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農産安全管理課 青木 政典 

 農産物中のカドミウム・ヒ素 
をめぐる情勢 
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本日お話させていただく内容 
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１ 食品安全行政の基本的考え方と枠組み 

２ 農作物中のカドミウムをめぐる情勢 

３ 農作物中のヒ素をめぐる情勢 



食品安全行政の基本的考え方と枠組み 
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■ リスクコミュニケーション 

リスクアナリシスの全過程において、食品事業者、消費者など
関係者間でリスクについての情報・意見を交換すること 

■ リスク管理  

関係者と情報・意見を交換しながら、リスク低減のための 
政策・措置を検討し、必要に応じて実施すること 

 

■ リスク評価  

食品中の有害物質によって、どのくらいの確率でどの程度の
健康への悪影響が起きるかを科学的に評価すること 

   問題発生を未然に防止したり、悪影響の起きる 
可能性を低減するための枠組み 

１ 食品安全行政に関する基本概念 
食品安全に係るリスクアナリシス 
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日本における食品安全行政の体制 

リスクコミュニケーション 

農林水産物等に 
関するリスク管理 

 
 

             

農林水産省 

厚生労働省 
評価結果の 
通知、勧告 

評価の要請 

食品安全委員会 

食品事業者 
消費者等 

食品衛生に 
関するリスク管理 

リスク評価 

評価の要請 

リスク低減のための措置を
科学的原則に基づいて検
討、必要に応じて実施 

リスク低減のための措置を
科学的原則に基づいて検
討、必要に応じて実施 

科学的ステップに基づ
いたリスクの評価 

関係者相互間の幅広い情報や意見の交換 

消費者庁 

消費者行政の司令塔 
総合的な調整機能 
基本方針の策定 
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厚生労働省 
（食品衛生規制等） 
・食品衛生法  

    農林水産省 
（農林水産物の生産工程に   
 おける規制等） 
 ・農薬取締法 等 

農林水産省 

(国産農林水産物等の生産、流通及び消費の改善 
を通じた安全性確保） 
 ・各段階におけるリスク低減のための指導・支援 
 ・GAP、GMPの導入支援 など 

消費者 生産者 食品 農畜水産物 

フードチェーン 

国産農産物の安全確保 

6 



農作物中のカドミウム（Cd）をめぐる情勢 
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 食品安全委員会によるリスク評価（2008年） 

   
 

 

 

 毒性学的な特徴 
  ・ヒト体内における半減期が15年前後と極めて長い 

  ・このため、体内、特に腎臓に数十年かけて蓄積 

 重要な健康への悪影響 
  ・長期摂取に伴う腎臓尿細管の機能障害 

 主要摂取源 

  ・食品（穀類、野菜） 

 耐容週間摂取量（生涯摂取し続けても健康に悪影響
が生じない1週間当たりの摂取量、TWI） 

    ・1週間当たり体重1 kg当たり7 µg 
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農林水産省の基本方針 

消費者の主要なカドミウム経口摂取源で

あるコメを中心に、農作物中のカドミウム濃

度の低減対策に取り組む 

食品中のカドミウム対策 
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品　目
Cd摂取量

(µg/体重kg/週)
Cd摂取量に
対する割合

　米類 1.43 41%

　魚介類 0.48 14%

　小麦類 0.37 11%

　大豆類 0.22 6.3%

　野菜類 0.74 21%

　果実類 0.10 2.9%

　肉類 0.09 2.6%

　その他穀類、豆類 0.05 1.4%

　合計 3.47 100%

（新田（2004）の「日本人のカドミウウム暴露量推計に関す
る研究」農地、全く規制を行わない場合の試算結果） 

食品中からのCd摂取量と品目別の寄与 
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濃度実態の把握 

低減対策の実施 

低減効果の把握 
○対策の有効性検証 
  （モニタリング） 

○吸収抑制技術   

  ・ 水管理 等 

○土壌浄化技術 

  ・ 客土 

  ・ 植物浄化、土壌洗浄 等 

農作物中のカドミウムに関するリスク管理 

・農地土壌の調査（S54年～） 

・米の調査（H9-10年、H21-22年） 

・大豆、小麦及び野菜類の調査 

（H12-14、H21-22、H23-26年） 
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 水田で生産される農作物におけるCd低減対策 

適用 
濃度 
レベル 

技術の種類 方法 問題点 概略コスト 
（10ａ当たり） 

   土壌からCdを 
除去 

客土 ・地域条件等によりコ
ストが増減 

・客土材の確保が困
難 

500万円程度 

植物に 
よる浄化 

･複数年（3-5年) 必
要 

･収穫した植物の焼
却 

20-30万円程度 
（処分費用含む） 

Cdの農作物によ
る吸収の抑制 
(土壌Cdは残存) 

水管理 
（水稲） 

･用水の確保 
・土壌中の濃度は低

減しない 

管理に係る人件費 
(地域によっては用
水費が必要) 

高 

低 
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コメ中のカドミウム濃度低減のための実施指針 

－過去の研究開発や有効性評価

の成果を基に低減対策を体系

的に提示 

  ・対策範囲の特定、絞り込み 

  ・吸収抑制対策 

  ・土壌浄化対策 

    - 客土 

    - 植物浄化、土壌洗浄 

－各対策技術の効果、技術的留

意事項等を整理 

13 



 Codex委員会が定めた国際基準がある食品は、国

内基準の設定を検討し、原則として国際基準を採用。 

 国内実態等から国際基準の採用が困難な場合は、
消費者の健康保護が図られることや、汚染しないよ
うに生産されていることを前提に、適切な基準値を
設定。 

 国際基準がない場合でも、国内では摂取への寄与
が大きい食品については、基準の設定を検討。 

食品衛生法に基づく規格基準設定の考え方 

出典：薬事食品衛生審議会食品衛生分科会食品企画部会資料（平成20年7月8日） 
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品　目 基準
(mg/kg)

豆科野菜類(2001) 0.1

茎菜類、根菜類、ばれいしょ(2005) 0.1

葉菜類(2005) 0.2

大豆以外の豆類(2001) 0.1

そば、カニア及びキノア以外の穀類(2001) 0.1

精白米(2006) 0.4

小麦(2005) 0.2

アブラナ科野菜、鱗茎類、ウリ科果菜、
ウリ科以外の果菜(2005)

0.05

Codex委員会が定めた国際基準一覧（農作物） 

（ ）内は基準の最終採択年 15 



（参考）Codex委員会の概要 

 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 

 その目的は 

  ①消費者の健康の保護＝食品安全 

  ②公正な食品貿易の確保＝品質、表示 

 国際規格（Codex規格）を作成 

 参加国は185か国＋EU（2013年8月現在）。我が国
は1966年より参加 

 カドミウムやヒ素の様な汚染物質に係るリスク管理措
置は同委員会汚染物質部会（CCCF）で議論 
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食品衛生法に基づく規格基準改正（2011年施行） 

出典：厚生労働省告示第138号（平成22年4月8日）及び 

   薬事・食品衛生審議会答申（平成22年2月24日、薬食審第0224001号） 

① コメの規格基準改正 

  1.0 ppm未満（玄米）→0.4 ppm以下（玄米、精米） 

② 日本人のCd摂取量、品目別の摂取寄与等を考慮

し、コメ以外の品目は規格基準を設定せず 

③ 農産物の低減対策の推進及び海産物を含めた汚

染実態把握を要請 

④ ③の実施状況について3-5年後に報告を求め、必

要に応じて基準の設定等を検討 
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食品中のカドミウムに関する国際動向 

① JECFAが暫定的なTWI（PTWI）を7 µg/kg体重に
設定（1988） 

② Codexにおける基準検討開始（1988） 

③ 日本による修正基準案の提案（2003.12） 

④ 国内意見交換会の実施（2003.12、2004.6） 

⑤ Codex基準の最終採択（2006. 7） 

⑥ JECFAがPTMIを25 µg/kg体重に変更(2010. 6) 

⑦ 第5回Codex汚染物質部会（CCCF）では、基準見
直しの提案なし(2011. 3) 
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（参考）JECFAの概要 

 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 

 正式名称は「FAO/WHO Joint Expert Committee 
on Food Additives」 

 日本語での正式名称は「FAO/WHO合同食品添加
物専門家委員会」 

 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 
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農作物中のカドミウムに関する農林水産省の取組 

１ 主たる摂取源であるコメを中心とした農作物中Cd濃

度の一層の低減に向けて 

  －コメ中Cd低減対策を引き続き推進 

  －畑作物中Cd低減技術のデータ蓄積、現地導入 

  －モニタリングと摂取量評価  

２ Cd高摂取地域における対策  

３ 適宜適切なリスクコミュニケーション 
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コメ中のCd低減対策における課題 

１ 吸収抑制対策（湛水管理）では、土壌中Cd濃度は低

減せず、対策の継続が必須 

２ 湛水管理の原理上、コメ中のCd濃度は減少する一

方、ヒ素濃度が上昇 

  →CdとAsを同時に低減可能な技術体系の確立 

３ 新たな土壌浄化技術の現地導入、普及 
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農作物中のヒ素（As）をめぐる情勢 

22 



(Kaise 2002を一部改変) 

 環境（食品）中に存在する主なヒ素化合物 

（Ⅲ） （Ⅴ） 

酸化数 
R 

無機ヒ素（iAs） 有機ヒ素（oAs） 

（Ⅴ） （Ⅴ） 
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食品安全委員会のリスク評価 

 信頼に足る疫学知見が存在する無機ヒ素について
のみ評価し、平成25年12月にその評価をとりまとめ。 

 無機ヒ素は遺伝毒性発がん物質と評価したが、耐容
摂取量は算出せず。 

 食品を通じたヒ素の摂取の現状に問題はないとし、
一部の集団で多くの無機ヒ素を摂取している可能性
から、バランスのよい食生活が重要と評価。 

 関係行政機関に対し、食品中のヒ素の実態調査や、
低減方策に関する研究等の充実を要請。 
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 ○ 国産農水産物中の実態調査（H15-24） 

   ● 農産物 

    - コメは他品目に比べてヒ素濃度が高い 

    - コメ中ヒ素の大部分は無機ヒ素（平均9割） 

    - 農産物からの主要な摂取源はコメ 

  ● その他の食品 

    - 主要な無機ヒ素摂取源は海藻類（ひじき）  

我が国における食品中ヒ素の実態   

国民の主要な無機ヒ素摂取源はコメ及び海藻類 
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○ 主要な摂取源のうち、海藻類（ひじき）は、 

 生産過程での低減が困難。 

○ コメ中の無機ヒ素は、生産段階で低減対策を導
入することで低減可能。 

   

コメ中の無機ヒ素低減対策   

コメ中の無機ヒ素低減対策の導入に向けて、低減

技術の開発に向けた調査、研究を推進 

・ コメ中の無機ヒ素濃度の低減 

・ 日本人の無機ヒ素摂取量の低減 
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 十分なデータが存在するiAsのみ評価 

 iAsの主要な摂取源は飲料水だが、水のヒ素濃度が
低い地域では、食品経由の摂取寄与が上昇 

 コメは、特にコメを主食とする地域において、iAsの主
要な摂取源となる傾向 

 肺ガン発生率を0.5％上昇させるiAsのBMDL0.5を3.0 
µg（2.0-7.0 µgの範囲）/kg体重/日と算出 

  1988年にJECFAが設定した耐容摂取量（15 µg/kg体
重/週）は上記BMDL0.5の範囲内にあるため取り下げ 
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JECFAによる食品中ヒ素のリスク評価（2010） 



 

食品安全委員会リスクコミュニケーション（平成17年7月）資料より 

（参考）ベンチマークドーズと95％信頼下限（BMDL） 
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 JECFAの評価を受けて、コメ中のヒ素に関して 

 国際基準値（2011年～） 

 汚染防止・低減に関する実施規範（2013年～） 

をそれぞれ議論中。 

 我が国は、中国とともに討議文書を作成する作業部
会の共同議長国。 

 当省は、過去の実態調査結果や研究成果を作業部
会に提出し、我が国の実態や知見を討議文書に反
映するなど議論をリード。 

CCCFでの議論 
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 国際基準 

  コメ生産国をはじめ加盟国から提出されたインデ
ィカ種を含む実態データを基に、コメ中の無機ヒ素
に対する基準原案を検討 

 実施規範 

  前回会合で議論された管理措置（資材投入等の
栽培管理、コメの加工・調理等）が、世界各地で、
容易に適用可能な措置となり得るか検討。 

  それらの管理措置が適用可能であれば、実施規
範の原案を検討 

第8回CCCF（2014.3）での検討予定事項 
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出穂期前後３週間、水田を湛水状態に保ち還元状態と
することで、土壌中Cdを水に溶解しにくい化学的状態
に変化させ、根からの吸収を抑制 

通常の栽培管理 湛水管理 

水の出し入れを繰り返す 
（間断かん水） 

水は張ったまま 
（常時湛水） 

湛水管理 

コメ中のAs、Cdのリスク管理に関する問題意識 
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As、Cdの溶解度と水田土壌の酸化還元状態との関係（ｲﾒｰｼﾞ） 

還元状態 酸化状態 
（酸化還元状態） 

溶けにくい 

溶けやすい 

土壌溶液への溶出程度 

水田土壌から土壌溶液への溶出（水稲への吸収）にお
いて、ヒ素とカドミウムはトレードオフの関係 

Cd As 

コメ中のAs、Cdのリスク管理に関する問題意識 
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コメ中のAs、Cdのリスク管理に関する問題意識 

カドミウム 
摂取量 

無機ヒ素 
摂取量 耐容摂取量 

7 mg/kg-
bw/week 

(食安委,  2008)  

33 

AsとCdとのリスクトレードオフ 

平均摂取量 
2.7 mg/kg-
bw/week 

(厚労省,  2012)  



コメ中のヒ素に関する農林水産省の取組 

 国内水田土壌中Asの実態把握（平成25年度～） 

  －単なる賦存量ではなく、各水田で生産されるコメ

のヒ素濃度に反映可能な実態の把握 

 iAsとCd双方を低減可能な技術体系の確立 

 －Cd低減対策の進展も踏まえた技術体系 

   ・資材投入、水管理 

   ・カドミウム吸収能が極めて低い品種の活用 

  Codexの議論（基準、実施規範）への適切な対応 

 －日本の実態及び研究、取組成果の反映 
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