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発がん疑惑の除草剤巡る⽶巨額訴訟、１兆円
で和解 ⽇本でも懸念強まる

（写真:ロイター/アフロ）
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新型コロナウイルス感染症まとめ

【特集】私たちはコロナとどう暮らす

「Yahoo!ニュース 個⼈」のオーサーに
よるコメントをチェック

時速146キロ／4⼈死亡事故の
判決に寄せる 『超悪質事故』
で息⼦を失った⺟の怒りと闘い
の軌跡
柳原三佳 6/28(⽇) 6:15

東京都⺠に知ってほしい ⼩池
百合⼦の「通信簿」 職員の評
価は歴代最低、あの⾇添さんよ
り低かった︕
⼭⼝⼀⾂ 6/26(⾦) 14:20

⻄⽇本だけでなく東⽇本も梅⾬
前線に警戒 21年前には
「6.29⽔害」
饒村曜 6/28(⽇) 5:08

怒れる「貧困⼥性」たち 「使
い捨て」への告発がはじまった
今野晴貴 6/28(⽇) 16:27

「東⼤の研究すげぇ」化粧やめる
⼈続出
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6/26(⾦) 18:34

除草剤を使⽤したら癌（がん）になったとして、⽶国の患者らが製造元の独バイエルを相

⼿に起こした巨額訴訟は、バイエルが総額109億ドル（約１兆1700億円）を⽀払うこと

で和解した。この除草剤は⽇本でも農業や家庭菜園、公共スペースの除草などに利⽤され

ており、様々な⾷品にも残留している。このため、消費者の間で不安が⾼まっている。

過去最⼤級の⽀払額

問題の除草剤は「ラウンドアップ」などの商品名で販売されているグリホサート。和解は

24⽇、バイエルが発表した。

バイエルや⽶メディアの報道などによると、⽶国内で起こされている約12万5000件の訴

訟のうち、約9万5000件について和解が成⽴。残る約３万件についても和解の成⽴が⾒込

まれており、合計の⽀払額は最⼤96億ドルになる⾒通し。原告１⼈当たりの⽀払額は最

⾼で約25万ドルになるという。残りの約12億5000万ドルは、将来起こされる可能性のあ

る訴訟に備えるため。⺠事訴訟の⽀払額としては「過去最⼤級」（ニューヨーク・タイム

ズ紙）という。

訴訟は最初、グリホサートを開発した⽶モンサントを相⼿に起こされていたが、バイエル

が2018年にモンサントを買収したため、バイエルが引き継いでいた。

和解は結果的に原告側の主張を認める形となったものの、バイエルは、グリホサートは安

全性に問題ないとの⽴場は変えておらず、販売も引き続き続ける。
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猪瀬聖
ジャーナリスト

慶應義塾⼤学卒。⽶コロンビア⼤学⼤学院（ジャーナリズムスクール）修⼠課程修了。⽇本経済新聞⽣
活情報部記者、同ロサンゼルス⽀局⻑などを経て、独⽴。⾷の安全、働き⽅、マイノリティ、⽶国の社
会問題を中⼼に幅広く取材。著書に『アメリカ⼈はなぜ肥るのか』（⽇経プレミアシリーズ、韓国語版
も出版）、『仕事ができる⼈はなぜワインにはまるのか』（幻冬舎新書）など。

⽶社会に広がる「差別狩り」 偉⼈、⽼舗ブランド、不朽の名作も標的に
6/29(⽉) 0:01

⽩⼈はなぜ⿊⼈デモを⽀持し始めたのか 6/21(⽇) 18:29

強まる逆⾵、⽌まらぬ離反、終焉の⾜⾳近づくトランプ⼤統領 6/19(⾦) 16:29

屋台、⾃撮り、⽣演奏からコラボまで…ホントは楽しい︖⽶国の抗議デモ
6/15(⽉) 11:55
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マスクしない客を注意しろ︕ブ
ッフェが定⾷へ→料⾦変わらず
「⾼くね︖」ホテル朝⾷の壮絶
現場と⼯夫
瀧澤信秋 6/27(⼟) 10:54

新型コロナでパニック状態の学
校を正常化するには少⼈数学級
の導⼊しかない
前屋毅 6/28(⽇) 9:46

専⾨家会議の廃⽌で隠蔽される
議論 「PCR検査数の多い国は
（感染）死亡者が多い」は本当
か︖
⽴岩陽⼀郎 6/28(⽇) 10:11

清原和博は必ず⽴ち直る︓⾔動
からうかがえる期待と３つの不
安
原⽥隆之 6/26(⾦) 16:11

「ひき逃げ死亡事件」が、なぜ
不起訴に…。 妻を失った夫が
法廷で加害者に放った⼀⾔
柳原三佳 6/25(⽊) 14:57

教員採⽤、倍率低下だけが問題
ではない ― 本当に⼼配な３
つの問題
妹尾昌俊 2019/12/24(⽕) 10:31

もっと⾒る

アップルの近眼でも使⽤できるヘッドマウント
ディスプレイ特許について

友達の作り⽅︓友達ができない⼦の⽀え⽅

「債券はイベント控え、様⼦⾒気分を強める」
⽜さん熊さんの本⽇の債券（引け後）2020年6
⽉29⽇

 ツイート  シェア  ブックマーク

グリホサートは世界各国で使⽤され、「世界で最も⼈気の除草剤」と⾔われている。しか

し、2015年、世界保健機関（WHO）のがん研究専⾨組織である国際がん研究機関

（IARC）が、危険度を表す５段階評価で２番⽬に⾼い「グループ２Ａ」（ヒトに対して

おそらく発がん性がある）に分類したのを機に、安全性に関する懸念が浮上。フランスや

ドイツなど欧州を中⼼に、各国が使⽤禁⽌や規制強化に乗り出した。

こうした中、⽶カリフォルニア州在住の46歳の男性が、グリホサートを有効成分とする

除草剤を使⽤し続けた結果、⾮ホジキンリンパ腫を発症し、末期がんを患ったとして、モ

ンサントを提訴。カリフォルニア州裁判所は2018年８⽉、モンサントに２億8900万ドル

の⽀払いを命じる評決を出した（その後、減額）。この裁判を含めて３件の裁判が、グリ

ホサートを巡る巨額訴訟の先駆けとして相次いで起こされたが、この３件は今回の和解に

は含まれておらず、依然、係争中だ。

給⾷⽤パンから検出

グリホサートは、直接⽪膚に触れる以外に、その成分が残留した農産物を⾷べた場合の⾝

体への影響も懸念されている。

農⺠連⾷品分析センターが昨年から今年にかけて、全国各地の学校給⾷で出されたパンを

調べたところ、14検体中、86％にあたる12検体からグリホサートが検出された。いずれ

も、安全性の⽬安の1つとなる、政府の定めた残留基準値は下回ったものの、⻑期間、グ

リホサートの残留した⾷品を摂取し続けた場合や、他の農薬や⾷品添加物と⼀緒に摂取し

た場合のリスクは必ずしもわかっておらず、不安を抱く消費者は多い。

また、⽇本の農薬の残留基準は海外と⽐べて緩いと指摘されていることも、消費者が懸念

を強める⼀因となっている。

実際、各国が規制強化に動き始めている中、厚⽣労働省は2017年12⽉、⼀部の農産物に

関しグリホサートの残留基準を⼤幅に緩和した。パンの原料となる⼩⻨の残留基準値は、

従来の5.0ppm（１kgあたり５mg）から30ppmへと６倍に緩和された。

こうした事態を受け、神奈川県消費者団体連絡会が厚労省に残留基準の⾒直しを要請した

り、⽇本消費者連盟が⾷品メーカーにグリホサートの残留した⼩⻨粉を使⽤しないよう要

請したりするなど、消費者の間で懸念が強まっている。

猪瀬聖の最近の記事

貧乏な50代の家にある共通点 

YamashitaHideko.com

PR |
モノを減らせば貧乏になりにくい
真っ先に断捨離した３つのモノと
は︖
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