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１．はじめに 

カドミウムとヒ素は、自然環境中に普遍的に存在する元素であり、農作物の栽培過程にお

いて、農地土壌をはじめとした栽培環境中に含まれるものが農作物に移行するため、ほとん

どの食品は低濃度のカドミウムとヒ素を含んでいます。 

このように意図せず食品に含まれる汚染物質に対して、食品の生産から消費までの過程で

適切な対策を行い（フードチェーンアプローチ）、その濃度を低減することは、食品の安全性

を向上させ、国民の健康への悪影響を未然に防止する上で不可欠であるという考え方が、国

際的な原則となっています。現在、農林水産省は、この考え方に基づき、農作物中のカドミ

ウムとヒ素に関して様々な取組を進めています。 

ここでは、我が国の食品安全行政における基本的考え方等について簡単に紹介するともに、

農作物中のカドミウムとヒ素をめぐる国内及び国際的な取組について紹介します。 

 

２．食品安全行政の基本的な考え方と枠組み 

食品安全行政において、食品中にハザード注 1が存在する結果として生じる悪影響の発生を

防止し又はそのリスク注 2を最小限にするための枠組みを「リスクアナリシス（リスク分析）」

と定義しています。 

このリスクアナリシスの枠組みが、健康保護の観点から有効であることは国際的にも広く

認識されており、食品の国際基準等を策定する国際機関である Codex 委員会注 3は、「Codex

委員会で適用するリスクアナリシスの作業原則」を採択しています。この「リスクアナリシ

ス」は、①食品中のハザードによる健康への悪影響が生じる確率とその程度を科学的に評価

する「リスク評価」、②科学的知見・評価を踏まえて、リスク低減のための措置を検討し、必

要に応じて実施する「リスク管理」、③リスク分析の全過程において、消費者など関係者間で

情報・意見を交換する「リスクコミュニケーション」の 3要素で構成されています。 

我が国では、食品安全基本法に基づき、食品安全委員会がリスク評価、農林水産省や厚生

労働省等がリスク管理を担当し、消費者等と随時リスクコミュニケーションを行いつつ、必

要な対策を講じる体制となっています。農林水産省は、厚生労働省が食品衛生法に基づく流

通段階での監視を中心とするのに対し、農林水産物の生産から消費にわたってリスク低減の

ための措置を実施しています。農林水産省は、農作物中のカドミウムとヒ素に対しても、フ

ードチェーンアプローチの考え方に基づいた取組を進めています。 

（語句解説） 

注 1 ハザード：健康に悪影響をもたらす原因となる可能性のある食品中の物質又は食品の

状態のこと。「危害要因」ともいう。 



 

 

注 2 リスク：ハザードが食品中に存在する結果として生じる健康への悪影響が起きる可能

性とその程度のこと。 

注 3 Codex 委員会：消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、国連

食糧農業機関（FAO）と世界保健機関（WHO）によって 1963年に設立

された国際的な政府間機関であり、国際食品規格等を策定。我が国は

1966年より加盟。 

 

３．農作物中のカドミウムをめぐる情勢 

（１）国内の情勢 

2003年、食品安全基本法の施行を受けて設置された食品安全委員会は、厚生労働省の諮問

を受け、食品中のカドミウムに対するリスク評価を開始し、2008年、生涯を通じて摂取し続

けたとしても健康に悪影響が生じない量（耐容摂取量）として体重 1kg当たり 1週間当たり

7 µgを設定しました。 

厚生労働省や農林水産省が実施した調査や研究の結果から、日本人は、食品から摂取する

カドミウムの 4割程度をコメから摂取していることが明らかとなっています。農林水産省は、

食品中の汚染物質に対する国際的なリスク管理の原則も踏まえて、消費者の主要なカドミウ

ム摂取源であるコメを中心に、農作物中のカドミウム濃度低減に取り組むことを基本方針と

して、これまでも様々な調査や低減技術の研究開発、現地導入等を進めてきました。特にコ

メについては、都道府県等が各地域の実態に応じてコメの生産段階におけるカドミウム低減

対策を指導、推進することを期待し、これまでの低減技術に関する研究開発や有効性評価の

成果等を基に、農家を営農指導する立場にある者（普及指導員、行政担当者、営農指導員等）

を対象とした「コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針」を 2011 年に作成し、同指

針も踏まえた対策を推進しています。 

一方、食品安全委員会のリスク評価を受けて、厚生労働省は、食品衛生法に基づく食品中

のカドミウムに関する国内基準の見直しを行いました。基準見直しを審議した薬事食品衛生

審議会では、①日本人のカドミウム摂取量が健康に悪影響を及ぼすレベルにないこと、②食

品からのカドミウム摂取量のうち 4割程度をコメからの摂取が占めること、③他の食品の寄

与はコメに比べると相対的に小さいこと等を考慮し、コメの基準値を従来の「1.0 mg/kg 未

満（玄米）」から「0.4 mg/kg 以下（玄米、精米）」に改正し、2011 年 2 月に施行しました。

コメ以外の品目については、新たな基準の設定は見送られましたが、それら品目の実態把握

と低減対策の推進が要請されており、基準改正から一定期間経過後にその取組状況について

報告を求め、必要に応じて基準の設定等を検討するとされています。 

 

（２）国際的な情勢 

1988年、国際的なリスク評価機関である JECFA 注 4が、カドミウムの暫定的な耐容摂取量

を体重 1 kg当たり 1週間当たり 7 µgと評価しました。同評価を受けて、Codex委員会は国

際基準の検討を開始し、現在、食品中のカドミウムに対して、精米、小麦、穀類一般、野菜

類、大豆を除く豆類、海産二枚貝及び頭足類に対して国際基準を策定しています。 



 

 

2010年、JECFAが耐容摂取量を体重 1 kg当たり 1ヶ月当たり 25 µg（1週間当たりに換

算すると約 6 µg）に見直しましたが、現在のところ、Codex委員会汚染物質部会（CCCF）

では、本見直しを受けた国際基準見直しは提案されていません。 

 

注 4 JECFA：食品中の食品添加物、汚染物質及び動物用医薬品に関する国際的なリスク評

価機関。Codex 委員会から独立した機関であり、専門家が個人として参加し、

リスク評価を実施。 

 

４．農作物中のヒ素をめぐる情勢 

（１）国内の情勢 

ヒ素は、食品を含む環境中に様々な化合物として存在しています。それらのヒ素化合物に

は、炭素原子を含まない無機ヒ素と、同原子を含む有機ヒ素に大別されます。無機ヒ素の主

要な化合物としては、亜ヒ酸とヒ酸の２化合物が挙げられます。また、有機ヒ素には、無機

ヒ素にメチル基が付加したメチル化体や、魚類に多く含まれるアルセノベタイン、海藻類に

多く含まれるアルセノシュガー（アルセノ糖）等非常に多くの化合物が存在します。 

昨年 12 月、食品安全委員会は、食品中のヒ素のうち無機ヒ素に対するリスク評価をとり

まとめました。その評価の中で、同委員会は、無機ヒ素が遺伝毒性を有する発がん物質であ

ると評価するとともに、必要な知見が不足している等の理由から耐容摂取量は算出しません

でした。また、同委員会は、我が国において食品を通じたヒ素の摂取に明らかな健康影響は

認められず、現状の無機ヒ素の摂取に問題はないとしつつも、無機ヒ素の毒性等を考慮し、

関係行政機関が、これまでも取り組んできた食品中のヒ素の実態調査や、低減方策に関する

研究等を一層充実することが必要と評価を結んでいます。 

これまでに、厚生労働省や農林水産省が行った国内農畜水産物の実態調査の結果から、①

コメは他の農作物に比べてヒ素濃度が高いこと、②コメ中のヒ素の大部分は無機ヒ素である

こと、③ひじきは他の食品に比べて無機ヒ素濃度が非常に高いことが判明しており、日本人

の食品から摂取する無機ヒ素のうち、コメと海藻類（ひじき）がその大部分を占めると考え

られます。これらのうち、ひじきは、その生産段階における低減が困難ですが、コメは、そ

の生産段階で有効な低減対策を導入できればその無機ヒ素濃度を低減することが可能です。

このため、農林水産省は、コメ中の無機ヒ素濃度の低減、ひいては日本人の食品からの無機

ヒ素摂取量低減に向けて、コメ中ヒ素低減技術の開発に向けた調査、研究を進めています。 

 

（２）国際的な情勢 

2010 年、JECFA は、食品中のヒ素のうち無機ヒ素についてリスク評価を行い、①無機ヒ

素の主要な摂取源は飲料水であって、②コメを主食とする地域では、コメが主要な無機ヒ素

摂取源となる傾向にあると評価するとともに、③肺がん発生率を 0.5％上昇させる無機ヒ素

の摂取量を 1日当たり体重 1 kg当たり 3.0 µg（2.0-7.0 µgの範囲）としました。 

CCCFは、この JECFA のリスク評価を受けて、2011年からコメ中ヒ素に関する国際基準

値、2013年からはコメ中ヒ素の汚染防止・低減に関する実施規範の策定について議論を行っ



 

 

ています。農林水産省は、各議題の討議文書を作成する作業部会に対して、過去に行った実

態調査結果や研究成果を提出するとともに、同作業部会の共同議長国として、討議文書の作

成作業をリードしています。 

3月末から開催される CCCFの第 8 回会合では、国際基準に関して、各国から提出された

実態データ等を基に、コメ中無機ヒ素の基準原案が議論される予定です。また、実施規範に

関して、実際に世界各地に導入可能な管理措置の内容等が議論される予定です。 

 

５．農林水産省の今後の取組 

（１）農作物中のカドミウム 

農林水産省は、引き続き、国民の主たるカドミウム摂取源であるコメを中心とした農作物

中カドミウム濃度の一層の低減に向けて、コメ中のカドミウム低減対策を引き続き推進する

とともに、薬事・食品衛生審議会からの要請も踏まえ、コメ以外の作物における実態把握、

低減技術の現地導入等を進めて行きます。 

 

（２）コメ中のヒ素 

 現在主要なコメ中のカドミウム低減対策である湛水管理は、その原理上、コメ中のカドミ

ウム濃度が減少する一方、ヒ素濃度が上昇することが指摘されています。その一方、日本人

のカドミウム平均摂取量は、食品安全委員会が定めたカドミウムの耐容摂取量を十分下回っ

ているとはいえ、諸外国における摂取量に比べて高く、暴露幅注 5も 2程度です。これらのこ

とを考慮すると、コメ中のヒ素低減対策を推進することで、食品から摂取するカドミウムの

リスクを増大させることは避けなければならないと考えています。 

 このため、農林水産省は、カドミウム低減対策が全国で広く進展した現状を踏まえ、コメ

中のヒ素とカドミウム双方を低減可能な技術体系の確立に向けたプロジェクト研究を立ち上

げました。現在、農業環境技術研究所を中心に同プロジェクトでの研究開発が進められてい

ます。さらに、地域の実態を踏まえた低減対策を進める上での基礎的な情報を得るため、来

年度以降、国内水田土壌に含まれるヒ素の実態把握を進める予定です。 

 

注 5 暴露幅：ある有害物質の無毒性量等の閾値やそれに相当する用量と、実際の摂取量と

の大きさの違いを数的に示す指標で、両者の比として算出。 

 

６．おわりに 

 農作物中の安全確保に向けたリスク管理措置を円滑に導入、実施していくためには、消費

者、地方公共団体、生産者団体、流通業者等の関係者間で相互理解を醸成することが極めて

重要であり、農林水産省は、引き続き関係者間での適宜・適切なリスクコミュニケーション

に努めていく所存です。最後に、当省が進める食品安全対策に日頃よりご理解、ご協力いた

だいている関係者の方々に記して感謝申し上げますとともに、引き続きご協力いただきます

ようお願い申し上げます。 
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