に持ち振

りながら散布 

・薬液処理時に身体（主として手）に付着、吸

入する可能性がある。 

・ただし、作業は短時間であり、容器開口部か

らの暴露に限られるため、その量は非常に少

なく、皮膚からの暴露部位も局所的（手）と

考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋） 

水口施用 

（液剤のみ） 

容器を手に持ち

入水中の水口か

ら農薬を投入、水

と共に有効成分

を拡散させる 

・薬液処理時に身体（主として手）に付着、吸

入する可能性がある。 

・ただし、作業は短時間であり、ボトル状のた

め開口部は狭く、作業中に開口部から暴露す

る量は非常に少ないと考えられる。皮膚から

の暴露部位も局所的（手）と考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋） 
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農薬登録上の 

使用方法 
使用方法詳細 使用者の暴露状況 暴露評価/リスク管理措置 

種子処理（種子粉衣、塊茎粉

衣、球根粉衣、種いも粉衣、

さし穂粉衣、種子吹き付け処

理、種子塗沫処理等） 

作物体の一部又

は全部の表面に

農薬を付着させ

る 

 

・処理時に身体（全身）に付着、吸入する可能

性がある 

・ただし、一般の農業者が作業する場合、使用

する農薬量は種子重量の 0.1～数%、種子 1kg

あたり数 mL～数十 mL 等、少量であるため、

攪拌時や噴霧時に身体に付着する量は少量

であると考えられる。また大規模処理施設の

場合、作業者が暴露しないよう専用種子処理

機により処理され攪拌時や噴霧時に身体に

付着する量は少量であると考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋、長ズボン・長袖の作業衣） 

浸漬（種子浸漬、球根浸漬、

苗根部浸漬、株浸漬、さし穂

浸漬、苗木浸漬、種いも浸漬、

切り枝浸漬等） 

作物体の一部又

は全部を薬液に

浸す 

・浸漬時に身体（全身）に付着、吸入する可能

性がある。 

・ただし、暴露する可能性があるのは薬液への

つけ込み時、攪拌時、取り出し時等に限られ

ることから、身体に付着したとしても少量か

つ暴露時間は短いと考えられる。 

リスク管理措置により暴露

評価対象外 

リスク管理措置 

防護装備着用（農薬用マスク

又は防護マスク、不浸透性手

袋、長ズボン・長袖の作業衣） 
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（参考１） 

 

農薬の登録申請において提出すべき資料について 

（平成 31年３月 29日付け 30消安第 6278号農林水産省消費・安全局長通知）の別添の別紙１

「農薬使用者への影響評価ガイダンス」における暴露量推定の考え方の整理 

 

(1) 使用方法に従って農薬を調製および散布の 2つの作業を通して、吸気と皮膚をとおし

て吸収される農薬量（暴露量）を推定し、その合算を農薬使用者の暴露量とする。 

(2) 暴露量は 1日に使用する農薬有効成分量に比例する。 

(3) 調製作業については、 

① 農薬製剤の開封、計量、散布機への搭載、水での希釈、攪拌、ふたを装着するま

での作業を対象。 

② 作業の特徴から、吸気および手からの暴露が主要な経路（評価の対象） 

③ 取り扱う製剤の物理化学的性状や調製工程を考慮した 5つの場合分けにしたがっ

て予測式で暴露量推定が可能。 

(4) 散布作業については、 

① 調製した散布液を使用方法にしたがって圃場に散布する作業を対象。使用方法ご

とに暴露量を推定。 

② 作業の特徴から、吸気および、全身の皮膚（頭部、手およびその他身体部位）を

通した暴露が評価の対象 

③ 主要な作物、散布方法について予測式で暴露量推定が可能。 

 

  



 

8 
 

（参考２） 

農薬の登録申請において提出すべき資料について 

（平成 31年３月 29日付け 30消安第 6278号農林水産省消費・安全局長通知）の 

別添の「農薬使用者暴露量の推定」 

 

 

１～３（略） 

 

表 1．散布時の予測式の各分類に該当する主な使用方法（殺虫剤・殺菌剤等） 

 

予測式分類 予測式利用の基準 

（考え方） 
該当する使用方法の例示 

農薬の剤型 作物 散布方法 

液剤 水稲 手散布* 液剤を稲、水系作物に

施用（茎葉散布） 

稲、水系作物への散布/無人航空

機による散布 

育苗箱 液剤を育苗期等、作物

の生育初期に施用 

・稲の育苗期（育苗箱、苗床等）

に散布/灌注 

・野菜類、花き類・観葉植物等の育苗

期および移植時まで（ポット、育

苗トレイ、苗床等）の散布 

/灌注 

野菜（立体） 
※ 

手散布 液剤を草丈の高い（胸

より上）野菜類等の草 

本に施用 

・うり科果菜類、なす科果菜類、

等草丈の高い（胸より上）作物へ 

の散布 

野菜（平面） 
※ 

手散布 液剤を草丈の低い（胸

より下）穀類、野菜 

類、花卉・観葉植物等

の草本に施用 

・穀類（稲を除く。）、いも類、豆類、根

菜類、鱗茎類、葉菜類、あぶらな科野

菜、茶、花き類・観葉植物等草丈の低

い（胸より下）作 

物への散布 

機械散布 ブームスプレーヤーを

用いた施用 

・穀類、いも類、豆類、根菜類、

鱗茎類、葉菜類、あぶらな科野菜、茶、

花き類・観葉植物等草丈の低い（胸よ

り下）作物へのブームス 

プレーヤーを用いた散布 

果樹（立体） 
※ 

手散布 液剤を立木仕立てで栽

培する樹木に施用 

・かんきつ類、核果類等の立木仕立て

で栽培する果樹（苗木含む）、 

樹木類への散布 

機械散布 スピードスプレーヤー

を用いた施用 

・かんきつ類、核果類等の立木仕立て

で栽培する果樹（苗木含む）、樹木類

へのスピードスプレーヤ 

ーを用いた散布 

果樹（棚）※ 手散布 液剤を棚仕立てで栽培

する樹木に施用 

・ぶどう、なし、キウイフルーツ 

等の棚仕立てで栽培する果樹へ

の散布 

機械散布 スピードスプレーヤー

を用いた施用 

・ぶどう、なし、キウイフルーツ等の

棚仕立てで栽培する果樹への

スピードスプレーヤーを用い 

た散布 
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芝 手散布 ・液剤を芝に施用 

・液剤を圃場等の土壌

に施用 

・芝への散布/灌注 

・野菜類、果樹類、花卉類・観葉植

物等への土壌散布 /土壌灌注 / 
土壌混和/株元散布/灌注（育苗期

を除く） 

固形 粉剤 水稲 手散布 粉剤を茎葉に施用 ・すべての適用作物への粉剤の 

剤     散布 

 粉粒  手散布 粉粒剤を茎葉に施用 ・すべての適用作物への粉粒剤 

剤    の散布 

粒剤  手散布 粒剤を稲に施用 稲、水系作物への粒剤の散布/湛 

    水散布/無人航空機による散布 

粒剤  育苗箱 粒剤を育苗期等、作物

の生育初期に施用 
・稲の育苗期（育苗箱、苗床等） 

への粒剤散布、培土混和処理 

    ・野菜等の育苗期（ポット、育苗 

    トレイ、苗床等）散布、培土混和 

    処理 

粉剤 畑作物 土壌混和 粉剤を土壌に施用 ・穀類（稲を除く。）、野菜類、花き類・

観葉植物、果樹、茶、樹木類等の土

壌表面散布/土壌混和/ 畝間処

理、株元散布等の土壌に処 

理する使用方法 

粒剤 土壌混和 粒剤、粉粒剤を土壌に

施用 

・穀類（稲を除く。）、野菜類、花き類・

観葉植物、果樹、茶、樹木類等の土

壌表面散布 /土壌混和 / 畝間処

理/株元散布等の土壌に処理する

使用方法 

・芝への散布 

※）・複数の予測式に該当する場合（野菜（立体）と野菜（平面）、果樹（立体）と果樹（棚））は、推定暴露量
が高い方で評価する。 

・草丈が胸より高くなる作物（とうもろこし等）及び立体栽培により草丈が胸より高くなる作物（き
ゅうり等）については、野菜（立体）の予測式による推定暴露量の算出のみでよい。ただし、立体栽
培と平面栽培の両方で栽培される作物（メロン等）については、野菜（立体）及び野菜（平面）の予
測式による推定暴露量の算出が必要。生育期を通じて草丈が胸より低い作物については、野菜（平面）
の予測式による推定暴露量の算出のみでよい。この例として、野菜類の根菜類、鱗茎類、あぶらな科
野菜（花蕾及び茎）、非結球あぶらな科葉菜類、結球あぶらな科葉菜類、せり科葉菜類、レタス類及び
しそ科葉菜類、茶並びにきのこ類がある。 

 

 

表 2．散布時の予測式の各分類に該当する主な使用方法（除草剤） 
 

予測式分類  

予測式利用の基準（考え方） 
 

該当する使用方法の例示 
農薬の剤型 作物 散布方法 

液剤 水稲 手散布 液剤を水田（水稲が植わって

いる状態）に施用 

水稲への散布、無人航空機

による散布 

芝 手散布 液剤を芝および芝程度の草丈

の雑草、圃場等の土壌に施用 

芝および芝程度の草丈の雑

草への茎葉散布、全面土壌

散布、畝間土壌散布 

野菜（平面） 手散布 ・上記以外 ・上記以外 
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粒剤 水稲 手散布 ・粒剤を水田（湛水状態）に

施用 

・水和剤（顆粒）を希釈せず 

に水田（湛水状態）に施用 

湛水散布、無人航空機によ

る散布 

畑作物 土壌混和 粒剤を土壌に施用 

粉粒剤を土壌に施用 

・雑草茎葉散布/全面土壌散

布 

注）・使用時期の雑草の草丈によって液剤/芝/手散布及び液剤/野菜（平面）/手散布の両方に該当する場合は、推定暴
露量の高い方で評価する。 

 

 

表 3．調製時の予測式の剤型分類 
 

予測式分類 剤型コード※ 農薬登録上 

の剤型 

備考 

固形剤（粉剤、微粒 
剤、粒剤等） 

DP、GR 粉剤、粉末、 
粒剤、粉粒剤 

 

顆粒水和剤等 
WG,WDG 水和剤 水和性細粒 

SG 水溶剤 水溶性細粒 

水和剤等 
WP 水和剤 水和性粉末 

SP 水溶剤 水溶性粉末 

 

フロアブル剤等 
SC 水和剤 

水和性懸濁液体、その他成分に有機溶剤を含ま 

ない 

SL 液剤 水溶性液体、その他成分に有機溶剤を含まない 

 

乳剤等 

EC,EW 乳剤  
DC,SE 水和剤 水和性懸濁液体、その他成分に有機溶剤を含む 

ME 液剤 水溶性液体、その他成分に有機溶剤を含む 

OL/OF,OD 油剤  
マイクロカプセル剤、農薬肥料等上記以外の剤型の製剤は、物理化学的性状（固体（細粒/粉末）/液 
体）及びその他成分（有機溶剤を含む/含まない）を考慮して類似の剤型に分類 

※剤型コードは別紙１の「農薬使用者への影響評価ガイダンス」の別添 3「経皮吸収率の評価に関する
指針」参照 
 


