


座談会「新型コロナウイルスから考える今後の植物防疫」

日本植物防疫協会（以下「協会」）は，2021年 4月 8日 13：30より協会本部会議室で掲題の座談会を開催

しました。これは 2020年度に予定していたシンポジウムがコロナ禍によって開催できなくなったことから，

その代替として企画されたものです。座談会には植物防疫の推進に携わる 9名のベテランに参加いただき，

協会理事長らと 5つの議題について熱く語り合いました。

早川理事長：本日は大変ご多忙の中ありがとうござ

います。協会が毎年開催してきたシンポジウムが

開催できなくなり，その代替の意味もあって年明

けに座談会を計画したところでしたが，緊急事態

宣言によって再三の延期を余儀なくされ，ようや

く本日開催にこぎつけました。コロナに翻弄され

た一年でしたが，コロナで誰もが聞くようになっ

た「診断」と「対策」というものは植物防疫でも

全く同じであり，必要な「人材」や「組織」，ワ

クチンや医薬などの「資材」も然りです。そうし

た思いから「コロナから考える植物防疫」というテーマとした次第です。コロナで浮き彫りになった課題

を植物防疫に置き換えながら意見交換していければ，と思っております。また，偶然ですが，農水省が「み

どりの食料システム戦略」構想を表明する一方，「植物防疫のあり方に関する検討」がはじまるタイミン

グとも重なりましたので，本日の座談会の中でそれらにも少し触れていけたら，と思っています。植物防

疫を支える各分野のベテランにご出席いただきましたので，興味深いお話をお聞かせいただけるのでは，

と楽しみにしております。

コロナ禍による影響について
司会：本日の座談会は 5つの小テーマですすめていきたいと思います。まず，コロナ禍の 1年は植物防疫に

とってどんな影響があったのかを整理していきたいと思います。それぞれからご紹介いただけますで

しょうか？

宗：やはり地方では非常にナーバスでしたので，JA指導員や TAC等の出向く担当者が農家のところに行

けなくなって困りました。せっかく出向いても資料を置いてくるだけで，その結果，防除適期を逃してし

まった事例もあったと聞いています。また，速やかなクレーム対応ができずに困ったこともあったようで

す。その後少しずつ緩和されてきましたが，生産者との意思疎通に困った 1年でした。

行徳：県の普及センターでも全く同じでした。対面指導ができない，現場の声が届きにくいという問題は

あったようですが，幸い診断や予察は支障なく行えており，防除指導にそれほど影響は出ていないと思い

ます。
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國本：奈良県も同じです。今はだいぶ行けるようになっています。そう

いう活動の再開と感染者の増加は直接関係ないと思いますが，やはり

不安感がつきまとっています。

行徳：昨年の 5，6月はすごくナーバスでしたが，「このままじゃまずい

ぞ」ということになってその後揺り戻しがかかったのでしょう。それ

でハンデが解消された訳ではなかったけれど，発生予察情報が滞りな

く出せていたことや農家に必要な対策についてある程度の「蓄積」が

あったことで，こういう事態下でも必要な防除対策が講じられたん

じゃないかと思います。

富田：農薬メーカーではとくに大きな影響はありませんでしたが，物流

のほうには影響がありました。昨年もし病害虫の大発生が起きていた

ら，防除に支障が出たかもしれませんね。

伊地知：農薬のメーカーからの出荷量にはとくに影響はあらわれていま

せん。他方，農薬メーカーの営業担当に話を聞くと，活動にはかなり

の制約を受けてしまい，薬害の知らせがあっても見に行けないとか，

説明会すら開けないということでずいぶん困ったようです。

湯浅：農機のほうはそれほど大きな影響はなかったと受け止めています

が，昨年はどこも全く展示会が開けなくて困ったようです。一部では

デジタル展示会も試みられたようですが，最近になって開催要件が少

し緩和されてきたので，今後はそれなりのやり方で開催されていくと

思います。

司会：海外ではどうだったのですか？

郡嶋：欧州では，当初，国境封鎖によって食品の流通に混乱が生じたよ

うですが，eコマースへのシフト，地域内でのサプライチェーン構築

により，問題の顕在化は限定的であったようです。また農薬も同様，

原料調達や製品の流通に影響が出たようですが，サプライチェーンの

見直し努力により，大きな被害はなかったと聞いています。コロナが

長期化してくる中で，今後，製造や流通の見直しに拍車がかかるかも

しれません。

富田：たしかに eコマースとかサプライチェーン見直しの動きは国内で

もみられていますね。

大森：農薬の製造では中国の影響もあったんじゃないでしょうか。これ

はコロナだけが原因ではなく，環境規制の影響も重なってのことと思

いますが。また，農薬そのものではありませんが，全農薬では農薬用

マスクを斡旋しているのですが，昨年は調達が難しくなりました。

司会：国内では特定の農産物が売れなくなったという報道もありましたが。
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大森：コロナ禍で一部の農産物がさっぱり売れなくなっているという問

題は無視できないと思います。例えば，飲み会ができなくなり，日本

酒の売れない状況が続き，結果として，酒造会社が仕入れた酒米を小

袋詰めにして食用としたり，昨年度は，酒米の作付面積にも影響が

あったと聞いています。

宗：確かにそうです。巣ごもりの影響で飲食店向けの農産物が超不調で

前年比 90％減という品目も少なくありませんでした。一般向けの食

材も全体的には減少傾向でした。特に，オリンピック等の大型イベン

トの延期や中止で，それに合わせて生産していた花き類の行先がなく

なり，大打撃を受けました。一部を全農で買い上げて無料配布したり

もしましたが，無くなった需要を埋めるには至りませんでした。この

ようなコロナの影響と高齢化も相まって，これを機に農業をやめると

いう農家もあり，防除以前の深刻な問題になっています。

行徳：反対に，巣ごもり需要で消費がのびているものもあります。

協会：生産現場の変化は防除ニーズにも影響しますから，植物防疫サイドでもこれまで以上に消費動向を注

視していかないといけませんね。

リモートについて
司会：コロナで急速にリモート会議が普及しましたが，短期的なもので終わりそうにありません。今後，植

物防疫分野ではどう向き合っていくべきでしょうか？

大森：全農薬でもそれまで馴染みのなかったリモート会議を行う機会が増えました。今までの会議でも規模

が大きくなると十分な意見交換は全くできていないので，リモートの良さはあると思います。全部がそれ

で済む訳ではないとしても，おおいに活用していくべきでしょう。ただ，よい進行役がいないとダメです

ね。そのへんも含めて経験値をあげていくことが大切だと思います。

郡嶋：社内のミーティングはリモートが通常になりましたけど，海外と

のやりとりは以前より頻度が増えて，情報交換はかえって良くなった

と感じる部分もあります。しかし，初対面の人とのリモート会議には

向いていないと思います。face to faceが望ましいと思います。

富田：弊社の海外部門は昨年全く渡航できなかったので，リモートでや

らざるを得なくなったのですが，実は子会社のあるインドなどは日本

よりもずっと IT先進国で，プレゼン資料さえ上手に作ればリモート

でも十分やれることも分りました。現地の皆さんも集会形式ではなく

ても遠方からのアクセスに全く違和感がないようなので，現時点では

むしろ日本のほうが遅れているんだと感じています。

國本：恥ずかしながら，一番遅れているのは実は地方自治体じゃないか

と思ってます。リモートをやれるだけのインフラが整備されていない
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んですね。かといって個人所有物でやろうとしても，セキュリティ上

の制約がなかなかクリアできない。今後の整備に期待するしかないの

が歯がゆいところです。

司会：人を集めるイベント，学会もそうですが，協会もシンポジウムと

か成績検討会といった恒例行事をこれからどうするのか悩んでい

ます。昨年，県の関係者にもアンケートとりましたよね？

協会：成績検討会についてお話すると，昨年は委員と最小限のメーカー

担当者だけに絞り，県の方々は原則不参加で開催したのですが，やは

り県からはリモートの要望が多く寄せられました。で，あらためて県

の試験場にアンケートしたところ，約 90％の方がリモート参加可能とのことでした。会議に出たいとい

う方も結構おられるようなので，今年の開催方式はリモートとのミックスを考えていきたいと思っていま

す。皆さん情報交換会がとても有意義だと感じておられるようなので，何かよい形でやれるといいのです

けど，この情勢では難しいかもしれません。検討会以外の行事についても，やり方を柔軟に見直していく

しかないと思っています。

ITの推進について
司会：コロナ禍で ITの活用もクローズアップされました。既にスマート農業という観点から植物防疫分野

でも様々な取り組みがすすみつつありますが，皆さんのところで取り組んでおられることをご紹介い

ただけますか？

宗：リモートとも関連しますが，様々な研修に動画を活用しはじめています。座学はリモートでもいいので

すが，実技研修はそうはいかないからです。GAPの実地指導研修や外国人技能実習生向けの研修でも動

画の方が伝わりやすく好評です。また，「匠の技」という栽培技術のデータ化にも取り組んでいて，これ

によって新規就農者でも高度な栽培に取り組めるようサポートしてい

きたいと考えています。防除関連では，病害虫の発生リスクを予想し

て防除を促すアラート機能を有したシステムの開発・普及に取り組ん

でいます。

伊地知：農薬や肥料分野での IT利用は少し遅れている印象があります

ね。弊社でも関係のビックデータ収集をすすめているものの，どう利

活用していくのかはまだこれからという状況です。

富田：ご存知の方も多いと思いますが，弊社では既にスマートホンで利

用できる AI病害虫雑草診断アプリの提供をはじめたところです。な

かなか好評で，メニューのさらなる充実などに取り組んでいます。ま

だ始めたばかりなので，今後のスマート化の広がりに向けて農家の皆

さんがより使いやすいものを目指しています。そのためにはドローン

によるセンシング技術や農業クラウドとの連携がますます重要になる

でしょう。
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郡嶋：弊社でも欧州で開発されたシステムがありますが，経験の浅い営農者が AIの力を借りて作物栽培，

農業経営を上手くやっていける手助けをすることを目標にしています。そのためには国内にある様々な

データベースを繋いで有効活用できるのかを検証していかなくてはなりません。これから幾つものステッ

プを踏んでいく必要があると思っています。

司会：国のほうではいかがですか？

古畑：どこも人手が足らないとか，人材が不足してきているという悩みがあると聞きますので，国が都道府

県と連携してすすめている発生予察や病害虫防除の分野においても IT活用はとても重要な課題だと考え

ています。それと，植物防疫は取り組みの成果がなかなか定量化しにくい側面があるので，そうした評価

に ITに加えて，GISや経営管理ソフトを活用していけたらよいのでは，と思っています。

司会：AIで農家が自ら診断できるようになれば予察が要らなくなるんじゃないか，という懸念はありませ

んか？

行徳：診断と予察は別物だと，そこはしっかり分けて考えるべきだと思います。予察はまだ専門家の領域で

すから。将来そこまで任せられる AIが出てくれば別でしょうが，今はむしろ専門家としての知識や経験

をしっかりと伝承していくことを考えなければ，と思います。

國本：同感です。AI診断にしても，活用していける人とそうでない人が二極化していくことになるんじゃ

ないでしょうか。

協会：農家に必要なものと指導者に必要なものは自ずと違いますよね。指導者層を支援できるような情報の

整備とか便利なツールとかも考えていく必要があると思います。協会もそのへんを考えていきたいと思っ

ています。今年は試験法などを動画で伝える試みもはじめたいと思っています。

防除の省力化・効率化について
司会：コロナとは直接関係ありませんが，ドローンへの期待にみるよう

に，防除の省力化や効率化について考えていかなければならない

時期にきていると思います。まずはドローンによる農薬散布につ

いての皆さんのご意見をうかがえれば，と思います。

伊地知：省力化や効率化というのは今後の防除に不可欠なキーワードで

すから，ドローン散布の要望にもできるだけ応えていきたいと思って

います。農薬メーカーの立場からは，登録のハードルが緩和されたの

は有難いことですが，効果や残留性の確認がないまま使っていただく

というのはとても不安であり。積極的な普及推進につながっていない

要因の一つだと思います。様々な機種があるため，散布適用性の違い

があるかどうかも心配です。聞くところでは，今年協会のほうで協議

会をたちあげるそうなので，期待しているところです。

湯浅：ドローンは平成 28年から本格的に普及がはじまり，最も売れて

いる D 社の販売台数から推測すると，全体では 8,000台くらいだろ

うとみています。そういう状況下で，水稲だけでなく果樹や野菜の防
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除にも利用したいという要望があるのですが，水稲以外だと効果的な

農薬の使用条件がよく分かっていないのが現状です。現時点では，飛

行時間が短いなどいろいろ制約がありますが，技術革新のスピードは

早いので今後機体の性能は向上してくると思いますし，今はオペレー

ターに頼っている操縦についても自動化が普及してくるかもしれませ

ん。そういう意味では今後を注視していく必要があるでしょう。一

方，長年防除機を扱ってきた立場からみると，ドローンの開発・販売

メーカーが農薬を安易に考えているところが多いのが心配です。

宗：全農では，無人ヘリが入りにくい中山間地や傾斜地などでの活用を

中心に考えています。防除の作業効率から言えば，やはり無人ヘリに

は全くかないませんから，補完的な位置づけということです。防除を

行う場所の状況に合わせて，一番効率良く，労力のかからない手法を

選び，提案していくことが必要だと考えています。特に中山間地で

は，防除作業が困難な生産者も多いので，その方々の要望に応じられ

る防除法を防除請負組織の組成も含めて提案して行きたいと考えているところです。

行徳：水稲以外への適用性については，データも少なく判断のしようがない，というのが実情かと思います。

伊地知：農薬メーカーも同じです。それよりもセンシングへの利用のほうが先行して進むんじゃないです

か？

宗：生育診断のセンシングは，衛星画像を使用してもかなりの精度でできるようになっており，ドローンで

行う優位性は低くなっています。今後は，センシングも含め，ドローンの特性を活かせる場面での活用方

法を検討していかねばならないと考えています。

大森：センシングでの普及のほうが早い気がしますね。農薬散布だけに特化したドローンはどうなのかな。

それと無人ヘリと同様に，いったん事故でも起きると大変なことになります。故障時の修理の手間・費用

への対応も今後の課題として残っているように感じます。

國本：たしかに，事故には警戒しています。早めにヒヤリ・ハットの情報を収集して共有していく必要があ

るんじゃないかと思います。

湯浅：オペレーターについては免許制の導入も検討されていると聞いています。

司会：ドローンについては，水稲から園芸分野の防除への拡大が焦点になっている訳ですけど，今後どれだ

け本当に普及していくのか，今ひとつ懐疑的な思いもありますが。

湯浅：たしかに一過性のブームのような印象もあります。さきほど紹介したように，本格的な普及がはじ

まってから数年が経過しており，部品の寿命からみるとそろそろ更新時期に入ってくると思います。です

からドローンが定着していくかどうかは，今後どの程度の買い替え需要があるのかを見ていけばある程度

は分かると思います。

宗：ドローンを防除に使用する場合，ドローンの方が向いている分野があると思います。例えば，混作地帯

で特定の圃場だけに散布する場合や，雨後にブームが入れない畑での臨機防除，傾斜地防除，受粉作業な

どがあげられます。無人ヘリを含め，従来の防除機での対応が難しかった場面に絞ってドローンの効率活
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用を考えていけば良いと思います。

大森：ところでドローンによるスポット散布はどうなんでしょう？ 例えば，圃場としての散布回数のカウ

ントは難しくなるんじゃないですか？

古畑：たしかにそういう指摘がありますので，考え方を整理しているところと聞いています。

伊地知：スポット散布は，やろうと思えばブームスプレーヤなどでもできる訳ですけど，これまで実用化さ

れていませんよね。

宗：確かにスポット散布の場合，使用回数のカウントは難しいものがありますね。実際には，スポット散布

したところだけを分割して収穫するのは，効率が悪すぎて事実上不可能です。加えて，病害虫のセンシン

グで存在が確認されたところだけを散布しても，病害であれば，周辺の病斑の出ていない潜伏状態の病害

を取りこぼす可能性が高いですし，害虫であれば，ドローンの接近に驚いて，飛んで逃げて，農薬がかか

らないこともあるわけです。そういった理由から，病害虫を発見した場合は，その場所を含む圃場全体を

防除する方が，防除効率の面，散布回数の面からも現実的な選択ではないかと思います。

協会：冒頭に紹介がありましたが，今年協会で「協議会」をたちあげて具体的な取り組みをすすめていく予

定です。この中で，ドローンについては，防除への利用についての評価方法とか実用化のターゲットを整

理していきたいと思っています。また，ドローン以外の効率的な施用法についても広く話し合いたいと

思っています。

伊地知：評価方法には薬効以外の要素も加味するということですか？ これまで無人ヘリ登録を推進されて

きた関係機関とも連携されるのですか？

協会：新農薬実用化試験のような訳にはいかないでしょう。ドローン散布は効率性や省力性が重視されてい

る訳なので，どの程度の効果なら利用価値があるかという判断は分かれてくると思います。もちろん作物

や病害虫によっても違ってくるでしょうし。ですから，これくらい効率的だけど効果はこれくらい，みた

いな客観的な判断材料をしっかり出していくことが大切だと思っています。もちろん安全性も重要です。

具体的なことはこれからですが，無人ヘリ関係者とも連携していきたいと思っています。それと，そもそ

もドローンがこれだけ注目されているのは，既存の防除方法の効率性とか省力性に対する不満のあらわれ

ではないか，だとすれば既存の防除法でもこうすればもっと効率的になるとか，新しい省力的な方法など

も積極的に提案していくべきだろうと。これが先ほど紹介した「ドローン以外の」という意味です。

みどりの食料システム戦略について
司会：最近になりますが，農水省からたいへん壮大な構想が公表されました。皆さんには既に概要を見てい

ただいているところですが，化学農薬削減など植物防疫分野に今後大きく影響するとみられます。本

日最後のテーマとしてご意見をうかがいたいと思います。

古畑：本年は，国連の食料サミット等の国際会議が予定されており，それも踏まえて，本プランは，食料・

農林水産業の生産力向上と持続性を両立するため，広範な分野にわたってイノベーションを最大限取り入

れながら，30年後に実現したい我が国農業のイメージを示したものです。この中の一部に化学農薬の使

用のあり方が含まれているということです。検討過程では諸外国の動向なども考慮していますが，我が国

のオリジナルのプランです。今後の予定ですが，パブコメを経て 5月までに戦略を策定する予定です。

─ 7─



理事長：我が国オリジナルとのご説明でしたが，30年後に化学農薬を

リスクベースで半減させ，他の代替技術による IPMで防除を達成し

ていくというのは，なかなかドラスティックです。このあたり，もし

かしたら「Farm to Fork戦略」という新しい EUの農業環境施策の影

響を強く受けているのではないかと思い，EUの現状がどうなってい

るのか少し調べてみたので，ご紹介したいと思います。

理事長：欧州議会における環境系議員の躍進を背景に 2019年 12月に

「欧州グリーンディール」が発表されましたが，「Farm to Fork戦略」

はその中核をなすものです。この中で農薬は「土壌，水，大気を汚染

し，生物多様性を損失させる」とし，「2030年までに化学農薬の使用

量とリスクを 50％削減」などとしています。ちなみに肥料は 20％削

減，有機農業は 25％まで増大，となっています。この施策に対して

賛否両論が沸き起こっており，生産者団体が非現実的で誤った施策だ

と猛反発しているだけでなく，加盟国の農業閣僚からも疑問の声があ

がっているようです。リスクの算定にはハザード係数というものが用

いられるようなので，それについても簡単に紹介しますと，ハザード

の観点から，農薬は 4つのグループに分類し，各グループに 1，8，16，

64というハザード係数が割り当てられています。ハザード係数 1の

最もハザードが低いとされているグループは微生物農薬，食品由来の

農薬，食品添加物などで，効果の高い化学農薬は 8～64という大きな

係数のグループに分類されています。一方，ご承知のように，例えば

ネオニコのように近年 EUレベルでの登録を失う化学農薬（有効成分）も増えてきています。しかし，こ

こからが重要なのですが，EUの制度には緊急認可という抜け穴があって，EUレベルで失効した有効成

分であっても，各加盟国レベルでは難防除病害虫やマイナー対応のために，その有効成分を含む製剤を

120日間に限り認可できます。加盟国ではこの制度を何度も利用してネオニコなどの使用を合法化してい

るようなのです。こういう実態を知ると，生産者団体や各国の閣僚が反対の声をあげているのも頷けます

し，施策の実効性も疑われます。

郡嶋：欧州グリーンディールは本国でもインパクトをもって受け止められています。この新政策は 7つの目

標から成るのですが，うち Farm to Fork戦略，生物多様性政策，持続可能な EUケミカル政策の 3つは

農薬業界に大きな影響があると思います。決定事項ではありませんが，EUケミカル政策では，2020年

10月の欧州委員会で，これまでの単剤ベースの安全性評価だけじゃなくて複数を混用した場合の評価も

求められること，重要な農薬となっているフッ素置換化合物も段階的に廃止していくこと等が提案されて

います。

富田：代謝物としてのアニリン問題の経緯からもわかるように，グリーンディールはとても科学的とは言え

ませんが，欧州域との農産物輸出入を考えればビジネス上は無視する訳にもいかない，というのが現状で

す。フッ素含有化合物の規制に関する動向は，農薬としての性能面や今後の研究開発の観点から注目して
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います。

國本：みどりの戦略の公表が，つい最近県のほうにも説明がありました。たまたま本県の有機農業施策を見

直すタイミングに重なったのですけど，戦略のほうには 100万ヘクタールというちょっと信じられない目

標が掲げられていて，疑問の声があがりました。それと，2050年まで 10年ごとの達成目標とそれを可能

とする技術シーズが例示されているのですが，最初の 10年はともかくとして，その後に掲げられている

技術がどれほど有望なのかな，と。

大森：とても心配なのは，これまで農薬は厳しい審査をクリアしているのだから安全だと言ってきた訳です

が，この施策が「農薬はやっぱり危険だった」という誤ったメッセージになりかねないことです。行政に

はそのへんの説明責任を認識してもらいたいと思います。

司会：2050年というのはずいぶん先の話なので，議論しにくいところがありますね。

富田：皆さんには遠い将来というイメージかもしれませんが，農薬メーカーは 10年とか 15年先を見ながら

創薬に取り組んでいる訳なので，施策の方向性は無視できません。大きな流れとしてみれば，民間リサー

チ会社による今後 20～40年後の化学合成農薬といわゆる非化学農薬に関する予測でも同じような方向性

が示されていますので，方向性自体は受け入れています。ただ，これまでの施策との整合は大切で，農薬

の安全性が覆される，あるいはそのような印象を与えることになるのは困ります。

協会：SDGsに関係する施策だとすれば，フードロスの削減のように，

農薬や肥料についても無駄の削減からアプローチしていただきたかっ

たという思いがあります。生産コストの削減が大きな目標にもなって

いる訳ですから。今でも決して無暗に使っている訳ではありません

が，より効果的な薬剤の選択も含め，こうすればもっと無駄なく効果

的に使えるという技術や知見を開発し普及していくことが大切じゃな

いでしょうか。天敵使わなきゃ IPMじゃないといった極端な解釈が

あるようですけど，これは IPM 技術に他ならないと思いますし，

IPMの実効性を高めることにもなると思っています。

古畑：みどり戦略とは別に，植物防疫のあり方についての議論も今まさにはじめたところですので，いろい

ろと関係者のご意見をうかがっていきたいと思っています。

司会：もっとお話をうかがいたいこともあるのですが，予定した時間を大きく超過してしまいましたので，

残念ではありますが，このあたりで座談会を終わらせていただきます。本日は興味深いお話をたくさ

んお聞かせいただき，有難うございました。
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EUの『Farm to Fork 戦略』における
農薬のリスク削減について

1．2020年 5月 20日に公表された EUの『Farm to Fork戦略』における農薬のリスク削減については，「2.1.

持続的な食料生産の確保」の第 4パラで以下のように記述されている。

農業における化学農薬の使用は，土壌，水及び大気汚染，生物多様性の損失をもたらし，非標的植物，

昆虫，鳥類，哺乳類及び両生類に害を及ぼす可能性がある。欧州委員会はすでに，農薬に関連するリス

クを減らす進捗状況を定量化するために，統合リスク指標⑴を作成した。この指標により，過去 5年間の

農薬使用によるリスクが 20％減少した⑵ことが示されている。欧州委員会は，2030年までに化学農薬の

全体的な使用とリスクを 50％削減し，より有害な農薬の使用を 50％削減する⑶ための追加措置を講じる。

2．この中で，下線⑶が農薬の削減目標となっている。

3．下線⑴の統合リスク指標とは，EU指令 2009/128/EC on establishing a framework for Community action

to achieve the sustainable use of pesticide（持続的な農薬使用を達成するための EUにおける枠組を策定す

る指令）において，その考え方が示され，当該文書の附属書Ⅳで具体的な算出方法が定められている。

4．統合リスク指標は 2種類あり（リスク指標 1，リスク指標 2），リスク指標 1は，有効成分をハザードに
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【Commission Directive (EU) 2019/782を基に早川作成】
統合リスク指標 1（出荷量ベース）

【計算方法】
① 認可された製剤に含有される有効成分について，該当するカテゴリーのハザード係数を当該製剤出荷量の有効成分換算量に乗ずる。
② ①に基づき計算した数値の 2011年～2013年までの平均値を 100とし，各年の数値を指標化。

グ ル ー プ
1 2 3 4

規則(EC)No. 1107/2009に基づ
き承認された低リスク有効成分

規則(EC)No. 1107/2009に基
づき承認された（又は承認さ
れたとみなされる）有効成分

規則(EC)No. 1107/2009に基づき承認された
代替候補有効成分

規則(EC)No. 1107/2009
に基づき承認されていな
い有効成分

発がん性なし，変異原性なし，
繁殖毒性なし等付属書Ⅱ 5の定
義に該当するもの

ADI，ARfD，AOEL が同一の物質・使用カ
テゴリーのグループ内で他の有効成分よりも著
しく小さい等付属書Ⅱ 4の定義に該当するもの

【承認期間】
初回 13年，2回目以降 15年
審査期間短縮(12か月→120日)

【承認期間】
初回 10年，2回目以降 15年

【承認期間】
初回 7年，2回目以降 7年

カ テ ゴ リ ー
A B C D E F G

微 生 物 化学物質 微 生 物 化学物質

以下のいずれにも該
当しないもの
発がん性カテゴリー

1A又は 2B
繁殖毒性カテゴリー

1A又は 2B
内分泌かく乱性あり

以下のいずれかに該当
するが，ヒトに対する
曝露が無視できるもの
発がん性カテゴリー

1A又は 2B
繁殖毒性カテゴリー

1A又は 2B
内分泌かく乱性あり

Regulation（EC）No. 1107/2009に基づき認可された製剤の出荷量の有効成分換算量に適用されるハザード係数
1 8 16 64

【参考資料】



より 4グループに分類し，それぞれのハザード係数を割り当て，EU内での年間製剤出荷量の有効成分換

算量を乗じて算出する。2011年～2013年までの平均値を 100として，毎年の数値を指数化する（統合リ

スク指標 1，前頁）。リスクの定量的指標といえるもの。上記パラ 1の下線⑵及び⑶の削減値は，この統

合リスク評価 1を用いたものである。

5．リスク指標 2は，有効成分を含有する農薬製剤の EU加盟国による年間の「緊急認可」数に，当該有効

成分のハザード係数を乗じて算出する（統合リスク指標 2，下表）。「緊急認可」とは，EUの農薬規制制

度である EU規則(EC)No. 1107/2009の第 53条に基づくものであり，その趣旨は，「EU加盟国は，植物

防疫上の緊急事態が生じた場合には，承認されていない有効成分を含有する製剤や当該病害虫に対する認

可がない製剤について，通常の審査なしに，120日以内に限り認可することができる。ただし，その際に

は，当該加盟国は他の加盟国及び欧州委員会に対して消費者の安全確保措置に関する詳細情報を提出す

る。欧州委員会は EFSAに意見を求める。EFSAは求められた日から 120日以内に結果を提出する。」と

いうものである。この規定により，EU段階で承認が取り消された有効成分を含有する製剤であっても，

難防除病害虫等の防除のために他の代替措置がない場合には（剤によっては何回も）認可されている。リ

スク指標 2はこのような状況を反映した定性的指標といえる。

6．欧州委員会は，『Farm to Fork 戦略』の公表と同日付け（2020年 5月 20日）で，上記パラ 3の EU指

令 2009/128/ECの EU加盟国における運用状況に関する以下の報告書を公表している。

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL:

On the experience gained by Member States on the implementation of national targets established in their
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統合リスク指標 2（緊急認可の認可数ベース）
【計算方法】
① 規則(EC)No. 1107/2009第 53条に基づき緊急認可された製剤に含有される有効成分について，該当するカテゴリーのハザー
ド係数を当該有効成分を含有する製剤の認可数に乗ずる。
② ①に基づき計算した数値の 2011年～2013年までの平均値を 100とし，各年の数値を指標化。

グ ル ー プ
1 2 3 4

規則(EC)No. 1107/2009に基づ
き承認された低リスク有効成分

規則(EC)No. 1107/2009に基
づき承認された（又は承認さ
れたとみなされる）有効成分

規則(EC)No. 1107/2009に基づき承認された
代替候補有効成分

規則(EC)No. 1107/2009
に基づき承認されていな
い有効成分

発がん性なし，変異原性なし，
繁殖毒性なし等付属書Ⅱ 5の定
義に該当するもの

ADI，ARfD，AOEL が同一の物質・使用カ
テゴリーのグループ内で他の有効成分よりも著
しく小さい等付属書Ⅱ 4の定義に該当するもの

【承認期間】
初回 13年，2回目以降 15年
審査期間短縮(12か月→120日)

【承認期間】
初回 10年，2回目以降 15年

【承認期間】
初回 7年，2回目以降 7年

カ テ ゴ リ ー
A B C D E F G

微 生 物 化学物質 微 生 物 化学物質

以下のいずれにも該
当しないもの
発がん性カテゴリー

1A又は 2B
繁殖毒性カテゴリー

1A又は 2B
内分泌かく乱性あり

以下のいずれかに該当
するが，ヒトに対する
曝露が無視できるもの
発がん性カテゴリー

1A又は 2B
繁殖毒性カテゴリー

1A又は 2B
内分泌かく乱性あり

Regulation（EC）No. 1107/2009第 53条に基づき緊急認可された認可数に適用されるハザード係数
1 8 16 64



National Action Plans and on progress in the implementation of Directive 2009/128/EC on the sustainable

use of pesticides

7．この中で，リスク指標 1に基づくリスクは，上記パラ 1の下線⑵で述べられているように，2017年ま

での過去 5年間で 20％削減されており，定量的には低リスク農薬へのシフトが進んだとしている（Figure

1）。ただし，リスク指標 2に基づくリスクは，逆に過去 5年間で 50％増加しており（Figure 2），緊急認

可の制度的問題点や化学農薬の代替技術が十分でないことも指摘している。

なお，これらも含め，EUの農薬規制制度全体を詳細にレビューした以下の欧州委員会による報告書も

『Farm to Fork 戦略』の公表日と同日付けで公表されている。

① REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE

COUNCIL: Evaluation of Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on

the market and of Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides

② COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Accompanying the document

REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL

Evaluation of Regulation (EC) No 1107/2009 on the placing of plant protection products on the market

and of Regulation (EC) No 396/2005 on maximum residue levels of pesticides（①の文書の附属文書

（詳細版））

8．EUの緊急認可について，ネオニコチノイド剤を例にして説明する。ネオニコチノイド剤は，EUでは

アセトアミプリド以外の有効成分は承認が取り消され，対外的には禁止されたことになっているが，加盟

国段階では，緊急認可規定を利用して，5種類のネオニコチノイド剤を含有する製剤が認可され，何度も

更新されている。その理由としては，害虫防除上他の代替措置がないためであるが，欧州委員会自身もこ

れらの運用は本来の緊急認可制度の目的にそぐわないものとして問題視しており，上記パラ 7の文書①及

び②にもその旨が記述されている。
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Figure 1. Trend in harmonised risk indicator 1 (HRI
1) , with a baseline of 100, based on the
average of 2011, 2012 and 2013.

Figure 2. Trend in harmonised risk indicator 2 (HRI
2) , with a baseline of 100, based on the
average of 2011, 2012 and 2013.
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日本で登録されているネオニコチノイド剤を例として，EUの状況，また参考までに米国における登録

状況も加えた対比表を以下に示す。

（日本植物防疫協会 早川 泰弘）
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日本で登録されているネオニコチノイド剤の欧米での登録状況【早川作成】

化 合 物 名 日本
EU

米 国
有効成分承認 製剤認可 製剤認可国 （ )内は国数

アセタミプリド ○ ○ ○
AT, BE, BG, CY, CZ, DE,DK, EL, ES, FI,
FR, HR,HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL,PL,
PT, RO, SE, SI, SK, UK（26）

○

イミダクロプリド ○ ×
○

（緊急認可）
BE, BG, CY, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU,
MT, NL,PL, PT, SE（15）

○

クロチアニジン ○ ×
○

（緊急認可）
HU, NL（2） ○

ジ ノ テ フ ラ ン ○ ×
○

（緊急認可）
NL（1） ○

チアクロプリド ○ ×
○

（緊急認可）
BE, CZ, ES, FI, HU, IE, SE,SK, UK（9） ○

チアメトキサム ○ ×
○

（緊急認可）
BE, HU, NL, PT（4） ○

ニ テ ン ピ ラ ム ○
△

（申請実績なし）
△

（申請実績なし）

（注） EU の情報については，EU Pesticed data base: https:// ec.europa.eu/ food/ plant/ pesticides/ eu-pesticides-
database/active-substances/?event = search.asにより調査した。
米国の情報については，EPA Pesticide Chemical Research: https:// iaspub.epa.gov/apex/pesticides/ f?p =

CHEMICALSEARCH:1:0::NO:1::により調査した。


