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農薬使用者への影響評価法の見直しについて 

1. 背景 

(1) 高温多湿な日本において、安全な農産物を安定的に生産するために農薬の使用は不

可欠である。農薬は意図的に環境中に放出され、農薬を散布する者が暴露する。そ

こで農業者への影響を的確に評価し、農薬による健康への被害等がないようにする

ことが不可欠である。 

(2) これまで、農薬の登録に際して、急性毒性を評価し、急性影響が強い農薬について

は、使用者の安全性を向上するため、注意事項として防護装備の着用を付して登録

を認めている。 

(3) これらは、農薬の使用方法を考慮しない毒性のみに基づく評価であるため、暴露量

が高くても防護装備を義務づけない場合もあれば、暴露が少ない使用方法にも関わ

らず、必要以上に防護装備を求める場合などもあり、使用者への影響評価の向上が

課題となっている。 

2. 基本的な方針 

(1) 日本の農薬使用者の安全について、農薬の毒性だけでなく、使用者の暴露も考慮し

た暴露量に基づく評価法を導入 することとする。この評価結果を活用し、使用量、

使用方法、防護対策などを必要に応じて見直し、農薬使用者へのリスクを低く抑え

るようにする。 

(2) 評価法の策定にあたり、国際的な評価の枠組みと調和することを基本としつつ、農

薬使用者の暴露は、農薬を散布する作物、散布方法、栽培面積等に依存するため、

日本の栽培体系や防除実態を考慮する。 

(3) 現時点でえられているデータおよび科学的知見を活用して評価法を策定し、日本の

農薬使用者へのリスクを低減することとする。今後もデータの蓄積に努め、科学の

発展、栽培法や防除方法の進展に応じて、適宜、評価法の向上を進めることとする。 

3. 日本で導入するリスク評価法（案）の策定に当たっての検討すべき項目 

(1) 評価の枠組みについて（資料 5-1 参照） 

海外ですでに導入されている考え方をベースにし、日本の防除実態も考慮して以下

のような枠組みにしてはどうか 

① 登録を受ける農薬ごとに、体内に吸収された農薬量とその毒性を比較 し、リス

クを評価する。 

1） 毒性試験の結果を基に、農薬使用者暴露許容量（毒性指標）を設定。投与
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経路による吸収率を乗じて、実際に体内に吸収された量を算出。 

2） 使用方法に従って農薬を調製・散布した場合に、呼吸と皮膚を通して体内

に吸収される農薬量（暴露量）を推定。 

3） 1）と 2）を比較。暴露量が毒性指標を超えない場合のみ登録。 

② 農薬使用者が、一年のうち農薬散布が行われる時期を通しての影響（反復影響）

と、農薬を散布した 1 日の暴露による影響（急性影響）を評価する。後者は、

急性毒性が強い農薬について実施する。 

③ 評価結果に応じて、より暴露量の少なくなる剤型の選択、使用方法への変更や、

使用時の防護装備着用等により、暴露量を低減し、毒性指標を超えないことが

確認され、農薬使用者の安全を確保できれば登録可能とする。 

(2) 評価法の各論 

反復影響評価は、一年のうち農薬散布が行われる時期に継続的に農薬に暴露した場

合を想定し、急性影響評価は、農薬を散布した 1 日に暴露した場合を想定する。そ

れぞれについて、評価に必要な暴露許容量を設定し、1 日農薬暴露量を推定しリス

ク評価を行う。 

① 農薬使用者暴露許容量の設定について（資料 5-2 参照） 

（1）の枠組みに従い、食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価す

る指標として、反復影響評価と急性影響評価についてそれぞれ農薬使用者暴露

許容量を設定する。毒性はその農薬固有の性質であり、評価の枠組みが共通で

あることから、農薬使用者暴露許容量の定義は欧州の考え方に準じることが妥

当ではないか。 

② 農薬使用者の１日当たりの農薬暴露量の推定について 

農薬使用者の 1 日農薬暴露量は、原則として使用する量に比例するが、作物の

栽培体系、農薬の使用方法、使用機器、農家の経営規模等によって異なるため、

1）各国ごとに暴露量調査を実施した結果をもとに策定した予測式で推定、あ

るいは 2）登録する農薬で実際の暴露量を測定した結果を評価に活用すること

が一般的である。暴露量推定の原則を維持しつつ、推定に用いる各因子につい

て日本で暴露量調査した結果、および、日本の防除実態を反映させることが必

要と考える。 

1） 原則： 

・農薬使用者の作業を考えると、農薬を暴露するのは、散布液の調製作業と散

布作業中であり、この間に使用者が吸気や皮膚から吸収する農薬量を推定す
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る。 

・農薬暴露量は使用する作物や農薬の剤型、使用量、使用方法により異なるた

め、登録を取得する使用方法で作物ごとに推定する必要がある。 

・暴露量は、1）予測式を用いた推定、又は 2）実際の測定結果の活用で決定す

る。 

2） 予測式を用いた 1 日暴露量の推定においては、日本において農薬使用者へ

の暴露量、使用実態、経営面積等を調査した結果に基づき、単位暴露量や

1 日作業面積を設定し、日本の農薬使用者の暴露量を推定する予測式とす

る。 

(ア) 予測式の考え方と構成（資料 5-3） 

(イ) 単位暴露量の代表値の決定（資料 5-4） 

(ウ) 1 日作業面積の設定（資料 5-5） 

(エ) 経皮吸収率および防護装備による防護率のデフォルト値 

3） より高次の評価に利用できるデータがあれば、予測式のデフォルト値に代

えて評価に活用できる 

(ア) 経皮吸収試験の実施と評価法 

4） 実際の測定結果の活用 

予測式は、どの農薬の評価にも使用できるようにするため、安全のため過

小な推定をしないのが一般的である。対象の農薬について、実際に使用者

の暴露試験が実施され、登録を取得する作物・使用方法での暴露量が推定

できる場合には、その結果を評価に利用できることとする。なお、試験実

施にあたっては、OECD ガイダンス文書 No.9 (1997)に準拠する。 

③ 登録の判断への活用は、以下のようにする 

1） 反復影響、急性影響ともに、②によって推定された農薬使用者の暴露量が、

①で設定した毒性指標を超えない場合には登録。 

2） 評価結果に応じて、使用量を低減する、または、農薬用マスク、不浸透性

素材の手袋、作業衣等の防護装備を装着する、ことにより、暴露量を軽減

でき、暴露許容量より暴露量が低くなることが確認できる場合には、使用

量の見直しや防護装備の装着を義務づけた上で登録。 

3） 上記リスク評価と合わせて、その農薬が、特に急性毒性が強い、眼や皮膚

に刺激性がある、感作性があると認められる場合は、使用上の注意事項を

付して登録 
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リスク評価の枠組みに関する考え方 

 日本で導入する農薬使用者の安全を評価する方法は、海外ですでに導入されている

方法をベースにし、日本での防除実態も考慮し以下のような枠組みにしてはどうか 

1. 農薬使用者安全に関する評価の基本的な考え方について 

(1) 農薬使用者の安全は、その農薬の毒性の強さのみならず、その毒性と登録を受け

る使用方法にしたがって農薬を使用した場合に吸入や皮膚からの透過を通して

どの程度その農薬に暴露するのか、の双方を比較してリスクを評価する。 

(2) 評価にあたり、以下のようなポイントを考慮している。 

① 農薬の使用者は、農薬ごとに定められている使用方法（作物、使用量、希釈

倍率等）に従って作業をするため、その使用方法や使用する剤型によって暴

露量や暴露する部位は異なる。そのため、使用方法や使用する剤型ごとに影

響評価を実施。 

② 農薬による防除は、1 年のうち作物の生育期におこなわれるため、多くの農

薬の評価においては、慢性的な暴露ほど長くない、1 年のうちの一定期間に

継続して暴露するということを前提として農薬使用時期を通した健康影響

を評価している。合わせて、急性毒性の強い農薬については、暴露量の高い

使用者を対象とした散布した 1 日の暴露による影響評価も実施。 

③ 農薬使用者への暴露は、食品を介した暴露ではなく、農薬を調製、散布する

作業の間に、呼吸や皮膚を介して農薬を体内に吸収することによって生じる。

そのため、食品を介した影響評価とは別途、この評価のために暴露許容量（毒

性指標）を設定。 

(3) 評価の結果、暴露量が許容量を超える場合、毒性はその農薬固有の性質であり変

えることはできないため、使用者の暴露量を軽減することにより、安全を担保す

ることができれば、登録を認めている。たとえば、農薬の使用方法を変更（使用

量を減らす、より暴露の少ない剤型にする等）、農薬使用時に防護装備（手袋、

マスク等）の着用を義務づける、等がある。 

(4) このようなリスク評価の枠組みは、国際的に共通しており、1990 年代に欧米に

おいて確立。よりリスクの少ない農薬や使用方法への登録を推進している。 
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2. 日本で導入する評価の枠組み(案) 

(1) 日本における農薬の使用場面においても、基本的に上記の考え方は共通と考えて

よく、下記のような評価法の枠組みを導入してはどうか。 

(2) 日本で導入する評価の枠組み（案） 

① 登録を受ける農薬ごとに、体内に吸収された農薬量とその毒性を比較 し、リスクを

評価する。 

1. 毒性試験の結果を基に、農薬使用者暴露許容量（毒性指標）を設定。投与経

路による吸収率を乗じて、実際に体内に吸収された量を算出。 

2. 使用方法に従って農薬を調製・散布した場合に、呼吸と皮膚を通して体内に

吸収される農薬量（暴露量）を推定。 

3. 1）と 2）を比較。暴露量が毒性指標を超えない場合のみ登録。 

② 農薬使用者が、一年のうち農薬散布が行われる時期を通しての影響（反復影響）

と、農薬を散布した 1 日の暴露による影響（急性影響）を評価する。後者は、急性

毒性が強い農薬について実施する。 

③ 評価結果に応じて、より暴露量の少なくなる剤型の選択、使用方法への変更や、

使用時の防護装備着用等により、暴露量を低減し、毒性指標を超えないことが確

認され、農薬使用者の安全を確保できれば登録可能とする。 

(3) ポイントとして、 

① 現在農薬登録のために要求している毒性試験データを活用して使用者安全

評価を行うことを前提とし、より信頼性の高いエンドポイントと無毒性量

（NOAEL）が選択できる欧州タイプ、すなわち、呼吸と皮膚を経由して体内

に吸入される量を合算して暴露許容量と比較することとする。 

② 影響評価にあたり、日本では、多くの作物において、農家が自ら所有する農

地に農薬を散布するということが主流であることを考慮する。具体的には、

反復影響評価では、暴露量の算出にあたり経営面積や作業頻度を考慮すると

ともに、散布する 1 日の影響評価（急性影響評価）も合わせて実施すること

により、日本の農薬使用者の安全を確保する。 
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 登録を受ける農薬ごとに、体内に吸収された農薬量と
毒性指標を比較し、リスク評価する、という原則は国
際的に共通

 欧州と米国において、毒性指標と暴露量を比較する
方法が異なる。
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欧州 米国

農薬使用者暴露許容量
AOEL：acceptable operator 
exposure level

・農薬使用による使用者の反復影響を
評価する指標

・短期毒性試験（90日程度）の
NOAELから設定

・安全係数を考慮（通常100）
・吸入＋経皮を合算した暴露量を評価
する指標として1種類設定

無毒性量
NOAEL:No observed adverse effect 
level（Intermediate-term dermal/ 
inhalation）

・農薬使用による使用者の中期影響を評
価する指標
・毒性試験（1-6ヶ月間）のNOAELを採用

・吸入又は経皮の暴露量を評価する指標
として2種類設定
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欧州 米国

急性農薬使用者暴露許容量
AAOEL：acute acceptable operator 
exposure level

・農薬使用による使用者の急性影響を
評価する指標

・急性・短期毒性試験のNOAELから設定
・吸入＋経皮を合算した暴露量を評価
する指標として1種類設定

無毒性量
NOAEL（Short-term 
dermal/inhalation）

・農薬使用による使用者の短期影響を
評価する指標

・毒性試験(1-30日間）のNOAELを採用
・吸入又は経皮の暴露量を評価する指標
として2種類設定
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欧州 米国

・暴露量の推定

使用方法に従って農薬を調製、散布
した場合に、呼吸と皮膚を通して暴露
する量を算出し、合算

暴露量（吸入）＋暴露量（経皮）

・暴露量の推定

使用方法に従って農薬を調製、散布した場合
に、呼吸と皮膚を通して暴露する量を別々に算
出

暴露量（吸入） 暴露量（経皮）

・リスク評価
合算した暴露量と毒性指標を比較

暴露量 ≦ AOEL →登録可

・リスク評価
①経路別にNOAELと暴露量から暴露マージン
（MOE: margin of exposure）を算出

MOE＝NOAEL/暴露量

②経路別に安全係数（LOC:level of 
concern)を設定（通常100）

③両経路で作用点が共通している場合は
合算して評価

MOE ≧ LOC →登録可

5

毒性試験 欧州 米国 日本

OECD TG410
21/28日間反復経皮毒性試験

△ ○ △

OECD TG411
90日間反復経皮毒性試験

△ ○ ×

OECD TG412
28日間反復吸入毒性試験

△ × ×

OECD TG413
90日間反復吸入毒性試験

△ △ △

6

○：必須 △：条件付き要 ×：不要





1 

参考 1：農薬使用者の暴露評価に用いる暴露許容量設定における基本的考え方（案） 
 
１． はじめに 

本資料は、評価者が農薬使用者の反復暴露評価を行う際の農薬使用者暴露許容量

（AOEL）及び急性暴露評価を行う際の急性農薬使用者暴露許容量（AAOEL）を設定

するに当たっての基本的考え方を示すことを目的としている。作成にあたり、評価の

枠組みが共通している現行の EU における評価手法※を参考とした。 
なお、この資料は、現時点における科学的知見に基づく基本的考え方をまとめたも

のであり、国際的な評価基準の動向、国内外の科学的知見等を勘案し、必要があると

認めるときは本資料を見直すこととする。 
※）Draft GUIDANCE FOR THE SETTING AND APPLICATION OF ACCEPTABLE OPERATOR EXPOSURE 

LEVELS(AOELs)(SANCO 7531 - rev.10） 

Guidance on the assessment of exposure of operators, workers, residents and bystanders in risk assessment for plant 

protection products(EC SANTE-10832-2015 rev.1.7, 27 January 2017) 

 

２． 定義、用語解説 

（１）農薬使用者暴露許容量（AOEL：acceptable operator exposure level） 
食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する指標。 
ヒトが農薬散布作業等により農薬に暴露した場合に健康に悪影響を示さないと

推定される一日当たりの上限値。体重当たりの量として設定。 
 

（２）急性農薬使用者暴露許容量（AAOEL：Acute Acceptable Operator Exposure Level） 
食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する指標。 
ヒトが農薬散布作業等により 24 時間又はそれより短い時間農薬に暴露した場

合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの上限値。体重当たりの量

として設定。 
 

（３）急性参照用量（ARfD：acute reference dose） 
ヒトがある物質を 24時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康に悪

影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量。 
 
（４）農薬使用者 

     農薬の散布や散布液調製等、農薬の使用に関連する作業に関わる者。 
 
３． AOEL の評価 
（１） 設定に当たっての基本方針 

① 原則として、個々の農薬の剤型、使用方法等から農薬使用者の暴露評価が必要

な（農薬使用者が暴露する可能性がある場合）農薬に対して AOEL の設定を行

う。なお、ADI の設定が不要であると認められる場合は、AOEL の設定は不要

である。 
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② AOEL を設定しなかった場合は、その理由を明確にする。 
 
③ in vivo 試験で、遺伝毒性又は発がん性が認められた場合は、機序に基づく閾値

が立証されない限り、AOEL を設定することはできない。 
 
④ 可能性のある全ての有害作用（例えば、遺伝毒性作用、発がん性作用、催奇形

性作用、繁殖作用、神経学的作用、免疫学的作用、内分泌作用など）について、

これらの作用に対するヒトへの外挿性や作用機序も含めて考慮する。 
 

⑤ 通常、AOEL は経口投与の短期毒性試験に基づき設定する。ただし、経皮又は

吸入毒性試験において、経路特異的な作用が認められた場合や農薬の使用パタ

ーン（使用方法、使用期間）によってはその他の試験を用いることが適切な場

合がある。 
 
⑥ 経皮又は吸入毒性試験から AOEL を設定する場合には、皮膚刺激等の局所作用

ではなく、全身作用における NOAEL を根拠とする。 
 
⑦ 慢性毒性試験においてのみ認められた作用が、短期暴露においても起こる可能

性があると示唆される場合、AOEL 設定においてこれらの作用に対する長期毒

性試験の NOAEL を考慮する。 
 
⑧ AOEL は体内用量で表すため、特に NOAEL での吸収用量が投与量に比べて有

意に低い場合は、動物代謝試験から得られる吸収率を用いて体外用量である

NOAEL（投与量）を体内用量に変換する。 
 
⑨ 安全係数について、種差・個体差及び追加の係数については ADI 及び ARfD と

同様に考える。 
 

⑩ 通常、AOEL の設定に必要な試験は動物を用いて実施されるが、 
科学的に妥当で倫理上問題のないヒトのデータが得られており、動物よりヒト

の感受性が高く、より低い値の AOEL が示唆される場合はヒトのデータを重視

する。 
 

（２） AOEL の評価に用いる資料 
AOEL 設定に使用する資料は「農薬の登録申請に係る試験成績について」（平成

12 年 11 月 24 日付け 12 農産第 8147 号農林水産省農産園芸局長通知）に基づく毒

性試験成績等とする。 
また、食品安全委員会の評価書、環境省の非食用農作物専用農薬安全性評価検

討会の評価書、海外の評価書等から、毒性試験等に係る知見を収集し、当該知見が
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利用可能と判断される場合は、当該資料を利用することができる。 
 

（３） AOEL の設定方法 
① 投与経路及び投与期間の選定 

使用方法及び経路特異的な差を考慮し、AOEL の設定に適切な投与経路及び

投与期間の試験を選定する。 
各投与経路に基づく AOEL の具体的な方法は以下のとおりとする。 

 
ア． 経口毒性試験に基づく NOAEL の利用 

(ア) 農薬使用者への暴露は一年のうち一定期間であると想定されるため、

AOEL は通常、短期経口毒性試験（たとえば、90 日間反復毒性試験）（別

表参照）から得た（最小）NOAEL に基づくものとする。 
 
(イ) 特定のエンドポイント（例、神経毒性、繁殖毒性又は発達毒性）に感受性

が高い場合、特殊毒性の NOAEL を考慮し、設定する AOEL が十分なマ

ージンがとれているかの確認を行う。 
 
(ウ) ある作用が慢性毒性試験においてのみ現れるが、短期暴露においても起こ

る可能性があると示唆される場合、これらの作用に対する長期毒性試験の

NOAEL を考慮する。 
 

イ． NOAEL での体内吸収量が投与量に比べて有意に低い（80%未満）場合は、

動物代謝試験から得られる吸収率で補正を行う。吸収率は NOAEL に近い

投与量から得られた吸収率を選択することとする。 
 

ウ． 経皮毒性試験に基づく NOAEL の利用 
(ア) 経口毒性試験と経皮毒性試験の結果が異なる、あるいは動物代謝試験又は

メカニズム試験の結果から、毒性作用の種類及び程度が異なると推測され

る等、経口経路からの外挿が不適な場合は、経皮毒性試験を AOEL 設定

根拠として検討する。 
 
(イ) 経皮毒性試験から得られる NOAEL を体内用量に変換するには、原体を用

いた経皮吸収試験（in vivo, vitro 試験）又は経皮投与の動物代謝試験が必

要である。これらの試験成績から得られる皮膚吸収データ（経皮吸収率）

で補正を行う。吸収率は NOAEL に近い投与量から得られた吸収率を選択

することとする。 
 
(ウ) AOEL の設定に用いる経皮毒性試験の NOAEL は局所作用ではなく全身

作用に基づくものとする。 
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エ． 吸入毒性試験に基づく NOAEL の利用 
(ア) 経口毒性試験と吸入毒性試験の結果が異なる、あるいは代謝試験又はメカ

ニズム試験の結果から、毒性作用の種類及び程度が異なると推測される等、

経口経路からの外挿が不適な場合、または気体物質である場合は、吸入毒

性試験を AOEL 設定根拠として検討する。 
 
(イ) AOEL の設定に用いる吸入毒性試験は、皮膚吸収及び毛繕い後の摂取によ

る交絡作用を防ぐため、鼻部投与を用いる。 
 
(ウ) AOEL の設定に用いる吸入毒性試験の NOAEL は局所作用ではなく全身

作用に基づくものとする。 
 
(エ) 吸入毒性試験の NOAEC（mg/L）を体内用量である NOAEL（mg/kg 体

重/日）に変換するには、被験動物種の呼吸量、その試験における一日あた

りの吸入暴露時間、呼吸からの吸収率を考慮する必要がある。吸収率は

100%とする。一日あたりの吸入暴露を 6 時間とした場合のラットを用い

た試験結果から体内 NOAEL を算出するには、以下の算出式を用いる。暴

露期間が 1 週間あたり 5 日間である場合は、5／7（日）をかけて補正する。 
体内 NOAEL（mg/kg 体重/日） 
=  NOAEC（mg/L）×45L/kg 体重/時 
（1 時間当たりのラット呼吸量）×6 時間 
（一日あたりの吸入暴露時間）×1（吸収率の規定値：100％） 

 
② AOEL 設定根拠及び AOEL 設定根拠試験の選定 

選定した試験の中から最も低い NOAEL または LOAEL を AOEL の根拠と

し、当該エンドポイントが認められた試験を AOEL 設定根拠試験とする。 
 
③ 体内用量への変換 

体外用量である NOAEL を暴露経路に応じた吸収率を用いて体内用量に変換

する。 
 

④ 安全係数 
安全係数は種差と個体差を考慮し、100（種差 10、個体差 10）を基本とする。

ただし、安全係数については以下のとおり認められた毒性の性質や利用可能な

試験データなどを踏まえて剤ごとに検討する。 
ア． ヒトの試験データを用いる場合、種差を考慮する必要はなく、個体差を

考慮して、調査集団数等から安全係数1～10 を用いる。 
イ． 情報が不十分な場合、エンドポイントがヒトに外挿可能であり、極めて

重篤と判断される場合等においては、それぞれの要因に対して追加の安

全係数1～10 を用いる。 
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ウ． 最小毒性量を根拠にAOELを設定する場合、原則として追加の安全係数を

10 とする。ただし、最小毒性量が他の試験で認められた同じエンドポイ

ントに対する無毒性量と近い場合には、追加の安全係数を3 とする。 
 

４． AAOEL の評価 
（１） 設定に当たっての基本方針 

① 原則として、個々の農薬の剤型、使用方法等から農薬使用者の急性暴露評価

が必要な（農薬使用者が暴露する可能性がある場合）農薬に対して AAOEL
の設定を行う。なお、ARfD の設定が不要であると認められる場合は、AAOEL
の設定は不要である。 

 
② 通常、AAOEL は経口投与の毒性試験に基づき設定する。ただし、経皮又は

吸入毒性試験において、経路特異的な作用が認められた場合や農薬の使用パ

ターン（使用方法、使用期間）によってはその他の試験を用いることが適切

な場合がある。 
 
③ 経皮又は吸入毒性試験から AAOEL を設定する場合には、皮膚刺激等の局所

作用ではなく、全身作用における NOAEL を根拠とする。 
 

④ AAOEL は体内用量で表すため、特に NOAEL での吸収用量が投与量に比べ

て有意に低い場合は、動物代謝試験から得られる吸収率を用いて体外用量で

ある NOAEL（投与量）を体内用量に変換する。 
 

⑤ 安全係数について、種差・個体差及び追加の係数については ADI 及び ARfD
と同様に考える。 
 

（２） AAOEL の評価に用いる資料 
AOEL 設定に使用する資料は「農薬の登録申請に係る試験成績について」（平

成 12 年 11 月 24 日付け 12 農産第 8147 号農林水産省農産園芸局長通知）に基づ

く毒性試験成績等とする。 
また、食品安全委員会の評価書、環境省の非食用農作物専用農薬安全性評価検

討会の評価書、海外の評価書等から、毒性試験等に係る知見を収集し、当該知見

が利用可能と判断される場合は、当該資料を利用することができる。 
 

（３） AAOEL の設定方法 
AAOEL の設定方法は、原則 AOEL と同様である。ただし、根拠とする試験及

び NOAEL は急性暴露に関係のある試験及びエンドポイントを選定する。試験及

びエンドポイントの選定においては「農薬の急性参照用量設定における基本的考

え方（平成 26 年 2 月 14 日農薬専門調査会決定）」に基づき実施する。 
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別表 通常 AOEL の設定で検討される毒性試験、投与期間及び主な観察項目 
試験の種類 動物種 経路 投与詳細 観察及び検査項目 

急性神経毒性試験 ラット 強制経口

投与 
単回 一般状態の観察、詳細な状態の観

察、機能検査、病理学的検査 
90 日間反復経口投与

毒性試験 
ラット 
イヌ 

混餌又は

飲水投与 
90 日間以上 一般状態の観察、詳細な状態の観

察、機能検査、血液検査、眼科学的

検査、病理学的検査 
反復経口投与神経毒

性試験 
ラット 混餌又は

飲水投与 
90 日間又は

1 年間 
一般状態の観察、詳細な状態の観

察、機能検査、眼科学的検査、病理

組織学的検査 
繁殖毒性試験 ラット 混餌又は

飲水投与 
交配するま

で 10 週間以

上投与後、雄

は交配終了

まで、雌は

F1 離 乳 ま

で。 

親動物：一般状態、体重及び摂餌量、

性成熟の観察、発情周期、妊娠・出

産及び哺育、精子検査、病理学的検

査 
児動物：産児数、死産児数、外表異

常の有無、性、体重、肛門・生殖結

節間距離、生存率、一般状態 
発生毒性試験 ラット 

ウサギ 
強制経口

投与 
少なくとも

着床から分

娩予定日の

先々日まで 

母動物：一般状態の観察、剖検 
胎児：胚死亡、胎児死亡、生存胎児

数、体重、外表異常、骨格異常、内

臓異常 
 

 



参考２：農薬の急性参照用量設定における基本的考え方 

（平成 26年 2月 14 日 食品安全委員会農薬専門調査会決定） 

 
１．はじめに 

現在、我が国における農薬のリスク評価は、長期間の経口摂取により健康

に及ぼす影響の指標として一日摂取許容量（ADI）を設定することを主眼とし

て行われているが、当該農薬の代謝及び毒性の性質・程度によっては、短期

間の経口摂取においても、摂取により健康に及ぼす影響が懸念される農薬も

存在する。 

短期間の経口摂取、すなわちある農薬が一定量を超え高濃度に残留する食

品を一日以内（又は一時的）に大量に摂取した場合のヒトの健康に及ぼす影

響を評価する際に ADI を指標とすることは、過大評価となる可能性があるな

ど実態に即しておらず、より適切な評価指標を用いるべきである。 

これまで、農薬の短期間の摂取により健康に及ぼす影響については、国際

的にも JMPR 等多くの評価機関において評価が実施されており、その評価指

標として急性参照用量（ARfD）が用いられている。 

このような状況を踏まえ、本資料では、食品安全委員会農薬専門調査会に

おいて、農薬の短期間の摂取による食品健康影響評価を行う際の指標として、 

ARfD を設定するに当たっての考え方を整理した。 

なお、この資料は、現時点における科学的知見に基づく基本的考え方をま

とめたものであり、国際的な評価基準の動向、国内外の科学的知見等を勘案

し、必要があると認めるときは本資料を見直すこととする。 

 
２．定義、用語解説 

（１）急性参照用量（ARfD：acute reference dose） 

ヒトがある物質を24 時間又はそれより短い時間経口摂取した場合に健康

に悪影響を示さないと推定される一日当たりの摂取量。 

 
（２）一日摂取許容量（ADI：acceptable daily intake） 

ヒトがある物質を毎日一生涯にわたって摂取し続けても、現在の科学的

知見からみて健康への悪影響がないと推定される一日当たりの摂取量。 

 
（３）FAO/WHO合同農薬専門家会議（JMPR：joint meeting on pesticide 

residues） 

FAO と WHO が合同で運営する専門家の会合であり、農薬のリスク評価

を行い、FAO、WHO、それらの加盟国及びコーデックス委員会に対して科

学的な助言を行う機関。 



３． ARfD 設定に当たっての基本方針 

（１）原則として、全ての評価対象農薬に対して ARfD の設定を行う。 

 
（２）ARfD を設定しなかった場合は、その理由を評価書に明記する。 

 
（３）単回経口投与で発現する又は発現する可能性のある毒性影響を根拠とし

て設定する。重篤な毒性影響であっても反復投与でのみ発現するものは考

慮しない。 

 
（４）想定される短期間の摂取量を踏まえ、カットオフ値を設定し、設定値以

上であれば当該農薬に対してARfD設定は必要ないと判断する。なお、「設

定の必要がない」とは、短期間での摂取量について評価する必要がないこ

とを意味するのではなく、評価の結果、短期間の経口摂取によるヒトの健

康への悪影響の懸念がない又は極めて低いと判断されるため、ARfD値を設

定する必要がないことを意味する。 

 
（５）評価対象農薬に関する全ての試験並びに化学構造及び作用機序が類似す

る化学物質の毒性プロファイルを考慮して設定する。 

 
（６）農薬は食品を通じて摂取されるものであることから、原則として全年齢

のヒトを対象として設定する。 

ただし、発達期には化学物質に対して感受性が高い臨界期が存在し、単

回暴露によっても一生涯続く不可逆的な影響が生ずることに留意し、発生

毒性試験における胎児毒性を根拠として ARfD を設定する場合は、その値

が妊婦のみに適用されるべきか、他の集団に対して別の ARfD を設定する

べきか検討する必要がある。 

 
（７）設定に当たっては、得られている全ての試験データから ARfD の設定根

拠となる試験（４．参照）を選択し、それらの試験において単回経口投与

により惹起されると考えられる毒性影響を選定する。 単回投与試験におい

て適切なエンドポイントが得られない場合は、反復投与試験において投与

初期に認められた毒性影響を ARfD 設定の根拠として用いることを検討す

る。 

 

（８）安全係数について、種差・個体差及び追加の係数については ADI と同様

に考える。（５．（３）参照） 



（９）ヒトのデータが得られている場合には、ヒトのデータを重視する。 

 
４． ARfD 設定の根拠とすべき試験、エンドポイント及び留意点 

ARfD 設定の根拠とすべき試験、ARfD 設定の根拠とすべきエンドポイント 

（以下４．において「ARfD エンドポイント」という。）及び当該試験成績を

用いる際の留意点は以下のとおりである。 

（１）急性毒性試験 

死亡を根拠に ARfD を設定すべきではないが、急性毒性試験における投

与直後の臨床症状を根拠としてARfD を設定することは妥当な場合がある。

急性毒性試験において半数致死量がカットオフ値（５．（４）参照）の近傍

にある場合は、その他の試験において急性影響が認められない場合であって

も ARfD 設定を検討すべきである。 

 
（２）急性神経毒性試験 

単回経口投与で行われる試験であり、詳細な行動観察等が実施されるこ

とから、ARfD 設定において考慮すべき重要な試験である。 

 
（３）発生毒性試験 

① 母毒性が認められるが発生毒性が認められない場合は、認められた母毒

性が急性暴露による毒性影響であるかどうか慎重に判断すべきである。 

②発生毒性について、胎児の低体重、骨化遅延、矮小及びその他発育遅延 

に起因すると考えられる変化については、急性暴露による毒性影響である

ことが明らかな場合を除き、ARfD エンドポイントに選定しない。 

③発生毒性である胚・胎児死亡、過剰肋骨等の骨数増加、胸骨分節癒合並 

びにその他の骨格変異及び内臓変異は、単回投与で起こり得る毒性影響と

判断して、ARfD エンドポイントに選定する。 

④③において重篤な母毒性が発生毒性と同用量以下で認められ、発生毒性 が

母毒性に起因すると判断された場合は、原則として当該発生毒性は ARfD エ
ンドポイントに選定しない。重篤な母毒性の例としては、重度の振戦等の

神経症状、流産、死亡、体重の急激な減少等が挙げられる。 

⑤発生毒性試験における胎児の肛門生殖突起間距離の変化等は、単回投与 

であっても起こり得る毒性影響であることから、ARfD エンドポイントとな

り得る。 

 
（４）繁殖試験 

2 世代繁殖試験における新生児の肛門生殖突起間距離の変化、出生児の死

亡及び性成熟の遅延／早発は、臨界期暴露の影響であるかを慎重に判断す 



る必要がある。生殖器の萎縮について、その影響が認められる時期が性成

熟後であっても同様である。これらの変化が栄養不良等による二次的影響

と判断された場合は、ARfD エンドポイントに選定しない。 

 
（５）薬理試験 

経口投与で行われた一般薬理試験における一般状態の変化は、ARfD エン

ドポイントとして考慮する。ただし、片性かつ動物数がその他の毒性試験

と比較して少ないことが多いため、ARfD 設定の根拠としてのデータが不足

していると判断した場合は、ARfD エンドポイントに選定すべきではない。 

 
（６）一般毒性試験 

一般毒性試験において ARfD エンドポイントと判断し得る毒性影響とし

て、以下のような変化が挙げられる。 

① メトヘモグロビンの形成 

メトヘモグロビン形成は単回投与でも起こり得る変化であるが、通常反

復投与毒性試験結果から判定する影響であることから、観察された変化が

単回投与で生じたものであるか慎重に検討する必要がある。 

② コリンエステラーゼ活性阻害 

赤血球及び脳コリンエステラーゼ活性阻害については、赤血球より脳に

おける阻害を優先的に考慮する。信頼できるヒト単回投与のデータがある

場合は、動物試験よりもヒトの試験を重視する。 

③ グルタミン酸合成阻害 

血中又は脳内のグルタミン酸合成阻害は、単回投与であっても起きる変

化であることから、ARfD エンドポイントとなり得る。 

 
（７）その他の試験 

上記のほかに、発達神経毒性試験、ヒトの試験等、単回又は短期間の摂

取により健康に及ぼす影響を評価するに当たり考慮すべき試験成績が得ら

れている場合は、ARfD 設定根拠試験とすることについて検討する。 

 
（８）ARfDエンドポイントを選定する際の留意点 

① 反復投与試験で認められた神経毒性に対する影響については、単回投与

による非可逆的な影響であると考えられ得ることから、当該影響が反復投

与でのみ認められた影響でない場合は、ARfDエンドポイントに選定するこ

とを検討する。 

 
② 肝臓及び腎臓に対する影響について、一般的に下記の影響はARfDエンド 



ポイントには選定しない。ただし、適応変化及び持続的な暴露による影響

ではないと考えられる場合は、ARfDエンドポイントに選定することについ

て検討する。 

（エンドポイントの考慮対象から除外すべき変化の例） 

・肝臓関連（血清コレステロール増加、肝硬変、薬物代謝酵素活性増加、

過形成、肝細胞肥大、線維化等） 

・腎臓関連（重量変化、過形成、血清カルシウム及びリン変動等） 

 
③ 消化管に対する影響をARfDエンドポイントに選定しようとする場合は、

検体の刺激性によるものではないか慎重に検討する。 

 
④反復投与試験において投与初期に認められた体重・体重増加量、摂餌量 

及び摂水量の変動は、摂食（摂水）忌避による影響ではないことが明確で

あれば、ARfDエンドポイントに選定することができる。 

 
５．ARfD の設定 

（１）エンドポイントの選定 

入手可能な全ての試験結果から、評価対象農薬の毒性プロファイルを検

討し、単回経口投与により惹起されると考えられる毒性影響をエンドポイ

ントとして選定する。 

 
（２）ARfD設定根拠及びARfD設定根拠試験の選定 

選定したエンドポイントの中から、当該エンドポイントに対する最小毒

性量又は無毒性量が最も低いエンドポイントを ARfD 設定の根拠とし、当

該エンドポイントが認められた試験を ARfD 設定根拠試験とする。 

 
（３）安全係数 

安全係数は種差と個体差を考慮し、100（種差 10、個体差 10）を基本と

する。ただし、安全係数については以下のとおり認められた毒性の性質や

利用可能な試験データなどを踏まえて剤ごとに検討する。 

①ヒトの試験データを用いる場合、種差を考慮する必要はなく、個体差を 

考慮して、調査集団数等から安全係数 1～10 を用いる。 

②情報が不十分な場合、エンドポイントがヒトに外挿可能であり、極めて 

重篤と判断される場合等においては、それぞれの要因に対して追加の安全

係数 1～10 を用いる。 

③最小毒性量を根拠に ARfD を設定する場合、原則として追加の安全係数を 

10 とする。ただし、最小毒性量が他の試験で認められた同じエンドポイ 



ントに対する無毒性量と近い場合には、追加の安全係数を 3 とする。 

 
（４）カットオフ値 

①ARfD を設定しないためのカットオフ値は 500 mg/kg 体重とする。 ただし、

1,000 mg/kg 体重以下での投与で死亡例が認められ、観察された死亡とヒ

ト暴露の関連が考えられる場合は、ARfD の設定について検討する。 

② ARfD 設定根拠試験における無毒性量がカットオフ値以上である場合は、

短期間の経口摂取によるヒトの健康への悪影響の懸念がない又は極めて低

いと考え、ARfD を設定する必要はないと評価する。 

③全ての毒性試験において最小毒性量がカットオフ値以上である場合は、 

急性及び慢性暴露による毒性がともに弱い農薬であると考えられることか

ら、このような場合には、ARfD 設定の必要性について慎重に判断すべきで

ある。 

 
（５）ADIとの比較 

導出された ARfD が過去に設定した ADI より低い場合は、ADI の値につ

いて再検討を行うべきである。 

例えば、ADI の設定から長期間が経過し、その間に ADI に影響を及ぼす

可能性がある追加データが提出されている場合は、当該評価対象農薬の毒

性プロファイルを改めて確認し、ADI の変更が必要ないかどうか検討を行

う。検討の結果、ADI を変更すべき根拠がない等の場合には、ARfD の値

を ADI として設定する。 

 
（６）代謝物/分解物に対するARfD設定 

代謝物/分解物に対して ARfD 設定の必要がある場合は、原則として親化

合物と同様に評価を行う。なお、ARfD を設定すべき代謝物/分解物の選定

に当たっては、「農薬の食品健康影響評価における暴露評価対象物質に関

する考え方」（平成 25 年 6 月 27 日農薬専門調査会決定）を参照する。 

 
６．評価書への記載について 

単回経口投与により惹起されると考えられたエンドポイントを一覧表にま

とめる。なお、反復投与試験における毒性影響をエンドポイントとして選定

した場合は、発現時期を明確にすることにより、単回投与等で生じる可能性

があることを明確にするとともに、各試験成績においても同様に発現時期を

記載する。 

ARfD を設定することとした場合は、ARfD 設定の根拠となった試験、エン

ドポイントに対する最小毒性量又は無毒性量、安全係数及び設定された ARfD 



値を食品健康影響評価に記載する。 

また、要約には ARfD 設定根拠試験、当該エンドポイントに対する最小毒

性量又は無毒性量、安全係数及び ARfD を簡潔に記載する。 

ARfD を設定しないこととした場合は、その理由を食品健康影響評価及び要

約に記載する。 

食品健康影響評価における記載例を別紙に示す。 



 

農薬評価書における食品健康影響評価記載例 

 

 

（１）ARfDを設定する場合 

各試験の無毒性量等は表●に、単回経口投与により惹起されると考えられる毒

性影響等は表●●に示されている。 

 
（ADI に関する記載） 

 
［農薬名］の単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響に対する無

毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験で得られた■■ mg/kg 
体重であったことから、これを安全係数 100 で除した▲▲ mg/kg 体重を急性参

照用量（ARfD）と設定した。 

 
ARfD ▲▲ mg/kg 体重 

（ARfD 設定根拠資料） 急性神経毒性試験 

（動物種） ラット 

（投与方法） 単回強制経口 

（無毒性量） ■■ mg/kg 体重 

（安全係数） 100 
 
 

（２）ARfDを設定しない場合 

各試験の無毒性量等は表●に、単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性

影響等は表●●に示されている。 

 
（ADI に関する記載） 

 
［農薬名］の単回経口投与により惹起されると考えられる毒性影響に対する

無毒性量のうち最小値は、ラットを用いた急性神経毒性試験で得られた 800 
mg/kg 体重であり、カットオフ値（500 mg/kg 体重）以上であったことから、 

ARfD 設定は必要ないと判断した。 

別紙 



表●● 単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響等 

 

動物種 

 

試験 

投与量 

（mg/kg 体重又は 

mg/kg 体重/日） 

無毒性量及び急性参照用量設定に関連す

るエンドポイント 

（mg/kg 体重又は mg/kg 体重/日）1) 

 
急性毒性

試験 

 

0、300、2,000 
雌雄：300 

 

雌雄：運動失調、呼吸障害、体温低下 
 

急性神経毒性

試験 

 

0、15、75、250 
雌雄：75 

 

雌雄：異常歩行、自発運動低下 
  0､100､300、1,200、 雄：5.0 

雌：4.5 
 

雌雄：ChE 活性阻害（雄：20 mg/kg 体重/ 
日以上、雌：16 mg/kg 体重/日以上） 

ラット  5,000 ppm 
 90 日間亜急性 雄：0､1.5､5.0､20、 
 毒性試験 80 
  雌：0､1.2、4.5､16、 
  70 
   胎児：5 
 発生毒性試験 0､1､5､25  
   胎児：過剰肋骨、骨格変異 

 
マウス 

一般薬理試験 

（中枢神経系） 

 
0、30、100、300 

雌雄：30 
 

雌雄：歩行異常 

 

 
 

ウサギ 

一般薬理試験 

（中枢神経系） 

 
0、30、100、300 

雌雄：100 
 

雌雄：自発運動低下 

発生毒性

試験 

 

0､1､4､20 
胎児：4 

 

胎児：肛門生殖突起間距離短縮 

 

 

 

 
イヌ 

一般薬理試験 

（呼吸・循環器 
系） 

 

0、10、30、100 
雌雄：30 

 

雌雄：心拍数減少 

90 日間亜急性

毒性試験 

 

0､0.5、1.5､4.5､15 
雌雄：4.5 

 

雌雄：メトヘモグロビン増加 

1 年間慢性

毒性試験 

 

0、2、6、20 
雌雄：6 

 

雌雄：メトヘモグロビン増加 

 
ARfD 

NOAEL：4 
SF：100 
ARfD：0.04 

ARfD 設定根拠資料 ウサギ発生毒性試験 

ARfD：急性参照用量 SF：安全係数 NOAEL：無毒性量 
1) 最小毒性量で認められた主な毒性所見を記した。 
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暴露許容量の設定に関する考え方 

1. 方針 

農薬のリスク評価において、食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する

指標として、農薬使用者暴露許容量 を導入する。農薬使用者暴露許容量は、反復影

響評価と急性影響評価についてそれぞれ設定する。 

2. 提案する農薬使用者暴露許容量 

食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する指標。反復影響を評価する場合

と急性影響を評価する場合とで、それぞれ指標を定める。 

(1) 反復影響を評価する農薬使用者暴露許容量：AOEL(Acceptable Operator 
Exposure Level) 

① 一年のうち農薬散布が行われる時期に、期間中毎日、ヒトが農薬散布作業等を通

じて農薬に暴露した場合に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの上

限値。体重当たりの量として設定する。 
② 通常、90 日程度の反復毒性試験の無毒性量(NOAEL)に、投与経路に応じた吸

収率（0 - 1）を乗じ、安全係数（一般的に 100）で除して算定。農薬の性質により、よ

り短期の試験（催奇形性試験、神経毒性試験、等）の無毒性量を用いて設定する

場合もある。 
③ 具体的な設定法は、欧州ガイダンス（EC SANCO 7531-rev.10, 7 July 2006）に準じ

る。概要は別紙 1）を参照 

(2) 急性影響を評価する農薬使用者暴露許容量：AAOEL(Acute Acceptable Operator 
Exposure Level) 

① ヒトが農薬散布作業等を通じて24時間又はそれより短い時間農薬に暴露した場合

に健康に悪影響を示さないと推定される一日当たりの上限値。体重当たりの量とし

て設定する。 
② 通常、食品からの急性暴露評価における毒性指標（ARfD）の設定と同様の考え

方に基づき選択した無毒性量を根拠として設定する。ただし、無毒性量を選択す

る際には、食品以外から摂取した場合の毒性指標であることを考慮する。 
③ AOEL と同様、選択した無毒性量に、投与経路に応じた吸収率（0 - 1）を乗じ、安

全係数（一般的に 100）で除して一日当たり、体重当たりの量として算定する。 
④ 具体的な設定法は、欧州ガイダンス（EC SANTE-10832-2015 rev.1.7, 27 January 

2017）に準じる。概要は別紙 2）を参照 
  

資料 5-2 平成 30年 12月 17日 農薬使用者への影響評価法に関する検討会（第１回）資料 
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（別紙 1） 反復影響を評価する農薬使用者暴露許容量：AOEL(Acceptable Operator 
Exposure Level) 

1. AOEL (Acceptable Operator Exposure Level) の定義 
食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する指標。（一年のうち農薬散布を

する時期に毎日、）ヒトが農薬散布作業等を通じて農薬に暴露した場合に健康に悪影響を

示さないと推定される一日当たり上限値。体重当たりの量として設定する。 

2. AOEL の設定について 
(ア) 登録を受ける農薬有効成分ごとに、専門家判断に基づき設定する。有効成分の毒性

がきわめて弱い場合は、AOEL の設定を不要とする。 

(イ) AOEL は、①動物に農薬を投与した毒性試験の無毒性量（NOAEL）に、②その投与

経路から体内への吸収率を乗じ、③安全係数（一般的に 100）で除して算定。 

① 根拠とする毒性試験 
1. 農薬の使用は 1 年のうち、一定の期間であることを考慮し、短期毒性試験、通常、

3 ヶ月程度の期間、毎日、動物に農薬を経口投与した毒性試験の 最小となる無

毒性量（NOAEL）を根拠とする。 

2. 農薬の毒性により、より短期の試験（発生毒性試験、神経毒性試験、等）の

NOAEL を根拠とする場合もある。 

3. 経皮又は吸入毒性試験において経路特異的な毒性が認められた場合にはそれ

らを根拠とする場合もある。その場合、皮膚刺激性等の局所作用ではなく、全身

作用を根拠とする。 

例：経口と経皮、あるいは経口と吸入で、実施した毒性試験の結果が異なる、あ

るいは代謝試験やメカニズム試験から投与経路により毒性の種類や程度が異な

ると推測される場合 

② 体内への吸収率 
実際に体内に吸収された用量で設定するため、①で根拠とした毒性試験の投与

経路からの吸収率 を用いる。ただし、吸収率が 80％以上の場合は 100％として許

容量を算出する 

③ 安全係数 
食品からの摂取を評価する指標（ADI および ARfD）と同様、動物種差(10)と個体

差(10)を考慮し、一般的には 100とする。無毒性量が求められていない、試験に用

いた動物数が不足している等、試験の信頼性が十分でない場合には追加の係数

を考慮する。 
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（別紙 2） 急性影響を評価する農薬使用者暴露許容量：AAOEL(acute Acceptable 
Operator Exposure Level) 

1. AAOEL(Acute Acceptable Operator Exposure Level)の定義 

食品以外から農薬に暴露した場合の健康影響を評価する指標。ヒトが農薬散布作業等を

通じて 24 時間又はそれより短い時間農薬に暴露した場合に健康に悪影響を示さないと推

定される一日当たりの上限値。体重当たりの量として設定する。 

2. AAOEL の設定について 

(ア) 登録を受ける農薬有効成分ごとに、専門家判断に基づき設定する。有効成分の急性

毒性が弱い場合は、AAOEL の設定を不要とする。 

(イ) AAOEL は、①動物に農薬を投与した毒性試験の無毒性量（NOAEL）に、②その投与

経路から体内への吸収率を乗じ、③安全係数（一般的に 100）で除して算定。 

① 根拠とする毒性試験 
1. 農薬の使用による急性影響を評価するため、ARfD の設定と同様の考え方に基

づき急性暴露により発現する又は発現する可能性のある毒性影響を評価できる

毒性試験の 最小となる無毒性量（NOAEL）を根拠とする。 

2. 経皮又は吸入毒性試験において経路特異的な毒性が認められた場合にはそれ

らを根拠とする場合もある。その場合、皮膚刺激性等の局所作用ではなく、全身

作用を根拠とする。 

例：経口と経皮、あるいは経口と吸入で、実施した毒性試験の結果が異なる、あ

るいは代謝試験やメカニズム試験から投与経路により毒性の種類や程度が異な

ると推測される場合 

② 体内への吸収率 
実際に体内に吸収された用量で設定するため、①で根拠とした毒性試験の投与

経路からの吸収率 を用いる。ただし、吸収率が 80％以上の場合は 100％として許

容量を算出する 

③ 安全係数 
食品からの摂取を評価する指標（ADI および ARfD）と同様、動物種差(10)と個体

差(10)を考慮し、一般的には 100とする。無毒性量が求められていない、試験に用

いた動物数が不足している等、試験の信頼性が十分でない場合には追加の係数

を考慮する。 
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予測式の考え方と構成 

1. 基本的な考え方 

(1) 農薬使用者の作業を考えると、農薬を暴露するのは、散布液の調製作業と散布作業

中であり、この間に使用者が吸気や皮膚から吸収する農薬量を推定する。農薬暴露

量は使用する作物や農薬の剤型、使用量、使用方法により異なるため、登録を取得

する使用方法で作物ごとに推定する必要がある。 

(2) 農薬使用者の暴露量には、個人差、環境等様々な要因によって、変動が生じうるが、

一方で農薬使用者は、登録された使用方法にしたがって使用するという一定の職業

的なルールに従う義務がある。そのため、それぞれの使用方法において、一定の妥

当な数の使用者を調査すれば、実作業での暴露量の変動と分布の広がりがカバーさ

れやすい。 

(3) その考え方に基づいて、日本に先立ち評価を導入している欧米諸国では、農薬使用

者が農薬を調製、散布する際の暴露量を調査したデータを集約し、類似した使用方

法や製剤タイプで分類。その結果に基づき農薬使用者への暴露量を予測する計算式

（予測式）を策定し、評価に活用している。 

(4) 予測式は、一般的な原則として以下を仮定している。 
① 使用者の暴露量は、有効成分の化学的性質によらず、調製方法や散布法、散布

対象の作物、製剤タイプに相関する 
② 経皮および吸入暴露量は、使用した有効成分の量に比例する 

(5) 予測式では、暴露量を推定する比例係数として「単位暴露量」（Unit exposure; mg/kg 
ai /hr、mg/kg ai/ha など）を設定。単位面積当たり散布する有効成分量にこの係数を

乗じることにより単位面積当たりの暴露量を推定。その結果に 1 日に農薬散布作業

する面積（1 日作業面積）を乗じて、吸気や皮膚からの吸収率を考慮した上で、農

薬使用者が 1 日に暴露する量を推定する。 

2. 日本で提案する予測式の構成 

(1) １で示した考え方に基づき、下記の予測式とすることを提案 

農薬使用者の１日当たりの農薬暴露量   
= Σ（対象農薬の面積当たり有効成分使用量）×（単位暴露量）×（1 日作業

面積）×（吸気や皮膚からの吸収率） 

(2) 日本において農薬使用者への暴露量調査、使用実態、経営面積等を調査した結果に

基づき、単位暴露量や 1 日作業面積を設定する。 

(3) 使用方法に従って農薬を調製および散布した場合に、呼吸と皮膚を通して体内に吸

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。暴露

量は 1 日の作業を基本単位とする。 

資料 5-3 平成 30年 12月 17日 農薬使用者への影響評価法に関する検討会（第１回）資料 
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(4) 予測式は、暴露量調査を実施した結果が参照できる以下の場合とする。 

① 調製作業については、製剤の物理化学的性状や調製工程を考慮し、暴露量が異

なることが予想される以下の 5 つの場合について予測式 を策定 

1. 固形で散布する製剤（固形剤）：粉剤、微粒剤、粒剤等 
2. 水に溶解あるいは懸濁して散布する製剤（液剤(有機溶媒ベース)）：乳剤等 
3. 水に溶解あるいは懸濁して散布する製剤（液剤(水ベース)）：水和剤等 
4. 水に溶解あるいは懸濁して散布する製剤（液剤(水ベース)）：顆粒水和剤等 
5. 水に溶解あるいは懸濁して散布する製剤（液剤(水ベース)）：フロアブル等 

② 散布作業については、農薬の剤型、作物および散布方法の組み合わせで、基本

的には、以下の 16 の場合について予測 式を策定。 

農薬の剤型 モデル作物 散布方法 

液剤 

 

水稲 手散布 

 育苗箱 ＊ 

野菜（立体） 手散布 

野菜（平面） 手散布 

 機械散布 

果樹（立体） 手散布 

 機械散布 

果樹（棚） 手散布 

 機械散布 

芝 手散布 

固形剤 DL 粉剤 水稲 手散布 
微粒剤 手散布 
粒剤 手散布 

粒剤 育苗箱 ＊ 

粉剤 畑作物 

 

土壌混和 ＊ 

粒剤 土壌混和 ＊ 

 ＊試験例数が少ないため、暫定的な予測式を策定 

(5) 予測式に用いた各係数 

① 単位暴露量（資料 5-4） 

調製、散布作業について、単位暴露量を以下のように決定 

1. 農林水産省が日本で実施した 2 つの暴露調査結果データベースを利用 
2. 調査結果に基づき、調製作業では手と吸気、散布作業では手、頭、その他

の身体部位および吸気を通して暴露する量を算出 

3. 各調査結果について、使用した有効成分量に対する暴露量を算出 
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4. その傾きの分布の75%タイル値を単位暴露量とすることを提案（資料5-4） 

② 1 日作業面積（資料 5-5）： 

1. 農林水産省が実施した都道府県への農薬使用に関する調査、農林業センサ

スおよび作付期間に関する文献調査を利用 

2. 日本の栽培実態や防除実態を考慮し、急性影響評価および反復影響評価に

ついて、大規模な専業農家もカバーできるよう、主要な作物ごとに全国調

査した結果を基に定める。 

 





資料5‐3参考

農薬使用者への暴露量調査

1

概要
• 暴露量算出モデルを作成するためのデータを得

るために、農薬調製および散布作業時における
吸入および経皮暴露量を測定。

• OECDガイダンスに準拠（パッチ法）

• 試験期間：2011年～2015年

• 試験機関：日本植物防疫協会、株式会社エスコ

• 日本特有の暴露シナリオに基づいたデータ作成
– 低濃度での大量散布(600 ‐ 7000 L/ha)

– 水稲向けに開発された独自の散布方法

• 試験例数：各使用方法あたり12例以上
2



調製作業
固形製剤、液体製剤（有機溶剤ベース、水ベース）

それぞれの調製作業を設定しデータを収集

散布作業
製剤（粒剤、粉剤、水和剤、乳剤）

作物の類型（水稲、平面野菜、立体野菜、立体果樹、
棚果樹、芝、等）

散布方法（手散布、機械散布（ブームスプレーヤ、ス
ピードスプレーヤ））

を12のシナリオに組み合わせて、シナリオごとにデータ
を蓄積

調査対象とした調製・散布作業の
バリエーション

3

本試験で採用した調製と散布の作業工程

• 調製作業
– 固形製剤（粉剤、DL粉剤、粒剤）

• 農薬の製剤容器のシールをはがし、開封
• 散布機へ搭載
• 作業者が散布機を背中に装着

– 液体製剤（水和剤、フロアブル、乳剤、顆粒水和剤）
• 農薬の製剤容器のシールをはがし、開封
• 製剤の容量あるいは重量を計量し、散布タンクへ注入
• 散布タンクへ水を入れ、希釈。
• 希釈した散布液を撹拌。ふたを装着。

• 散布作業
– 上記調製した農薬を想定した散布方法にしたがって

圃場に散布
（散布機の洗浄は含まず）

4



代表的な散布方法として想定した12シナリオ

作物 散布方法 製剤 散布量／液量

水稲 動力散布機 ホース散布 DL粉剤 40 kg/ha
動力散布機 ホース散布 微粒剤F 26-40 kg/ha
動力散布機 噴頭散布 粒剤 8-40 kg/ha
動力噴霧機 手散布 液剤 1200-1500 L/ha

立体野菜
（トマト、きゅうり等）

動力噴霧機 手散布 液剤 2100-6100 L/ha

平面野菜
（キャベツ等）

動力噴霧機 手散布 液剤 1300-2500 L/ha

ブームスプレーヤ散布 液剤 1000-2000 L/ha

立体果樹
（りんご、もも等）

動力噴霧機 手散布 液剤 2700-6000 L/ha

スピードスプレーヤ散布 液剤 2500-5100 L/ha

棚果樹
（ぶどう、なし等）

動力噴霧機 手散布 液剤 2500-4000 L/ha
スピードスプレーヤ散布 液剤 1400-3500 L/ha

芝 動力噴霧機 手散布 液剤 5000-20000 L/ha

※液剤には、乳剤、水和剤、フロアブル剤を含む 5

• 水稲:
動力散布機
ホース散布
（DL粉剤）

• 水稲:
動力散布機
ホース散布
（微粒剤F）

• 水稲（左）
動力散布機
噴頭散布（粒剤）

• 水稲（右）
動力噴霧機
手散布（液剤）

6



• 立体野菜
動力噴霧機
手散布 （液剤）

7

• 平面野菜: 

動力噴霧機・手散布（液剤）

• 立体果樹:

動力噴霧機・手散布（液剤）

ブームスプレーヤ散布（液剤）

スピードスプレーヤ散布（液剤）

8



• 棚果樹:

動力噴霧機・手散布（液剤）

• 芝:
動力噴霧機
手散布（液剤）

スピードスプレーヤ散布（液剤）

9

試料採取および分析方法

• 試料採取方法：

– 経皮暴露量（農薬付着量）：
• 手： 吸水性の手袋を２枚装着し、内側の手袋を作業後に回収。

• 身体部位（手以外）： ガーゼパッチ（10 cm x 10 cm)を作業着の
内外に装着。作業後に回収（散布作業時のみ）。

– 吸入暴露量：
• 口付近の大気をポンプで吸入し、シリカゲルカラムで捕集。

• 分析法：
– サンプリング試料をアセトンあるいはメタノールで抽出し、

GC, HPLC, GC-MS, LC-MSあるいはLC-MS/MSで分析。

10



農薬付着量・吸入量測定部位

大気収集カラム

ガーゼパッチ（作
業衣の内に装着）

ポンプで吸引

ガーゼパッチ（作
業衣の外に装着）

11

暴露量の算出（経皮暴露）

1. パッチの農薬付着量から、身体の
各部分に暴露した有効成分量を
計算
– 各部分の体表面積（右表）

– LOQ未満の場合、0.5×LOQの値を採用

2. 作業着内パッチと外パッチの暴露
量の和を計算し、暴露量とする

3. 各部位の暴露した有効成分量を
散布量で除し、単位暴露量を計算

4. 作業着の透過率は内パッチ/（内

パッチ＋外パッチ）の暴露量比で
計算

身体部位 表面積

cm2 %
頭部 610 3.8
顔 610 3.8

首（後） 100 0.6
首（前） 140 0.9
胸部 2,910 18.2
背部 2,910 18.2
上腕 860 x 2 10.7
前腕 360 x 2 4.5
両手 240 x 2 3.0
大腿 1,480 x 2 18.5
下肢 920 x 2 11.5
足 500 x 2 6.3

合計 16,000 100.0

12



暴露量の算出（吸入暴露）

1．カラムに捕集された有効成分量から、吸気を
通して暴露する総量を算出

– 吸引ポンプは毎分2 Lの速度で口元の空気を吸引。

– 平均的な毎分呼吸量を10 Lとする。

2．吸入した有効成分量を散布量で除し、単位暴
露量を計算

13
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作物 散布方法 製剤 散布量

水稲（※） 動力噴霧機 手散布 液剤（水和剤） 1080 – 1230 L/ha

立体野菜
（きゅうり）

動力噴霧機 手散布 液剤（水和剤） 1750 – 2470 L/ha

平面野菜
（いちご、キャベツ）

動力噴霧機 手散布 液剤（水和剤） 1000 – 2630 L/ha

立体果樹
（りんご、みかん）

動力噴霧機 手散布 液剤（乳剤、水和剤） 2400 – 7000 L/ha

スピードスプレーヤ散布 液剤（水和剤） 2000 L/ha

棚果樹
（なし）

動力噴霧機 手散布 液剤（水和剤） 1120 – 2000 L/ha

スピードスプレーヤ散布 液剤（水和剤） 1080 – 2400 L/ha
15

 「頭部」と「その他部位」について調査。

 パッチ法（ろ紙、直径60 mm、円形)

 分析法：サンプリング試料をアセトンあるいはアセトン：ヘキサン混合液で抽出し、
ガスクロマトグラフィーで分析。

 試験機関：日本植物防疫協会

 散布器具：動力噴霧器；スズラン噴口、環状噴口など（手散布）

スピードスプレーヤ（機械散布）

1981～1983年度実施の調査結果の活用

（※）水稲については、 2011～2014年度は畦畔から農薬散布可能な畦畔ノズルを用いて試験を実施した。
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頭 その他の部位

吸入 手
水稲

平面 平面
（機械）

果樹

立体
（機械）

棚

芝

棚
（機械）

野菜

立体
立体

DL
粉剤

微粒
剤F

粒
剤

液
剤

単
位

暴
露

量
（
㎍

ai
/g
 a
i 使

用
量

）

水稲

平面 平面
（機械）

果樹

立体
（機械）

棚

芝

棚
（機械）

野菜

立体
立体

DL
粉剤

微粒
剤F

粒
剤

液
剤

水稲

平面 平面
（機械）

果樹

立体
（機械）

棚

芝

棚
（機械）

野菜

立体
立体

DL
粉剤

微粒
剤F

粒
剤

液
剤

水稲

平面 平面
（機械）

果樹

立体
（機械）

棚

芝

棚
（機械）

野菜

立体
立体

DL
粉剤

微粒
剤F

粒
剤

液
剤

1981～1983年（水稲（液剤）は除く）、2011年～2015年実施の調査結果
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単位暴露量の代表値の決定について 

1. 単位暴露量の決定についての国際的な状況 

(1) 農薬使用者の暴露量を算出するための予測式において、単位暴露量（代表値）

を、暴露量調査結果の単位面積あたり暴露量の分布から決定する必要がある。

それにあたり、分布のどの統計値を代表値として採用するかについては国際的

に統一した規準はない。 

(2) 欧米諸国での状況を見ると、一定期間農薬を使用した場合の影響評価について

は データベースの信頼性を勘案 し、中央値あるいは平均値、75 パーセンタイ

ル値(75%ile)、90 パーセンタイル値(90%ile)等を代表値としている。 

① 米国（EPA）は暴露量データベースの ’best fit’値（幾何平均値、算術平均値、

中央値等の central tendency values）を採用。 

 米国のデータベースはデータ数が多く、シナリオも多種（PHED で 1700
以上、シナリオは現在 67） 

 継続的にデータ作成を実施し、より信頼性の高いデータベース（GLP 準

拠）へと順次切り替えを継続 

② 欧州は 2016 年以降、欧州統一モデル（AOEM）に基づいて評価。その 75
パーセンタイル値(75%ile)を採用。 

 GLP 準拠で試験を実施し、総計 500 以上のデータを確保。調製時 2 シナ

リオ、散布時 4 シナリオで、各シナリオのデータ数は 160 から 320 

 使用者間、および同一使用者での作業間での変動を考慮し、実測した暴

露量データの 75%ile を採用することにより、一定期間農薬に 他の作業

者よりも恒常的に高く暴露した使用者を想定したより安全側のリスク

評価を実施 

③ それ以前の欧州各国モデルの多くも 75%ileを採用。公表論文のデータ、試

験設計が統一されていない等、信頼性に懸念がある場合には 90%ile 等を採

用しているものもある（資料 5-4 別添を参照） 

2. 日本における予測式を策定する根拠となるデータ 

(1) 農薬散布時の防護装備の基準の見直しに向けた検討のための試験事業（平成 22
年度～27 年度）：non-GLP 

(2) 散布作業安全対策特別研究会報告（昭和 56 年～58 年）：non-GLP 

資料 5-4 
平成 30年 12月 17日 農薬使用者への影響評価法に関する検討会（第１回）資料 
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(3) (1)のデータを基本とし、(2)については、散布時の暴露量算出について、頭部お

よび手を除く身体への暴露データも活用。 

3. 日本における予測式の「単位暴露量」の代表値案 

(1) 日本における農薬散布の慣行を考慮すると「単位暴露量」は作業時間単位では

なく、作業面積当たりで規定 し、リスク管理へ反映させるのが妥当 

(2) その際に、日本で実施した 2 つの暴露試験結果を基に設定する予測式の代表値

は現時点では 75%ile を採用 することでどうか。理由は下記 

① ベースとなる平成のデータは、non-GLP 試験だが、暴露予測式を策定するこ

とを目的として計画した試験であり、分析法を検証した上で GLP 試験機関

において実施。代表的な農薬を使用し、標準的な面積の圃場で暴露試験を

実施。学術機関による公表論文ほど不確実性因子は高くない。 

② 予測式の単位暴露量を策定する根拠となるデータ数は欧米に比し少なく、

暴露量の過小な見積もりを避けるためには、平均値よりも分布のより高い

値を採用することがのぞましい。 

③ データ数を考慮すれば、それよりも高い値を採用するのは統計学的に信頼

性が低い。 

(3) 今後のデータの蓄積と防除方法、栽培体系の進歩に応じて、パラメータや予測

式の見直しをすることとする。 
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（別添）提案する単位暴露量 

 
１．調製作業における単位暴露量 

予測式分類 暴露部位
／経路 

単位暴露量（µg ai/g ai 使用量） 
データ数 25%ile 50%ile 75%ile 

固形剤（粉剤、粒剤等） 手 43 0.59 4.6 14 
呼気 43 0.0033 0.026 0.086 

乳剤 手 34 18.4 79 140 
呼気 34 0.0003 0.00050 0.0013 

フロアブル剤 手 21 16 41 130 
呼気 21 0.0005 0.0005 0.00085 

水和剤 手 30 3.5 17 77 
呼気 30 0.0027 0.021 0.071 

顆粒水和剤 手 21 3.2 5.4 13 
呼気 23 0.00083 0.0017 0.037 
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2．散布作業における単位暴露量 

① 液剤 

予測式分類 散布方法 暴露部位
／経路 

単位暴露量（µg ai/g ai 使用量） 
データ数 25%ile 50%ile 75%ile 

水稲 手散布 頭 14 0.082 0.29 0.53 
その他 14 2.6 4.9 12 
手 14 0.29 0.92 11 
呼気 14 0.0042 0.0084 0.018 

野菜（立体） 手散布 頭 21 0.80 2.1 3.9 
その他 21 18 30 82 
手 12 7.4 8.9 23 
呼気 11 0.39 0.45 0.67 

野菜（平面） 手散布 頭 54 0.34 0.71 2.1 
その他 54 20 83 150 
手 26 1.6 4.8 12 
呼気 26 0.067 0.19 0.47 

機械散布 頭 12 0.12 0.22 0.45 
その他 12 2.1 3.6 5.2 
手 12 0.24 0.34 0.50 
呼気 12 0.0066 0.0095 0.026 

果樹（立体） 手散布 頭 28 4.1 11 38 
その他 28 66 150 470 
手 14 6.3 26 80 
呼気 12 0.038 0.17 0.45 

機械散布 頭 18 7.0 9.7 14 
その他 18 44 57 92 
手 12 2.3 3.4 6.4 
呼気 12 0.0036 0.0065 0.011 

果樹（棚） 手散布 頭 24 5.6 35 78 
その他 24 56 210 850 
手 12 17 49 87 
呼気 12 0.13 0.49 1.8 

機械散布 頭 22 5.1 10 27 
その他 22 30 59 150 
手 13 2.4 4.4 17 
呼気 13 0.022 0.064 0.14 

芝 手散布 頭 14 0.0054 0.025 0.066 
その他 14 0.14 0.40 1.6 
手 14 0.011 0.41 1.4 
呼気 14 0.00063 0.0015 0.0050 
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② 固形剤 

剤型 モデル
作物 

散布方法 暴露部位／
経路 

単位暴露量（µg ai/g ai 使用量） 
データ数 25%ile 50%ile 75%ile 

DL 粉剤 水稲 手散布 頭 25 0.049 0.32 1.6 
その他 25 1.6 12 25 
手 25 2.1 31 130 
呼気 25 0.0033 0.023 0.48 

微粒剤 手散布 頭 24 0.017 0.023 0.04 
その他 24 0.41 1.3 3.7 
手 24 0.13 1.2 4.6 
呼気 24 0.00042 0.0074 0.027 

粒剤 手散布 頭 14 0.033 0.060 0.24 
その他 14 0.32 0.80 2.9 
手 14 0.032 0.18 0.39 
呼気 14 0.00080 0.0023 0.0089 

 

③ 参考データ 

剤型 モデル
作物 

散布方法 暴露部位／
経路 

単位暴露量（µg ai/g ai 使用量） 
データ数 25%ile 50%ile 75%ile 

液剤 水稲 育苗箱 頭 5 0.0022 0.0038 0.034 
その他 5 0.091 0.13 0.44 
手 5 0.51 0.56 6.5 
呼気 5 0.00024 0.00025 0.00036 

粒剤 頭 5 0.0075 0.017 0.023 
その他 5 0.14 0.23 0.30 
手 5 2.33 4.2 5.6 
呼気 5 0.00019 0.00019 0.00021 

粉剤 畑作物 土壌混和 頭 6 0.50 1.1 1.4 
その他 6 9.5 25 37 
手 6 2.1 7.0 14 
呼気 6 0.15 0.18 0.24 

粒剤 頭 6 0.040 0.086 0.14 
その他 6 1.5 2.2 2.9 
手 6 0.44 0.89 6.5 
呼気 6 0.0020 0.0046 0.0084 

 





資料 5-4 別添                                                    

データベース 国 主な特徴 対象製剤および使用方法 代表値 
PHED*1 米国 ① EPA が暴露量評価に使用している最も基本的なデータベース。データ

が古いため、EPA は AHETF や ORETF を活用した評価へ移行中。 
② 調製 mixing/loading (M/L)、散布、目印旗を立てる flagging 作業を対

象 
③ USEPA、PMRA（カナダ）、ACPA（米国農薬工業会）でタスクホー

スを組みデータ作成 
④ 総計 1700 以上のデータ（M/L 556, Applicator 715, M/L/A 349, flagger 

92）*4 
⑤ パラメータとして散布方法、製剤の包装、作業衣、製剤等を設定。そ

の関数として暴露量を算出 
⑥ 標準的な暴露量は身体の各部位（頭、首前、首後ろ、上腕、胸、背、

前腕、脚、足、手）について’best-fit’値に基づいて算出。吸入、手、

手を除く全身について別々に集計。 
⑦ データを A~E にグレード分け（回収率、保存安定性等に基づき） 

 

① 対象とした製剤： 
乳剤、水溶性懸濁剤、マイクロカプセル、固形剤

（dry-flowable, 粉剤、水和剤、粒剤） 
② 対象とした使用方法（シナリオ）： 

エアーブラスト、ブームトラクター、エアロゾル缶、航空

機（fixed-wing, rotary-wing）、低圧手散布、paint brush、
バックパック、エアーレススプレーヤー、散布車、高圧手

散布（施設内、観葉作物）、高圧手散布（芝生タイプ） 
③ 暴露低減措置： 

長ズボン、シャツ(半袖、長袖)、手袋（あり、なし）、防護

用のカバーオール（あり、なし）の組み合わせ 

Best-fit 値 
(短期評価には 95%ile) 

AHETF*2 米国 ① 米国で 27 農薬製造会社がコンソーシアムを形成（2001 年）。データ

利用は有料 
② 主要な市販農薬を使用し、主な調製法、散布機器、製剤タイプについ

て、薬剤調製および散布時の使用者の暴露量データを順次作成 
③ 分析法を改善し、統計的に堅実な設計をした最新の使用方法に基づい

たデータ作成を実施。GLP 準拠 
④ EPA は AHETF を最も信頼性の高いデータベースとして評価に利用。

PHED のデータは古く限界があるため、将来的にすべて AHETF へ差

し替える予定 
⑤ 長袖シャツ、長ズボン、靴、靴下、耐薬品性手袋を標準的に装着 
⑥ キャビン付きトラクター、暴露を低減する特殊なパッケージの製品に

ついても調査 

現在 EPA 評価に利用しているシナリオ 
① 開放系 M/L、ドライフロワブル 
② 開放系 M/L、液剤 
③ ブームスプレーヤ散布 
④ キャビン付きエアブラスト散布 
⑤ キャビンなしエアブラスト散布 
⑥ キャビン付き航空散布 
⑦ 背負い式散布（公道散布） 
⑧ ハンドガン散布（公道散布） 
⑨ 開放系 M/L、水和剤 
⑩ 開放系 M/L、水溶性パック剤 
 

Best-fit 値 
(短期評価には 95%ile) 

ORETF*3 米国 ① 米国で 30 以上の農薬製造会社がデータ作成のためのコンソーシアム

を形成（1994 年）。データ利用は有料 
② 家庭菜園での使用者と芝管理者（住宅地も含む）を対象 
③ 117 有効成分を対象に Mixer/loader/applicator の経皮および吸入暴露

データと 100 以上の散布後の暴露データを 1995 年に EPA が要求した

ことに対応 
④ プッシュタイプの回転散布機、および、ハンドガン（液剤、水和顆粒

剤、水和剤）について Mixer/loader/applicator の暴露を調査。GLP 準

拠 
⑤ EPA は 2003 年以降、順次 PHED のデータを差し替え 

 

現在 EPA 評価に利用しているシナリオ 
① 職業芝管理者：芝への粒剤の調製および散布 
② 家庭菜園での使用者：芝への粒剤の調製および散布 
③ 職業芝管理者：芝用水和剤、顆粒水和剤、水溶性パック剤

あるいは液剤の調製および散布 
④ 職業芝管理者：住宅地の芝へ液剤を散布 
⑤ 家庭菜園での使用者：住宅地の芝へ液剤を散布 
⑥ 家庭菜園での使用者：庭や観葉植物への農薬調製と散布 
農薬散布した後、芝へ入る者への暴露も調査。芝からの移行

係数（TTR）と暴露量との関係を定量。 

Best-fit 値 
(短期評価には 95%ile) 



AOEM 欧州 ① 2014 年に採用された欧州での統一モデル。現在の欧州での有効成分の

リスク評価に使用 
② 欧州の最新の散布機器や使用方法に基づいて 1994~2009 年に暴露量

調査を実施。職業農家やプロの防除業者が OECD guidance に準拠し、

GLP で実施 
③ 全身法で暴露量を調査。 
④ データ総数：2900 以上、調査参加人員：M/L 280、Application 344 
⑤ M/L および Application で合計 6 モデルを策定 
⑥ M/L 施設栽培のデータはなし 
⑦ 防護装備はデフォルトとして下記の透過率を既定 
 手袋：10%（液剤）、5%(固形剤) 
 カバーオールあるいは単層の作業衣：10% 
 フードおよびバイザー：5%、フードのみ 50% 
 マスク： 吸入（タイプにより）：10-25% 

         経皮（頭部）：80% 

① 薬剤調製： 
 機械散布用と手散布用 

② 散布： 
 下方散布：機械散布、手散布 
 上方散布：機械散布、手散布 

③ 1 日作業量： 
 暴露時間は 1 日 8 時間。栽培作物と使用機器について

作業面積を既定 
 手散布： 

① tank sprayer：4 ha/day 
② others(ex: knapsack-sprayer): 1 ha/day 

 機械散布： 
① Bare soil, Berries and other small fruits(low), 

Brassica vegetables, Bulb vegetables, Cereals, 
Fruiting vegetables, Lawns, Leaf vegetables 
and fresh herbs, Legume vegetables, Oilseeds, 
Root and tuber vegetables：50 ha/day 

② Cane fruit, Citrus fruit, Grapes, Hops, 
Oilfruits(high crops), ornamentals, Pome fruits, 
Stone fruits Tree nuts: 10 ha/day  

75%ile 
(mg/kg ai/day) 
(短期評価には 95%ile) 

German Model ドイツ ① メーカーが登録申請用に実施したデータを集計。 
② 使用量と暴露量は Log-normal 分布を仮定 
③ 薬剤調製と散布での暴露量について、経皮、吸入、経口について単位

使用量 kg あたり暴露量（UF）を決定。面積当たり使用量(kg ai/ha)(R)
と 1 日処理面積（A）から暴露量を算出。経口は評価において考慮せ

ず 
④ 薬剤調製者（mixer/loader）ほとんどが手に暴露すると仮定 
⑤ データベースは比較的小さい（n<15 for M/L, n<20 for application） 
⑥ 散布者の標準シナリオは半袖を想定 
⑦ 想定する暴露低減方法は、 

経皮：手袋、標準防護衣、靴、縁あり帽子、フードまたはバイザー、

マスク(2 種) 
吸入：マスク(2 種) 

⑧ データは非公開 

① 薬剤調製： 
液剤（tractor-mounted, Hand-held） 
固 形 剤 ： 水 和 剤 、 顆 粒 水 和 剤 （ tractor-mounted, 
Hand-held） 

② 散布：上方散布と下方散布 
High crop (tractor-mounted, Hand-held）、Field crop 

③ 1 日作業量： 
High crop (tractor-mounted, Hand-held）、Field crop 

幾何平均値 
（採用理由は明確にさ

れていない） 

POEM 英国 ① AOEM が採用されるまで German Model とともに、欧州での有効成

分のリスク評価に使用されたモデル 
② Mixing/loading（M/L）と application の 2 つの作業を想定。モデル作

成のために設計された試験結果を利用 
③ M/L では吸入暴露は想定していない。液剤について手への暴露を想定 

① 薬剤調製： 
液剤の手への暴露を想定。タンクの大きさと口径が考慮因

子 
② 散布：上方散布と下方散布 
③ 一日作業量: 

75%ile 
(ml/spray/hr) 



④ 固形剤の M/L データはなし（評価の際には German model を活用） 
⑤ 散布については、代表的な作物と使用方法を想定（機械散布と手散布） 
⑥ 代表値は単位時間当たりの 75%ile(ml/spray/hr)を採用 
⑦ 経皮暴露モデルは、単層の作業衣を標準とする 
⑧ 手袋の透過率： 

M/L は 10% for solvent based, 5% for water based;  
application はすべての製剤について 10% 

⑨ 算出用エクセルシートは公開。データベースは非公開 

下方散布：50ha/d (畝作物 30ha/d) 
上方散布：30ha/d（果樹） 
手散布：1ha/d(default), max 400L 散布液/d 

Dutch Model オランダ ① 1990 年代初頭にオランダでのリスク評価を目的に開発。 
② UK-POEM, German model の情報が十分に公開されていなかったた

め、公表論文のデータを元に開発。Surveillance のデータが中心 
③ 薬剤調製 M/L および散布作業 Application を対象 
④ 暴露データを製剤のタイプと散布手法で類型化 
⑤ 代表値として、分布の 90%ile を選択。理由は、データベースが小さく、

且つデータが広く分布、個体差も大きい 
⑥ 有効成分使用量当たりの暴露量は情報不足で得られていない（mg 農

薬製剤/hr あるいは l spray/hr） 
⑦ オランダ政府は本モデルを一部評価に活用 
 粉剤、粒剤の機械散布の M/L 
 液剤の手散布の M/L(respiratory exposure のみ) 
 粒剤および粉剤の手散布の M/L 
 散布については使用せず（UK POEM, German model 等よりよい

モデルがあるため） 

① 薬剤調製 M/L： 
粉剤と液剤（粒剤はなし） 

② 散布 Application： 
下方散布、圃場(tractor-mounted, aerial) 
上方散布、圃場(tractor-mounted) 
施設内散布 

 

90%ile 
（mg 農薬製剤/hr あ

るいは l spray/hr） 

Southern European 
Glasshouse Model 

南欧 ① 既存モデルのデータギャップ（南欧の施設栽培）に対応するためにデ

ータを作成 
② OECD guidance にしたがって全身法で実施。GLP 準拠。2002～2006

年に実施。 
③ M/L と散布は別々にデータ作成。南欧において典型的な使用方法で実

施 
(ア) 大型タンクにホースを連結し、hand-held spray gun or lance(ノ

ズル付きパイプ)で散布 
(イ) イタリアおよびスペインで 7 試験を実施 
(ウ) 野外での 4 試験も追加実施(hand-held application, M/L(large 

tanks))。M/L のデータは活用 
(エ) 対象作物 peppers, cucumber, pot plants, tomato, melon 

④ M/L はすべてのシナリオで、手への経皮暴露と吸入暴露量を測定 
⑤ データ数： 

M/L 各 10、Application: pepper 32, Melon 30, others 10 
⑥ 標準作業衣、靴、靴下を基本とする。 

1. M/L： 
顆粒水和剤、水和剤、液剤 
防護装備あり、なし 

2. Application: 
high crops(キュウリ、トマト、ピーマン)、low crops(メロ

ン、観葉植物)のデータから 4 つのシナリオを作成 
1. High crops - standard Scenario 
 散布した作物に接触しない 

2. High crops - Intensive contact scenario 
 散布した作物に接触することが避けられない場合 
 注意事項の記載を義務づけ(処理した作物への接触が

ある場合には不浸透性防除衣の着用や適切な自動散

布機械を使用する、等)ラベルへ 
 モデルは防護装備付きのみ 

3. Low crops - standard Scenario 
 散布した作物に接触しない 

75%ile 
(mg/kg as handled) 



⑦ 防護装備付きのデータは作成せず。防護装備とその防護率は German 
model に準拠。モデルについての考察 

⑧ 有効成分使用量あたりの暴露量を UF として設定。各シナリオにつき、

対応するデータセットの 75%ile を代表値として使用 
 

 下半身への防護装備での防御を許可 
4. Low crops - Intensive contact scenario 
 Low crops への接触による暴露あり 
 作業者は不浸透性のズボンを装着（通常） 
 手や頭部への防護装備も可 

Consexpo オランダ ① オランダ当局(RIVM)により開発された化学物質の評価（biocide も含

む）をサポートする 数理モデル 
② 吸入、経皮接触、経口摂取からの暴露を算出 
③ Tiered approach を採用 
 1st tier は worst case scenario 
 より現実的な条件で high tier assessment 

④ オランダでの使用条件に基づいており、汎用性に欠ける 
⑤ 無料のソフトがダウンロード可能 

化学物質をカテゴリーに分類 
① カテゴリーごとに評価モデルあり（農薬は pest control 

products） 
② 1st tier は文献に基づくデフォルト値 
③ データの質を 1(educated guess) to 4 (good quality 

relevant data)にランキング(quality factor (Q))。算出パラ

メータとして使用 

- 

Seed Tropex 欧州 ①  SeedTropex Steering Group が所有権をもつデータに基づくモデル 
② 種子処理農薬を使用する際の暴露量を算出 
③ 1993 年に OECD guidance に基づいて GLP で実施(全身法) 
④ UK:4 カ所(13 人×4)、フランス 2 カ所、種子処理をよく使用している

地域 
⑤ 穀類に広く使用される農薬を使用 
⑥ 工業的な種子処理と mobile seed treatment equipment のデータも含

む 
⑦ すべての試験は液剤で実施 
⑧ データ数が小さいものもあり(n=19): loading seed sowing equipment 

and drilling treated seed 
⑨ 2 つのモデルあり： 
 製剤中 as 濃度、希釈率、種子 1 トン当たり as 量を入力 
 Excel sheet で利用可。ただし、有料 
 UK version のみが sowing operation による暴露を計算できる 

⑩ EFSA のプロジェクト外ではあるが、調和の動きあり 

①  French version：4 つのシナリオ 
 シナリオ 1：no PPE 
 シナリオ 2：袋詰め以外は手袋装着 
 シナリオ 3：袋詰め以外は手袋装着＋クリーニング時

にマスク（P2）を装着 
 シナリオ 4：全過程で手袋、防除衣を装着＋クリーニ

ング時にマスク（P2）を装着 
② UK version：French と同じデータベースを使用 
 幾何平均値を採用 
 Coverall と手袋を袋詰め以外で使用。RPE の使用も

検討中 
 French data の幾何平均値の 10%程度となり、過小見

積もりの懸念あり 
 
 

75%ile 
 

 
PHED*1: Pesticide Handlers Exposure Database 
AHETF*2: Agricultural Handler Exposure Task Force 
ORETF*3: Outdoor Residential Exposure Task Force 
*4: M/L: mixing/loading, A: application, M/L/A: mixing/loading/ application 
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1日作業面積の設定について 

1. 予測式における 1日作業面積の考え方について 

(1) 農薬を 1 日で散布する面積（1 日作業面積）は、その農薬を使用する作物とその栽

培規模、により異なるため、登録を取得する使用方法で作物ごとに推定する必要が

ある。 

(2) １日作業面積は、日本の栽培実態や防除実態を考慮し、急性影響評価および反復影

響評価について、主要な作物ごとに全国調査した結果を基に以下のように設定して

はどうか 
① 急性影響評価では、より暴露量が大きい条件、すなわち、多く作業する農業者

を対象とし、すべての作物について、都道府県への調査結果の 75%タイル値

を指標に設定する。 
② 反復影響評価では、（ア）防除業者や共同防除組織により、期間中毎日防除が

行われる作物については、平均的な 1 日作業面積（都道府県への調査結果の 50%
タイル値 ）で算定する。（イ）農家自らが所有する農地に個人で散布すること

が想定される作物については、経営面積や期間中の作業頻度も考慮した１日平

均作業面積を設定する。 

2. 1日作業面積（案） 

(1) 予測式の単位暴露量を策定した作物と散布方法の組み合わせについて、それぞれ、

「農薬散布する日にどの程度の面積に散布するか」を全国 47 都道府県に調査し、

その結果（表 5-1）を 1 日作業面積のデフォルト値（1 日標準作業面積）の設定に

活用する。 

表 5-1 都道府県への調査結果（農薬散布についての 1 日作業面積*） 

 

  50%ile 75%ile 

水稲 
手散布 100 200 

育苗箱 140 箱 240 箱 

野菜（立体） 手散布 15 20 

野菜（平面） 
手散布 20 30 

機械散布 55 100 

果樹（立体） 
手散布 30 50 

機械散布 50 100 

果樹（棚） 
手散布 30 30 

機械散布 50 100 

芝 手散布 40 100 

* 単位は育苗箱をのぞき、a（アール） 

資料 5-5 平成 30年 12月 17日 農薬使用者への影響評価法に関する検討会（第１回）資料 
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(2) 1.(2)②（ア）の作物は、現時点では、芝と樹木類とする。 

(3) 上記以外の 1.(2)②（イ）農家自らが所有する農地に個人で散布することが想定さ

れる作物については、使用方法に当該農薬有効成分を含む農薬の最大使用回数を定

める場合には、1 日標準作業面積（デフォルト値）を、以下のように、経営面積や

期間中の作業頻度を考慮した「1 日平均作業面積」に補正する。 

① その農薬を、1 シーズンに最大使用回数で、その所有する農地面積（経営面積）

を散布すると仮定し、それらを掛け合わせた値を 1 シーズンの日数で除したも

のを「1 日平均作業面積」とする 

② 「1 日平均作業面積」は作物群単位で設定することにより、より実態を反映し

た精緻な評価を行う。 

③ 「1 日平均作業面積」の決定のための因子である「経営面積」は、農林業セン

サスでの全国調査結果を活用する。作物群ごとにそれに含まれる主要な作物の

経営面積のデータを集計する（別紙参照） 

1. 1 回の散布に複数日かかる大規模な専業農家もカバーできるように、作物

群ごとに、全国農家の経営面積の 95％タイル値 を予測式での暴露量計算に

採用。 

2. ただし、手散布と機械散布の両方について暴露量調査結果がある野菜（平

面）、果樹（立体）および棚果樹について は、機械散布と手散布でそれぞ

れその想定される面積に応じて暴露量を推定することが可能と判断し、機

械散布の場合は 95％タイル値、手散布の場合は 75％タイル値、を採用 

④ 1 シーズンの日数についても、過小評価とならないよう播種から収穫までの期

間が主要作物の中で最短となる葉菜類の日数（30 日）を採用 

⑤ それぞれの作物群の 1日平均作業面積の算出にあたり活用したセンサスの調査

作物と、暴露量算出する際に使用する単位暴露量は表 5-2 のとおり 

 
（参考）1 日標準作業面積と 1 日平均作業面積の例  

 作物 使用回数 
（回） 

1 日標準 
作業面積 
（a）* 

1 日平均 
作業面積 
（a）** 

農薬 A 芝 5 40 － 

きゅうり（手散布） 3 15 6 

なし（機械散布） 5 50 26 

* 表 5-1 50%タイル値、** 別紙 表 2 より計算  

157a×5 回 
30 日 

 

60a×3 回 
30 日 
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表 5-2  1 日平均作業面積の算出にセンサスデータを活用した作物 
作物群 利用したセンサスの調査作物 対応する予測式

（単位暴露量） 
穀類 稲 水稲 水稲 

麦類 小麦、大麦・裸麦 野菜（平面） 
その他 その他雑穀 野菜（平面） 

野菜 いも類 原料用ばれいしょ、食用ばれ

いしょ、かんしょ 
野菜（平面） 

鱗茎野菜 タマネギ 野菜（平面） 

豆類 
大豆、小豆 大豆、小豆 野菜（平面） 
その他 その他豆類 野菜（平面） 

うり科果菜類 きゅうり、メロン、スイカ 野菜（立体） 
なす科果菜類 トマト、なす、ピーマン 野菜（立体） 
葉菜類 ほうれんそう、レタス 野菜（平面） 
根菜類 だいこん、にんじん 野菜（平面） 
あぶらな属野菜（葉菜類、根菜類以

外） 
キャベツ、はくさい 野菜（平面） 

その他 その他野菜 野菜（平面） 
果樹 かんきつ類 温州みかん 果樹（立体） 

仁果類 
なし以外 りんご 果樹（立体） 
なし なし（日本なし） 果樹（棚） 

核果類 もも 果樹（立体） 
ベリー類等の小粒果実類 ぶどう 果樹（棚） 
その他 その他の果樹 果樹（立体） 
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（別紙）経営面積調査を基にした１経営体あたりの面積算出について 

 

１．農林業センサスについて 

 農林業センサスは、全国の農林業の生産構造や就業構造の実態を調査し、攻めの農林水

産業の実現に向けた各種農林業施策に必要な資料の整備を目的として、農林水産省が５年

ごとに実施。農林産物の生産を行う又は委託を受けて農林業作業を行い、生産又は作業に

係る面積が一定規模以上の「農林業生産活動」を行う者（組織の場合は代表者）を調査対

象とし、経営の態様、世帯の状況、農業経営の特徴、経営耕地面積等、その他農林業経営

体の現況を把握するために必要な事項について調査する。 
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html（農林水産省 農林センサスについて） 
 
本評価法における１経営体あたりの面積の算出にあたっては、最新の調査結果である

2015 年農林業センサス（平成 27 年 2 月 1 日現在の状況についての調査）のデータのうち、

主要な農作物の「販売を目的として作付け（栽培）した面積」（作付面積）の調査結果を利

用した。 
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/top.html（2015 年農林業センサスについて） 

２．データ解析の方法 

 2015 年農林業センサスの調査結果より、各作物群の作付面積を算出した。 
 作付面積の算出にあたり、それぞれの作物群に相当する農作物の作付面積を利用した。

利用した作物群のデータは以下の表１の通りで、たとえば、穀類のうち、稲については水

稲の作付面積、うり科果菜類については、きゅうり、メロンおよびすいかの作付面積の調

査結果を利用した。集計にあたっては、１経営体で露地および施設において同一作物を栽

培している場合は、栽培面積を合算した。例えば、１経営体で露地および施設でメロンを

栽培している場合は、露地栽培と施設栽培の面積を合計した数値を、「１経営体あたりのう

り科果菜類の作付面積」として扱った。また、同一作物群に分類される作物を複数栽培し

ている場合は、それぞれの作物の栽培面積を１経営体あたりの栽培面積とし、計算に用い

た。 

3．結果 

主要な農作物の農業経営体あたりの作付面積を表 2 に示す。本結果を暴露量予測式の芝、

樹木等以外の作物について 1 日平均作業面積の算出に活用した。 
  

http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html
http://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/2015/top.html
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表１ 本評価法における作物群と利用したセンサスの調査作物の対応表 

作物群 利用したセンサスの調査作物 
穀類 稲 水稲 

麦類 小麦、大麦・裸麦 

その他 その他雑穀 
野菜 いも類 原料用ばれいしょ、食用ばれいし

ょ、かんしょ 
鱗茎野菜 タマネギ 

豆類 
大豆、小豆 大豆、小豆 
その他 その他豆類 

うり科果菜類 きゅうり、メロン、スイカ 

なす科果菜類 トマト、なす、ピーマン 
葉菜類 ほうれんそう、レタス 

根菜類 だいこん、にんじん 

あぶらな属野菜（葉菜類、根菜類以外） キャベツ、はくさい 
その他 その他野菜 

果樹 かんきつ類 温州みかん 

仁果類 
なし以外 りんご 

なし なし（日本なし） 

核果類 もも 

ベリー類等の小粒果実類 ぶどう 

その他 その他の果樹 
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表２ 主要農産物の農業経営体あたりの作付面積 

作物群 中 央 値

（a） 
75%ile
（a） 

95%ile
（a） 

最 大 値

（a） 
平 均 値

（a） 
調査経営体数 

穀類（稲） 60 120 462 90590 138.0 946,452  

麦類 200 643 1768.5 65877 497.5 52876 

その他穀類 20 50 369.7 10600 84.1 9,947  

いも類 5 40 560 12000 88.2 97658 

根菜類 2 5 100 42750 21.8 174475 

鱗茎野菜 2 6 80 5300 27.5 82,380  

豆類（大豆、小豆） 19 108 720 27000 156.5 94244 

その他豆類 7 28 330.8 9836 57.3 21,765  

うり科果菜類 2 10 60 4000 12.6 130670 

なす科果菜類 1 5 31 3056 7.2 206267 

葉菜類 3 15 100 10700 25.4 111693 

あぶらな属野菜（根

菜類・葉菜類以外） 
2 5 81.95 6200 19.3 199602 

その他野菜 14 39 200 19770 47.8 148357 

かんきつ類 30 75 200 5656 60.6 50,839  

仁果類（なしを除く） 42 98 225 19044 71.9 39,375  

仁果類（なし） 30 70 157 6059 50.8 18,158  

核果類 20 40 93.9 3000 31.2 22,843  

ベリー類等の小粒果

実類 
25 50 117.2 11500 40.4 32,068  

その他の果樹 12 26 72.0 4350 24.0 22,404  
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