アグリファクト・唐木英明氏の記事への意見書（詳細版）
2022 年 2 月 3 日 木村ー黒田純子、黒田洋一郎
2021 年 11 月 20 日付けで、唐木氏らが主催するアグリファクトの情報サイトに、
「黒田・木村ー黒田の科学情
報が不正確」との記事が出た。この記事において、唐木氏の主張には多くの誤りと不正確な内容があり、最新の
学術論文を全く考慮にいれていない。アグリファクトは目的として、
「使命は、農と食を支える多様なプロフェッ
ショナルの声に耳を傾け、農業を取り巻く課題を見つめ、科学的に確かな知見を社会に提供することです」など
としているが、この記事はこの目的に全く相反する内容で、放置できない。アグリファクトを閲覧する人に偽り
の情報を提供するものであることから、以下に唐木氏の記事への意見を公開する。グレーの囲みは唐木氏の記事。
https://agrifact.jp/pesticides-are-inaccurate-cause-of-increase-in-autism-and-developmental-disorders/
黒田・木村-黒田氏による「自閉症や発達障害増加の原因は農薬」は不正確
「ごく少量であってもネオニコチノイドが、ラットの小脳の神経細胞の活動を攪乱して毒性を発揮する」とす
る木村-黒田論文（2012 年発表）は、欧州食品安全機関（EFSA）によって検証されたが、使用された試験管レ
ベルの試験モデルでは、複雑な神経発達の過程は細胞レベルでは正しく評価できず、行動への影響も実験で同
試験モデルでは評価不可とされた。だが、未だにネオニコチノイドや、さらにはグリホサートまで化学農薬が自
閉症や発達障害の原因や、少量であっても影響を及ぼすと言及する根拠として、黒田洋一郎・木村-黒田順子氏
の論文や論説がしばしば引用される。唐木英明氏が黒田・木村-黒田による論説を改めて評価した。
EFSA は 2013 年、我々の PLOS One の論文や他の研究を検証した結果、今後の研究が必要ではあるが、ネオ
ニコチノイド（以下、ネオニコ）系イミダクロプリド、アセタミプリドには発達神経毒性の可能性があると評価
したのであって、評価不可としたのではない。以下に記載されている。
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2013.3471
2021 年 11 月 6 日の TBS 報道特集で放映されているように、EU のスポークスマンが、我々の論文がネオニコの
規制強化に影響を与えたと明言している（詳細は以下の youtube 参照）
。
https://www.youtube.com/watch?v=0J1T-MO3t5U
EFSA はその後、2013 年の評価に従い、2018 年にはアセタミプリドの安全基準値を従来の値より下げた。
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4610
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/activesubstances/?event=as.details&as_id=1050
EFSA が取り上げた Kimura-Kuroda ら（2012）の論文は杞憂に終わった
AGRI FACT が検証した論文
Junko Kimura-Kuroda et al.（2012）Nicotine-Like Effects of the Neonicotinoid Insecticides Acetamiprid and
Imidacloprid on Cerebellar Neurons from Neonatal Rats
Kimura-Kuroda ら（2012）の論文は、ラット新生児から脳細胞を取り出して試験管内で培養し、培養液に
ネオニコチノイドを添加したところ、細胞のニコチン性アセチルコリン受容体（nAChR）を刺激して細胞
内へのカルシウム（Ca）流入が増えたというものです。これをもって著者らは、ネオニコチノイドは脳の発
達に悪影響があると言っています。
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2012 年 PLOS One の我々の論文では、脳の発達に悪影響があると書いたのではなく、悪影響があるかもしれ
ないと記載した。英語を正しく読んでいない。以下、原文より引用。the neonicotinoids may adversely affect human
health, especially the developing brain.
EFSA がこの論文を取り上げた真の理由は分かりませんが、考えられるのはヨーロッパの風潮、すなわち多く
の人が懸念するような情報は、たとえその科学的根拠が薄くても、予防の措置として取り上げることで、不安
に対応しようという姿勢です。それではこの論文が示唆していることと、EFSA がこの論文を取り上げたこと
は正しかったのでしょうか。
この論文が発表された４年後に Sheets ら（2016）の総説が発表されました。この総説は、この間に発表され
た多数の論文を検証した結果、
「ネオニコチノイドには、ニコチンのような発達神経毒性作用や神経発達への
作用は認められない」と結論しています。そして Kimura-Kuroda ら（2012）の論文を次のように評価してい
ます。Kimura-Kuroda ら (2012) は、新生児ラットの小脳顆粒細胞の初代培養系を使って、ニコチン、イミ
ダクロプリド、アセタミプリドが nAChR 活性化し、細胞に興奮性 Ca 流入が起こることを報告した。しかし
イミダクロプリドとアセタミプリドの作用はニコチンと違った点があり、nAChR に対する作用がニコチンと
違っていると考えられる。培養細胞での Ca 流入が nAChR 活性と関連するのか、発達神経障害に関係するの
かについては、ネオニコチノイドの投与が一過性であり、使用した細胞の成熟が進んでいることから、不明で
ある。さらに，この試験系には，化学物質が細胞に作用することを妨げる代謝分解や血液脳関門などの防御シ
ステムが存在しない点で、生体とは大きく違う。このように、この論文は試験管内での現象を見たものであっ
て、必ずしも発達神経障害との関係を示すものではない。これらのネオニコチノイドが nAChR を活性化する
作用は、ニコチンよりずっと低いことがすでに示されているが、この試験の結果はそれらとは異なる。したが
って、この論文は確認が必要であり、生体を用いた実験結果と照らし合わせて解釈する必要がある。
2016 年、Sheets らの総説は、不適切な記載や間違いがある。なお、農薬会社バイエルやシンジェンタに所属
する研究者らが書いたものである。我々の論文については、
「ネオニコによるラット神経細胞の Ca 流入作用が毒
物ニコチンよりも低いため、発達神経毒性との関係は示さない」としているが、ニコチンより作用が低くとも悪
影響を及ぼす可能性は否定できない。ヒトを含む哺乳類の発達期の脳には、ネオニコが作用するニコチン性アセ
チルコリン受容体（nAChR）が成熟期よりも多量に存在して、他の生理活性物質などと機能しながら、正常な脳
の発達に重要な役割を果たしている*1。nAChR の機能が阻害・攪乱されると脳の神経回路が正常に形成されない。
またネオニコが血液脳関門を通過しやすいことは、マウスの実験*2 で確かめられており、その上、胎児期や新
生児の脳では血液脳関門が未発達で、化学物質はたやすく脳に入ってしまう。さらに Sheets らの総説で発達神
経毒性を否定する根拠の EPA（米国環境保護庁）の発達神経毒性試験は、1998 年に決められたもので、OECD
と基本的にほぼ同じ旧式な試験法で、高次脳機能への異常などを調べるには不十分だ。現在世界では、適切な発
達神経毒性の試験法を国際会議（https://www.uni-konstanz.de/dnt5/about-the-event/）や OECD で論議中とな
っている。
*1:Dwyer JB et al. The dynamic effects of nicotine on the developing brain. Pharmacol Ther. 122(2):125-39 (2009)
*2:Ford KA, Casida JE. Chloropyridinyl neonicotinoid insecticides: diverse molecular substituents contribute to
facile metabolism in mice. Chem Res Toxicol. 19(7):944-51 (2006)）
ネオニコの発達神経毒性については、2016 年には、関連する論文数も少なかったが、現在では多数の動物実験
で、ネオニコが脳発達へに悪影響を及ぼすことが報告されてきた。“杞憂”に終わったのではなく、ますます懸念
が強まっている。論文はたくさんあるが一部紹介する*3-13。
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総説
*3: Costas-Ferreira C & Faro LRF. Neurotoxic Effects of Neonicotinoids on Mammals: What Is There beyond the
Activation of Nicotinic Acetylcholine Receptors?-A Systematic Review. 1Int J Mol Sci. 22(16):8413 (2021)
ネオニコ系農薬が哺乳類ニコチン性アセチルコリン受容体に作用して、神経毒性や発達神経毒性を示す可能性が
あると指摘している。
この総説は 2021 年 8 月公開された最新のもので、引用文献が 250 にも及び、我々の論文も引用に入れて、個々
の学術論文について紹介し、ネオニコの神経毒性を指摘している。
*4: Houchat JN et al. An Overview on the Effect of Neonicotinoid Insecticides on Mammalian Cholinergic
Functions through the Activation of Neuronal Nicotinic Acetylcholine Receptors. Int J Environ Res Public Health.
17(9):3222 (2020)
この総説では、ネオニコチノイドが哺乳類の中枢や末梢神経系のニコチン性アセチルコリン受容体に作用して、
阻害・撹乱作用を起こし、神経毒性や神経系の難病などに関わる可能性を指摘している。
*5: Thompson DA, et al. A critical review on the potential impacts of neonicotinoid insecticide use: current
knowledge of environmental fate, toxicity, and implications for human health.

Environ Sci Process Impacts.

22(6):1315-1346. (2020)
ネオニコ系農薬は幅広く使用されており、環境影響、人体影響が懸念されている。人の尿中にも高頻度に検出さ
れ、基準内なので安全だとされているが、慢性曝露影響が懸念されている。神経毒性だけでなく、免疫毒性、生
殖毒性なども報告されており、人間の健康への影響が懸念されるとしている。
*6: Cimino AM et al. Effects of Neonicotinoid Pesticide Exposure on Human Health: A Systematic Review.
Environ Health Perspect. 125(2):155-162.(2017)
ネオニコの人への毒性に関する 2005－2015 年までの論文 86 件を解析し、中毒・中毒死を起こしたケース、亜
急性中毒を起こしたケース、子どもの発達に悪影響を及ぼした疫学研究（心臓奇形、無能症、自閉症）などの情
報を示している。結論では、ネオニコはヒトへの毒性が懸念されるため、詳細な研究が必要としている。
動物実験などによるネオニコの発達神経毒性を示す学術論文
*7: Sano K et al. In utero and Lactational Exposure to Acetamiprid Induces Abnormalities in Socio-Sexual and
Anxiety-Related Behaviors of Male Mice. Front Neurosci. 10:228. (2016)
この日本の国立環境研究所の行動毒性実験によると、無毒性量のアセタミプリドを母体経由で曝露した雄仔マウ
スが行動異常を起こした。仔マウスの脳にアセタミプリドが検出され、母体経由で仔マウスの脳に移行すること
が明らかとなった。https://www.nies.go.jp/whatsnew/2016/20160603/20160603.html
「ネオニコチノイド系農薬の発達期曝露が成長後の行動に影響を与える可能性を動物モデルで示唆」
*8: Hirano T, et al. NOAEL-dose of a neonicotinoid pesticide, clothianidin, acutely induceanxiety-related behavior
with human-audible vocalizations in male mice in a novel environment. Toxicol Lett. 282:57-63. (2018)
無毒性量のクロチアニジンがマウスの神経系に異常を起こすことを明らかにした研究。
*9: Kimura-Kuroda J et al. Neonicotinoid Insecticides Alter the Gene Expression Profile of Neuron-Enriched
Cultures from Neonatal Rat Cerebellum. Int J Environ Res Public Health. 13(10):987.(2016)
ラット発達期の神経細胞培養系においてネオニコ 2 種イミダクロプリド、アセタミプリドは、脳発達に重要な遺
伝子発現の異常を起こしたことから、ヒトの子どもの脳発達に悪影響を及ぼし、発達障害増加に関わる可能性が
示された。
*10: Yoneda N et al. Peripubertal exposure to the neonicotinoid pesticide dinotefuran affects dopaminergic neurons
and causes hyperactivity in male mice. J Vet Med Sci. 80(4):634-637.(2018)
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雄マウスの成長期（3-8 週)にネオニコ系ジノテフランを無毒性用量で投与すると、脳の黒質でドーパミン神経細
胞に異常が起こり、無毒性量以下でも用量依存的に多動が起こった。この研究から、ジノテフランにも発達神経
毒性があることが明らかとなった。
*11: Hirano T et al. Aging-related changes in the sensitivity of behavioral effects of the neonicotinoid pesticide
clothianidin in male mice. Toxicol Lett. 342:95-103.(2021)
老齢マウスと成獣マウスに無毒性量のクロチアニジンを投与すると、ともに行動が不活発になるが、老齢マウス
ではより影響が大きかった。老齢化マウスでは血中や脳に、クロチアニジンやその代謝物が多く検出された
*12: Nimako C et al. Simultaneous quantification of imidacloprid and its metabolites in tissues of mice upon chronic
low-dose administration of imidacloprid. Chromatogr A. 1652:462350.(2021)
無毒性量のイミダクロプリドを 24 週間、餌経由で投与した雄マウスで、血中、精巣、脳などの組織に、代謝物
デスニトロ・イミダクロプリドが検出された。ネオニコは代謝物の毒性が高くなることがあり、デスニトロ・イ
ミダクロプリドは毒物指定のニコチンとほぼ同じ毒性をもつため、代謝物の毒性が懸念されている。
疫学論文
*13: Gunier RB et al. Prenatal Residential Proximity to Agricultural Pesticide Use and IQ in 7-Year-Old Children.
Environ Health Perspect. 125(5):057002. (2017)
米国の研究。有機リン、カルバメート、ピレスロイド、ネオニコチノイド、どの殺虫剤も胎児期に曝露すると、
7 歳になった子どもの IQ が有意に低下し、脳の発達に悪影響を及ぼすという疫学研究。
上記以外にも多数、ネオニコが発達神経毒性を示す動物実験が報告されている。また発達神経毒性以外に、生
殖毒性、免疫毒性を示す論文も多数報告されている。ネオニコの標的であるニコチン性アセチルコリン受容体は、
生物にとって普遍的な生理活性物質で、脳神経系以外にも悪影響を起こすことが明らかになってきている。
2017 年に Cimino ら（2017）は人への影響を疫学的に調べた論文だけを集めて評価しました。その結果、
一般住民を対象とした研究は 4 件しかなく、ネオニコチノイドへの慢性的な曝露が発達障害や神経学的毒
性と関連する可能性が示唆されていますが、研究の数が少なく、研究の方法に問題があり、確証は得られ
ていないと述べています。

この Cimino らの論文を最後まで読むと、ネオニコチノイドは人に悪影響を及ぼす可能性があるので、今後の
検証が重要であると述べている。唐木氏は論文を最後までお読みいただきたい。
このように、試験管内での試験ではネオニコチノイドの発達神経毒性の可能性は否定され、人の疫学調査では
明確な答えが出ていないという状況です。EFSA は予防の措置として Kimura-Kuroda ら（2012）の論文を取り
上げたのですが、それは杞憂に終わったと言えます。
（編集部註：農薬工業会も同論文について見解を出してい
る。
）
参考文献
LP Sheets, AA Li, DJ Minnema, RH Collier, MR Creek, RC Peffer. A critical review of neonicotinoid insecticides
for developmental neurotoxicity. Crit Rev Toxicol. 46(2): 153–190, 2016. doi: 10.3109/10408444.2015.1090948
AM Cimino, AL Boyles, KA Thayer, MJ Perry. Effects of neonicotinoid pesticide exposure on human health: a
systematic review. Environ Health Perspect. 125:155–162, 2017. http://dx.doi.org/10.1289/EHP515
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既に述べたように、ネオニコの発達神経毒性は、複数の研究グループによる動物実験で確認されており、杞憂
ではなく、可能性が極めて高い。5 年も前の Sheets ら農薬メーカーの研究者の総説のみを根拠にする唐木氏の見
解は、
「最新の研究成果を取り入れる」というリスク評価の基本を踏まえていない。
ネオニコチノイド発達障害原因説は一切証明されていない
AGRI FACT が検証した論説
・黒田洋一郎・木村-黒田順子著「自閉症・ADHD など発達障害増加の原因としての環境化学物質 －有機リン
系、ネオニコチノイド系農薬の危険性（上） 科学 83（6）693-708（2013）
・同上（下） 科学 83（7）818-944（2013）
この論説のタイトル「自閉症・ADHD など発達障害増加の原因としての環境化学物質 －有機リン系、ネオニ
コチノイド系農薬の危険性」は、増加傾向にある発達障害の原因が環境化学物質であることを示唆するもので
あり、
（下）818 ページでは、
『前号（上）で、近年の日米欧における自閉症など発達障害児急増の原因は、従来
言われてきた「遺伝要因」では説明がつかず、環境要因が主要であること、ことに感受性が高い胎児期や小児期
などに農薬や PCB などの有害な環境化学物質を暴露すると発達障害のリスクが高くなることを述べた』と記述
しています。
しかし本論説（上）の内容は、両者の相関関係を述べるだけで、因果関係の証明はない。著者は（下）831 ペー
ジで『自閉症や ADHD などの発達障害の原因として、農薬や環境化学物質との厳密な因果関係を完全に証明す
ることは、複雑極まりないヒト脳研究の中でも、技術的にもとりわけ困難である。』と述べ、因果関係の証明が
存在しないことを自ら明らかにしています。
にもかかわらず、同ページで『有機リン系農薬、PCB、鉛、水銀などはすでに疫学調査により発達障害のリスク
因子であることが明らかになっており、放置することは発達障碍児をますます増やす可能性が高い』と述べ、
『農薬や環境化学物質についても予防原則を適用し、危険性が高いものは使用禁止にするなどの国レベルでの
施策が必要であろう。
』と結論付けています。
ここで例示されている有機リン系農薬、PCB、鉛、水銀についてはその毒性が明らかにされて、すでに厳しい
規制が行われています。しかし、それらが「疫学調査により発達障害のリスク因子であることが明らかになっ
ている」という記述は不正確であり、
「相関関係を示す少数の論文があるが、因果関係の証明はない」
「極端な条
件下での動物実験はあるが、人への影響は明らかではない」という状況です。しかも、この論説が発表された
2013 年以後、今日に至るまで、農薬や環境化学物質が発達障害の原因であることは科学的に証明されていませ
ん。
以上、この論説は 2013 年当時のデータに基づいて著者らの懸念を示したものですが、その後の 8 年間でその可
能性は証明されていないため、著者らの懸念は杞憂であると判断されます。

唐木氏がいう「
（有機リン系農薬、PCB、鉛、水銀について）相関関係を示す少数の論文があるが、因果関係の
証明はない」
「極端な条件下での動物実験はあるが、人への影響は明らかではない」という認識は、食品安全員会
の委員など食の安全に関わる重い責任を果たしてこられた方の見識の無さを示している。それぞれについては、
膨大な論文がある。とりわけ、メチル水銀、PCB（ダイオキシン様 PCB を含む）、鉛、有機リン系農薬について
は、臨床事例、疫学研究、実験動物や細胞を用いた実験研究から、互いに矛盾することのない因果関係が明確に
示されている*14-16,。ネオニコチノイドに発達神経毒性があることは、前述したように動物実験で多数報告されて
いる。なお、唐木氏は、
「有機リン系農薬、PCB、鉛、水銀についてはその毒性が明らかにされて、すでに厳しい
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規制が行われています」と記載しているが、有機リン系農薬のうち、クロルピリホスに関しては、欧米では疫学
調査データと実験データをもとに農薬として使用を禁止しているにも関わらず、日本では学術科学情報を考慮せ
ず、規制をしていないという点を指摘しておく。
自閉症など発達障害の原因は、膨大な自閉症研究から、遺伝要因と環境要因が関与し、ことに環境要因が大き
いことがわかってきた。環境要因は多様だが、なかでも有機リン系・有機塩素系農薬、PCB、鉛、水銀、環境ホ
ルモンなど有害化学物質が脳の発達に悪影響を及ぼし、発達障害の増加に関わっている可能性は、多くの研究者
が認めている。有害化学物質が脳発達に悪影響を及ぼすことを示した数百の論文を根拠に示した拙著「発達障害
の原因と発症メカニズム」
（河出書房新社）に詳しく記述しているので、唐木氏にはそれを読み、理解して頂きた
い。因果関係が証明されていないからといって、唐木氏が我々の論説を杞憂とするのは、多くの学術論文による
科学的知見を考慮に入れない、詭弁ではないか。
*14: Bölte S et al. The contribution of environmental exposure to the etiology of autism spectrum disorder.
Cell Mol Life Sci. 76(7):1275-1297.(2019)
*15: Modabbernia A et al. Environmental risk factors for autism: an evidence-based review of systematic reviews
and meta-analyses. Mol Autism. 8:13. (2017)
*16: Polańska K et al. Review of current evidence on the impact of pesticides, polychlorinated biphenyls and
selected metals on attention deficit / hyperactivity disorder in children.

Int J Occup Med Environ Health

26(1):16-38. (2013)
「ラウンドアップ危険説」は少数の研究者たちの論文を集めて作った物語
AGRI FACT が検証した論説
・除草剤グリホサート/「ラウンドアップ」のヒトへの発がん性と多様な毒性（上）科学 89（10）933-944
（2019）
・同（下）科学 89（11）1036-1047（2019）
この論説「除草剤グリホサート/「ラウンドアップ」のヒトへの発がん性と多様な毒性」は除草剤ラウンドア
ップおよび、その有効成分であるグリホサートには発がん性があるだけでなく、多くの病態の原因になって
いると述べています。
グリホサートの毒性に関する研究は非常に多く、医学・生物学文献データベースの PubMed で検索するとグ
リホサート（glyphosate）で 4000 件以上、glyphosate と毒性（Toxicity）で 1400 件以上が見つかります。世
界の食品安全機関は毒性試験に加え、これらの論文を精査して、グリホサートに発がん性はなく、その毒性
は極めて低いと判断し、農薬としての使用を許可しています。
しかし、中にはグリホサートに発がん性があるとするものや、それ以外の多くの病気の原因であるとする論
文が少数あります。論文の正しさは、検証の繰り返しにより確認されます。そして、グリホサートが危険と
する論文の中で、厳しい検証によりその正しさが証明されたものはありません。
世界の状況を見ると、
「ラウンドアップ危険説」を主張する少数の研究者が存在します。ラットで発がん性が
あったという論文を発表して、
「間違い論文」として取り消し処分を受けた仏カーン大学のセラリーニ氏ら、
グリホサートは腸内細菌に影響して多くの病気を起こす、あるいはラウンドアップの毒性はグリホサートで
はなく界面活性剤のためとする英国キングスカレッジのメスネージ氏ら、そして実験はせずに可能性を積み
上げることで、ラウンドアップがコロナを含むあらゆる病気の原因と主張し、専門家からは無視されていま
すが反農薬団体からもてはやされているＭＩＴのコンピュータ学者であるセネフ氏らです。
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2015 年、国際がん研究機関 IARC がグリホサートをランク２A に設定した後、2016 年、国際連合食糧農業機
関/世界保健機関合同残留農薬専門家会議（FAO/WHO-JMPR）や米国環境保護庁（EPA）は、現在の曝露量に
おいて発がん性はおそらくないのだろうと発表したが、これは曝露量を加味したリスク評価であって、発がん性
を否定したものではない。原文を正確に記載して頂きたい。また 2015 年に欧州食品安全機関 EFSA がグリホサ
ートに発がん性はおそらくないだろうと発表した背景には、グリホサートの製造企業モンサント（現バイエル）
の元研究者が原稿を書いたとの疑念がある。さらにカリフォルニア州の化学物質規制プロポジション 65 では、
2017 年グリホサートに発がん性ありとし、米国の政府機関・有害物質・疾病登録局（ATSDR）は、 2019 年“グ
リホサート曝露と非ホジキンリンパ腫の関係は否定できない”とし、発がん性を認めている。
注目すべきは、これら国際機関の見解の混乱が起こった 2016 年以降、グリホサートやラウンドアップには、
多様な毒性が多数の論文で報告されていることだ*17-35。グリホサートやラウンドアップの有害性について、岩波
「科学」に発表した拙稿は、限られた特定の研究グループの論文ではなく、多くの研究グループの学術論文に基
づいている。
唐木氏は、セラリーニ氏、セネフ氏の論文を根拠に、岩波「科学」の拙稿の不正確性を指摘しているが、両氏
の該当する論文は科学的根拠が乏しいので引用していない。唐木氏が指摘するセラリーニ氏の論文は、遺伝子組
換え作物の毒性を主にした論文であって、発がん性に関する根拠は乏しいため、岩波「科学」の拙稿には引用し
ておらず、IARC が発がん性２A に設定した根拠にも引用から外されている。セネフ氏のグリホサートの毒性に
関する論文は、どれもグリホサート使用量と健康障害との相関関係を示しただけで、科学的根拠が乏しいため、
拙稿では一切引用していない。なお、グリホサートによる腸内細菌の異常は、メスナージ氏だけでなく、複数の
研究グループが報告*24-26 している。また、グリホサートに界面活性剤など補助剤が添加されているラウンドアッ
プなど農薬製剤は、グリホサートより 100 倍以上も桁違いに毒性が高くなる*34,35 ことも、複数の研究グループが
報告している。拙稿では、多数の新しい学術論文を根拠にグリホサート、ラウンドアップの毒性を論考している。
唐木氏にはこれらの論文を読み直されることを求めたい。
グリホサートの毒性は多様で、グルタミン酸受容体を介した神経毒性、腸内細菌の異常、内分泌攪乱作用、DNA
メチル化異常を介した継世代影響や発がん性などが報告されている。
引用文献はこれ以外にもあるが、一部引用する。
１．

NMDA 型グルタミン酸受容体を介した神経毒性や腎毒性*17-19

*17: Cattani D et al. Mechanisms underlying the neurotoxicity induced by glyphosate-based herbicide in immature
rat hippocampus: involvement of glutamate excitotoxicity.Toxicology. 320:34-45.（2014）
*18: Cattani D et al. Developmental exposure to glyphosate-based herbicide and depressive-like behavior in adult
offspring: Implication of glutamate excitotoxicity and oxidative stress. Toxicology. 387:67-80.(2017)
*19: Gao H et al. Activation of the N-methyl-d-aspartate receptor is involved in glyphosate-induced renal proximal
tubule cell apoptosis. J Appl Toxicol. 39(8):1096-1107.(2019)
２．

環境ホルモン作用（女性ホルモン攪乱）*20-23

*20: Richard S et al. Differential effects of glyphosate and roundup on human placental cells and aromatase. Environ
Health Perspect. 113(6):716-20. (2005)
*21: Mesnage R et al. Evaluation of estrogen receptor alpha activation by glyphosate-based herbicide constituents.
Food Chem Toxicol. 108(Pt A):30-42. (2017)
*22: Manservisi F et al. The Ramazzini Institute 13-week pilot study glyphosate-based herbicides administered at
human-equivalent dose to Sprague Dawley rats: effects on development and endocrine system. Environ Health.
18(1):15.(2019)
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*23: Lesseur C et al. Maternal urinary levels of glyphosate during pregnancy and anogenital distance in newborns
in a US multicenter pregnancy cohort. Environ Pollut. 280:117002. (2021)
３．

腸内細菌の異常*24-26

*24: Shehata AA et al. The effect of glyphosate on potential pathogens and beneficial members of poultry microbiota
in vitro. Curr Microbiol. 66(4):350-8. (2013)
*25: Mesnage R et al. Use of Shotgun Metagenomics and Metabolomics to Evaluate the Impact of Glyphosate or
Roundup MON 52276 on the Gut Microbiota and Serum Metabolome of Sprague-Dawley Rats. Environ Health
Perspect. 129(1):17005.(2021)
*26: Hu J et al. Low-dose exposure of glyphosate-based herbicides disrupt the urine metabolome and its interaction
with gut microbiota. Sci Rep. 11(1):3265.(2021)
４．

金属キレート化による毒性*27-28

*27: Mertens M et al. Glyphosate, a chelating agent-relevant for ecological risk assessment? Environ Sci Pollut Res
Int. 25(6):5298-5317. (2018)
*28: Jayasumana C et al. Simultaneous exposure to multiple heavy metals and glyphosate may contribute to Sri
Lankan agricultural nephropathy. BMC Nephrol. 16:103.(2015)
５．

DNA メチル化異常、ヒストン蛋白修飾異常などのエピジェネティクスへの異常*29-33

*29: Kubsad D et al. Assessment of Glyphosate Induced Epigenetic Transgenerational Inheritance of Pathologies
and Sperm Epimutations: Generational Toxicology. Sci Rep. 9(1):6372. (2019)
*30: Lorenz V et al. Epigenetic disruption of estrogen receptor alpha is induced by a glyphosate-based herbicide in
the preimplantation uterus of rats. Mol Cell Endocrinol. 480:133-141. (2019)
*31: Ben Maamar M et al. Epigenome-wide association study for glyphosate induced transgenerational sperm DNA
methylation and histone retention epigenetic biomarkers for disease. Epigenetics. 16(10):1150-1167. (2021)
*32: Duforestel M et al. Glyphosate Primes Mammary Cells for Tumorigenesis by Reprogramming the Epigenome
in a TET3-Dependent Manner. Front Genet. 10:885. (2019)
*33: Woźniak E et al. Glyphosate affects methylation in the promoter regions of selected tumor suppressors as well
as expression of major cell cycle and apoptosis drivers in PBMCs (in vitro study). Toxicol In Vitro. 63:104736.
(2020)
6.

界面活性剤など補助成分により毒性が桁違いに高くなるラウンドアップなど農薬製剤

*34: Mesnage R et al. Major pesticides are more toxic to human cells than their declared active principles. Biomed
Res Int;2014:179691.(2014)
*35: Nagy K et al. Systematic review of comparative studies assessing the toxicity of pesticide active ingredients
and their product formulations. Environ Res. 181:108926. (2020)
以上、グリホサートやグリホサート含有農薬製剤による多様な毒性の論文の一部を紹介したが、これらの論文
を唐木氏は無視されるのか。
とくに注目に値するのは、グリホサートによる DNA メチル化異常を介した継世代影響である*29-33。低用量の
グリホサートを母ラットに投与すると、母や仔ラットに異常が起こらなくとも、孫・ひ孫世代で、腫瘍や生殖異
常など健康障害が引き起こされることが判明した。著者らは、仔、孫、ひ孫の精子に DNA メチル化異常が起こ
り、それが継世代影響を起こしていると考察した。グリホサート製剤による DNA メチル化異常を介した継世代
影響は、これ以外にも報告されている。DNA メチル化とは、DNA の塩基配列に変異を伴わないが、DNA にメ
8

チル基（－CH3）が付くことで遺伝子発現のオン・オフを調節する重要な生理調節機能だ。この DNA メチル化
異常は、がん細胞にも多く見つかっており発がん性にも関与しているので、最新の科学分野では大変重要視され
ている。グリホサートはごく低用量で、DNA メチル化異常を介して、発がんに関与しているという論文*32,33 も
複数発表されている。

岩波「科学」の拙稿は、特定グループの論文ではなく、多くのグループの学術論文を根拠にしたものだ。とく
に発がん性が国際機関で取り上げられた 2016 年以降、腸内細菌の異常、DNA メチル化異常、環境ホルモン作用
といった新たな毒性メカニズムに基づいた報告がなされてきた。これらの毒性は、科学研究分野では重要視され
ている。40 年以上，表面的には多少の改良はあっても根本的には進歩もなしに、業界で慣用されてきたからとい
って、安全性が確認されるとは決していえない。唐木氏のいう 800 以上の試験は、何を指しているのか具体的な
内容が示されておらず、根拠も示されていない。農薬登録の毒性試験を指しているなら、これらは旧式な試験法
で、脳高次機能に対する影響や環境ホルモン作用、DNA メチル化異常、複合毒性などを考慮しておらず、さら
に試験結果を一般公開していないため、農薬企業のやりたい放題で、一般には安全性は確認のしようがない。安
全性の物語を作り上げているのは、唐木氏自身と言えよう。
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