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「シリーズ」

残留基準の設定に急性暴露評価導入の動き（その２）

ー残留基準設定に当っての急性暴露評価の仕組みー

4 月 2 日発行の植防コメントで、この 3 月 18 日に厚生労働省から提示された「農薬の残留基準

設定に急性曝露評価を導入する方針」について報告したが、今回は急性曝露評価導入の仕組みと導

入にあたっての課題について、一般財団法人残留農薬研究所の加藤保博理事長に解説していただい

た。

急性曝露評価の導入は、今までの残留基準がその農薬が使われた農産物を人が一生涯にわたって

食べ続けた場合にも安全性が担保されるように設定されてきたのに対し、短期間（24 時間以内）

に大量に食べた場合にも健康に急性的な悪影響を示さないことを担保するためのものだ。

今までの残留基準では、多少基準値オーバーしても一生涯食べ続けなければ健康に影響ないと受

け止められてきたが、今後急性曝露評価に基づいて残留基準値が見直されることとなれば、そうい

う訳にはいかなくなる。

同時に、このルールを導入した場合には、同じ残留基準でも慢性影響と急性影響という異なった

性格の基準が混在することになるわけだから、それに対応した食品行政上の扱いを明確にしておか

ないと現場が混乱する可能性を内在している。

また、解説にもあるとおり、急性曝露評価にもとづいて設定される残留基準値は、急性影響の出

る濃度だから今までのＡＤＩに基づく残留基準値よりは大きな値になると思いがちだが、実際の試

算ではかなりの農薬で、今までの基準値より厳しくなるケースも想定されるようだ。急性曝露評価

の導入が農産物の生産や流通の現場に混乱を起こすことが無いよう配慮した取組みを期待したい。

（日本植物防疫協会）
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従来、農薬の食品中残留基準は、その農薬が

登録のある全ての農作物に使用基準に従って使

われた場合、毎日の食事を通して摂取すること

になる残留農薬の 1 日当りの総量（一日摂取量

；暴露量）を、国民栄養調査に基づく１日当り

食品摂取量と作物残留試験結果またはそれに基

づく残留基準値案から推定し、それが慢性暴露

に係る安全指標である一日摂取許容量（ADI）

の 80%以内であることを確認して、設定され

てきた(「食品中の農薬の残留基準値の設定に

ついて」）

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0127-15.

pdf

しかし、本年 3 月 18 日の厚労省発表によれ

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0127-15s.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/01/dl/s0127-15s.pdf
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ば、今後は、この基準値設定に係る暴露評価に

急性暴露評価も加わることになる。すなわち、

「ヒトがある物質を 24 時間又はそれより短時

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１日当りの摂取量」と定義され

る急性参照用量 ARfD；mg/kg 体重/日、

http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/

07_nouyaku_arfd.pdf を設定するとともに、この

値と 24 時間内の短期間にその農薬が使われた

各農産物(食品）から摂取すると推定される残

留農薬の最大量(推定短期摂取量 ESTI；急性暴

露量、mg/kg 体重/日)を比較し、この値が ARfD

を超える場合、その使用法では基準値の設定が

できないことになる。

なお、既存剤については、優先順位の高い農

薬から食品安全委員会に ARfD の設定に係る食

品健康影響評価の要請をするとしており、優先

順位付けの指標の検討と共に短期摂取量の試算

も進められているようである。

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-

Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000040984.pdf

この急性暴露評価は、海外では既に 20 年近

い歴史を持っており、残留基準を設定する際に

必ず参照される国際残留基準である Codex 基

準も、1999 年から FAO/WHO 合同残留農薬専

門家会議（JMPR）による慢性と急性の両面か

らの暴露評価を経て設定されている。初期の急

性暴露評価では最大残留量の推定に係るパラメ

ーターに今よりも保守的な値を採用していた。

このため、推定摂取量（国際推定短期摂取量

IESTI）が ARfD を超え、Codex 基準を設定で

きない農薬-農産物も頻出したが、各国からの

膨大な関連データを基に修正され、2003 年に

は IESTI の推定法は現在の形に確立された。そ

の後は各国から提出される食品摂取量等の信頼

性の検証と修正が随時なされて現在に至ってい

る。IESTI 推定法はエクセルによる自動計算ス

プレッドシートとともに WHO の HP に公表さ

れており、最新版（v.13c、2012 年 11 月）のデ

ータベースには、前バージョン(2011 年)から

修正等された日本の食品摂取量とユニット重量

のデータも入っている。

http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en/

index1.html

JMPR の評価法が確立されるのに合わせて国

内でも急性暴露評価の導入を睨んだ準備が進め

られ、2007 年には関係省庁で急性暴露評価の

ための食品摂取量や作物残留試験（作残試験）

における農産物個体（ユニット）間での残留濃

度の変動幅など基礎的なデータの収集といった

具体的な取り組み*が開始されている。冷凍餃

子事件を契機として食品安全委員会は 2008 年

には参考情報としてメタミドホスとアセタミプ

リドに ARfD を初めて設定した。これに対応し

て、厚労省は JMPR の IESTI 推定法に準じた手

法と、上記研究で取得していた暫定的データを

用いて短期摂取量を推定し、既存残留基準値の

妥当性を評価している。

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-9q.

pdf

１．短期摂取量の推定法

短期摂取量の推定法には、大きく分けて、確

率論的手法（確率モデルによる手法）と決定論

的手法（一点評価法）とがある。

前者は、米国が標準的に使っている手法で、

食品摂取量の確率分布と残留濃度の確率分布を

推定し、それらから短期摂取量の確立分布をモ

ンテカルロ法で算出する。ARfD に相当する短

期摂取量が確立分布のどこに相当するかを基に

暴露評価する。食品別の短期摂取量のほか、全

食品からの総摂取量を評価対象とすることもで

き、より現実的で精緻な評価を与えるが、適切

な評価には多数の作残試験における残留濃度分

布の情報が必要であるなど、ハードルは高い。

一方、後者は個別の食品ごとの最大の短期摂

取量を推定するもので、この個別食品ごとの推

定短期摂取量を ARfD と比べて暴露評価する。

一点評価法はその性質上過大な評価となるが、

http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/07_nouyaku_arfd.pdf
http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/
http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/07_nouyaku_arfd.pdf
http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/07_nouyaku_arfd.pdf
http://www.fsc.go.jp/senmon/nouyaku/kettei_tou/07_nouyaku_arfd.pdf
http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en/index1.html
http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en/index1.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-9q.pdf
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/02/dl/s0203-9q.pdf
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必要なデータが少なく、簡便であることから、

JMPR や EU、豪州での日常的な短期暴露評価

に採用されている。厚労省が採用するとしてい

るのもこの一点評価方式である。以下、厚労省

が採用するとした急性暴露評価のための短期摂

取量推定法（「急性参照用量を考慮した残留農

薬基準の設定について（別添スライド）」

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-

Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000040985.pdf

の骨子について概説する。

２．厚労省の短期摂取量推定法

１）評価対象食品：

個別の食品ごと

（暴露評価も個別の食品からの推定摂取量と

ARfD を比べて行う）

２）評価対象人口集団：

1 歳以上の全員と幼小児（1 ～ 6 歳）の 2 人

口集団。

３）短期摂取量の推定：

97.5 パーセンタイルの残留濃度と摂食者の

97.5 パーセンタイルの食品摂取量から短期摂取

量の 99.94 パーセンタイルをワーストケースと

して推定する。

残留農薬の摂取量は、食品中の残留濃度に当

該食品の摂取量を乗じて算定される。作残試験

やモニタリング検査など、農産物等における残

留農薬濃度の調査では、個体間のバラツキを反

映しないよう、出来るだけ多数の農産物個体（ユ

ニット）を 1 点に纏めた混成試料を分析して得

た、当該ロットの全ユニットの平均値としての

分析値を各種の管理等に利用している。長期間

の摂取が前提となる慢性暴露評価では、この混

成試料の残留濃度分析値と、評価対象とする各

人口集団における平均的な、即ち当該食品を食

べない人も含めた食品摂取量を基にして一日摂

取量が推定される。

一方、24 時間以内の 1 回か 2 回の食事によ

る最大の暴露に焦点を当てる急性暴露評価で

は、ユニット別濃度で最高の濃度（97.5 パーセ

ンタイル）の農産物ユニットを一番の多食者

（97.5 パーセンタイル）が食べるケースも推定

対象に想定する。

４）所要データベース：

短期摂取量推定に必要なパラメーターの(1)

と(2)のデータベースは、厚労科研費補助金研

究(2010 ～ 2012)**でほぼ整備されたとされて

いる。以下、同科研費研究グループ(分担研究

員吉池信男)を「研究班」という。

(1)食品摂取量（g/人/日）：当該食品の摂食者

の 97.5 パーセンタイルのハイエンドな多食者

の摂取量。ラージポーション（LP）と呼ばれ

る。従来の長期暴露評価用の非摂食者を含めた

平均値としての食品摂取量の数倍から数十倍の

値となることに注意。数値は、人が実際に食べ

る可食部分の値。

(2)ユニット重量（U）及び可食部ユニット重

量（Ue）：U は流通している状態の食品１ユニ

ットの重量。例えば、ぶどうは１房、トマトは

１個がユニット。多くの品種もあり流通実態は

多様で地域によっても異なるが、「L サイズを

基準とした」とされている。Ue は、ユニット

のうちの可食部分の重量で、りんごの場合は、

花落ち、花梗、芯を除いた部分の値である。U

と廃棄率から算出される［Ue=Ux(1-廃棄率)］。

Ue が大きいほど短期摂取量を大きく見積もる

ことになる。特に食品摂取量 LP よりも大きな

場合は、４)項で示すようにワーストケースの

短期摂取量となる。

(3)HR：登録予定または既登録の使用法（GAP）

の最大残留条件を反映した作残試験における農

産物可食部の分析値のうちの最高濃度（混成試

料としての分析値）。残留基準は実測値である

HR よりも高濃度に設定される。

(4)変動係数 V：ユニット別残留濃度の 97.5 パ

ーセンタイルと平均濃度（＝混成試料の分析値）

の比。HR ｘ V を全試験地を通した全ユニット

中のハイエンド(97.5 パーセンタイル)の最大残

留濃度とする。JMPR は、V に関する大規模な

http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000040985.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000040985.pdf
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調査を行い、平均値を基に V=3 を採用した

(2003)。厚労省でも同様に V=3 が採用される。

一方、EU は、3 は原則採用せず、5 と 7

の２種類（及び一部、10）を使っている。

http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlteam.htm

ちなみに国内の作残試験における調査（りんご、

キャベツ、ブロッコリ、ぶどう、ピーマン）で

は、V は 1.5 から 2.4 といずれも 3 未満（多く

は＜ 2）であった。

http://ci.nii.ac.jp/naid/110009457016、

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf3001923

５）推定式

混成試料中の濃度が摂食する食品中の残留濃

度を反映しているか否か、または、ユニット別

の最大残留濃度を考慮する必要が有るか否かに

より、4 つのケースに分けて算定する。

ケース１：推定摂取量= LP × HR/kg 体重 Ue

＜ 25g の食品。実際に摂食する食品部分の残

留濃度が混成試料中の濃度を反映しており、

ユニット別の最大残留濃度を考慮する必要が

無いケース。1 回の食事で多数ユニットを摂

食する豆やおうとう等が該当する。乳以外の

畜産品も含まれる。

ケース２：Ue ≧ 25g の食品。実際に摂食され

る部分の残留濃度が混成試料中の濃度よりも

高い可能性があり、ユニット別の最大残留濃

度の考慮が必要な場合が該当する。食品摂取

量 LP と可食部ユニット重量 Ue の相対関係

により、2a と 2b の２つのケースに分けて算

定する。このため、同じ食品でも適用する評

価式が全体と幼小児で異なる場合がある（例

えば、ばれいしょ、トマト、きゅうり：全員

では 2a だが幼小児では 2b）。

2a: 推定摂取量= [Ue ×(HR × 3)＋(LP-Ue)

× HR] ／ kg 体重

2b: 推定摂取量= LP ×(HR × 3)／ kg 体重

LP ≦ Ue で、最大残留濃度（3 × HR）の 1

ユニットかその一部のみを食べる場合は 2b。

逆に LP ＞ Ue で 2 ～ 3 ユニットを食す場合

は 2a。最初に食べるユニットの残留濃度は

最大残留濃度、残りユニットの濃度は最初の

と同じロットの混成試料の濃度である HR と

仮定する。3 は変動係数 V。

食品摂取量は多くの食品で、1 人当り量で

は幼小児では全体よりも低いものの、体重当

り量では小児の方が高いため、体重当り量で

ARfD と比較する推定摂取量は幼小児の方が

大きくなることが多い。

ケース３：推定摂取量=加工品中残留濃度の中

央値 × LP ／ kg 体重

植物油、果汁、ポストハーベスト処理され

た穀類など、大量に混合やブレンドされた食

品が該当。

・加工品中残留濃度の中央値：登録使用方

法に従った作残試験における混成試料と

しての残留濃度の中央値に加工係数を乗

じたもの。

・加工係数：加工品中残留濃度を未加工品

中残留濃度で除した値。

３ 今後の課題など

短期摂取量推定は複雑な式も使っていて一見

精緻に見えるが、使われるパラメーターの信頼

性・妥当性はそれほど頑健ではない。算出され

る短期摂取量は、かなりの不確実性を持った数

値から一定の仮定を基に計算して得たリスク管

理上の推定値である。ARfD を超える推定摂取

量となった場合、パラメーターの妥当性や推定

摂取量に含めている規制対象代謝物等の毒性、

使用法、農業慣行等も含めて精査し、慎重な判

定をすべきであろう。特に既登録剤については、

国内の作残試験は通常は 2 例しかなく、残留基

準値を実測値 HR の代わりにして評価せざるを

得ないため、一層過大な推定摂取量となり、

ARfD を超えるものが少なくないのではと危惧

される。広く使用されている剤や、歴史のある

剤では、類似した使用法での作残試験も実施さ

れている事例があり、OECD や JMPR で認めら

れているケースについては登録使用法と同等の

http://www.efsa.europa.eu/en/mrls/mrlteam.htm
http://ci.nii.ac.jp/naid/110009457016
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf3001923
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扱いにするとか、登録使用法からの± 25%を

超える逸脱についても、残留濃度と処理量との

比例性概念を適用して、データを統合するなど

すれば、HR を使った評価が可能になるものも

少なくないのではと思案される。

また、古い剤の残留基準値の中には、様々な

要因で現在の基準からすると登録使用法ならび

に作残試験成績に比べて著しく過大に設定され

たままになっているものもある。それらについ

ては、モニタリング結果も参考にして、登録使

用法を変えることなく、適正な基準値にして暴

露評価するという選択肢もあろう。

厚労省が採用する評価法は一点評価法である

が、Codex 残留農薬部会への米国からの報告例、

EU 及び研究班による試算例からみると、一点

評価法による IESTI が ARfD を大きく超えるケ

ースでも、確率論的評価ではハイエンドの摂取

量が ARfD を下回ることが多い。同法には多く

の例数の作残試験が必要とされるが、研究班の

報告(2012 年度)では、「作残試験例数は 8 例以

上が望ましいが、最低 6 例以上必要」とされて

おり、6 例での確率論による評価の可能性が示

唆されている。複数試験を統合して 6 例以上の

試験例数になる既存剤や、2011 年の作残試験

ガイドラインの改定で 6 例以上の作残試験が登

録に必要となった主要農作物については、一点

評価法のみでなく、第 2 段階では確率論的手法

による評価も可とする評価スキームとなるよう

期待したい。研究班は一点評価と確率論的評価

を行うエクセル上のソフトを開発したとも報告

しており、公表が待たれる。

なお、ユニット重量（U 及び Ue）について

は、厚労省の別添スライド（前出）、研究班の

報告書及び IESTI で使われている日本からのデ

ータの間で微妙に数値が異なっている食品があ

り、困惑させられる。関係者への確定版の早期

配布が望まれる。以下の 2 点は、厚労省の発表

でも触れられている課題である。

・幼小児の 97.5 パーセンタイル食品摂取量：

95%の信頼度で 97.5 パーセンタイルを決定す

るには 120 以上のデータが必要とされている

が、十分な数の幼小児それも摂食者の幼小児を

得るのは難しく、幼小児で基準を満足する食品

の数は限られている（＜ 50 品目）。厚労省は「摂

食者人数が一定の数以上得られている食品のみ

暴露評価対象とする」としており、120 人以下

の食品の扱いが問われている。研究班の報告

（2010）では 120 人には満たないが数十人以上

の幼小児データのある食品はかなり（20 目以

上）あり、例えば、80 人以上ある主な食品に

は、もも、ぶどう、グリンピース、メロン、オ

レンジ、オレンジ果汁、パイナップル、りんご

果汁など 12 食品が含まれている。母数が少な

いということは 97.5 パ－センタイルの食品摂

取量の信頼水準が 95%に達しない、また当該

人口集団では食品としての重要性が低いという

ことでもあるが、上記の例のような一般的で社

会的関心の高い食品については制限付きであっ

ても評価に使えるようにしておくことが重要で

はなかろうか。

・HR と試験例数：

HR の代わりに残留基準値を使う場合には摂

取量を過大に評価することになり、反対に試験

例数が少ない場合の実測最高濃度を HR とした

場合には、過小評価する蓋然性が高まるため、

慎重な扱いが必要となる。

JMPR (2006)は HR として扱うには、（国際

的な通商で）主要な農産物については 8 例以上

の作残試験が必要だが、マイナーまたは特殊な

農産物については、3 例の試験でも受け入れる

こともあり得るとし、2008 年の評価には 4 例

のさやえんどうの作残試験（イミダクロプリド）

及び 3 例のポストハーベスト処理小麦（マラチ

オン）の実測最高残留値を HR に採用した。

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/

documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRrepor2006.

pdf 厚労省は既存剤の短期暴露量評価では、暫

定的に、試験例数が 4 例を超える場合、即ち 5

例以上の場合は最大残留濃度として HR を使

い、試験例数がそれより少ない場合（国内の既

http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRrepor2006.
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRrepor2006.


- 6 -

存作残試験のほぼ全て）には、HR の代わりに

残留基準値を使って試算を進めているとしてい

る。ちなみに、8 例の試験の HR が 3 例、4 例、5

例の試験データに入る確率は、それぞれ 38%、

50%、63%であり、特殊例以外は、最低でも 4

例は必要であろう。

____________________________________

○引用文献

*厚生労働科学研究費補助金研究；2007 ～ 2009

年度「食品の安心・安全促進推進研究事業：食

品中残留農等の汚染実態把握と急性暴露評価に

関する研究」主任研究者米谷民雄；分担研究「残

留農薬等暴露量評価のための食品摂取量データ

ベースの検討～特に短期暴露量推定について」、

分担研究者 吉池信男、研究協力者 山田友紀

子； 農水省「農薬的資材安全性評価情報整備

事業」－農薬の急性参照量（ARfD）に関する

残留性試験(2007 ～ 2009 年度）

**厚生労働科学研究費補助金：2010 ～ 2012 年

度「食品の安全確保推進研究事業：食品中残留

農薬等の急性暴露評価及び汚染実態把握に関す

る研究」主任研究者米谷民雄、分担研究「食品

中残留農薬の短期暴露評価とデータベースの整

備に関する研究」：分担研究者 吉池信男、研

究協力者 山田友紀子、

http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIST00.

do で検索ページに入り、「急性暴露評価」を検

索語、検索項目を全項目に設定して検索して下

さい。2008 と 2009 年度の報告書に LP 表(旧調

査)、U 重量と廃棄率表が、2010 年度報告書に

LP 表（新調査）が、2011 年度報告書に 8 農薬

の短期摂取量の試算結果お帯使用した LP 及び

Ue が,2012 年度報告書に 1 点評価法と確率論的

手法による評価比較が掲載されています。

http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIST00.do
http://mhlw-grants.niph.go.jp/niph/search/NIST00.do

