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目　　　　　的

近年､食生活の多様化､食品の国際的流通の活発化に伴

い､食品の輸入は生鮮青果物を中心に著しく増加1)している｡

このような中で､レモンや小麦等に使用される"ポスト

ハーベスト使用農薬"の残留が大きな社会問題となり､輸

入農産物の安全性確保は食品衛生上重要な課題となってい

る｡しかし､諸外国における農薬の使用実態に関する情報

及び食品中の残留農薬についての報告が少ないことから､

その残留実態については十分明らかにされているとはいえ

ない｡また､残留農薬の検査には多くの人手と時間を要す

ることから､輸入時における検査は十分に行われていない

のが現状である｡

当所では､北海道内で販売されている輸入農産物中の農

薬残留実態を把握するため1990年度より農薬の残留調査を

実施しており､ 1992年度までの調査結果についてはすでに

報告した2)｡1993～1995年度は前回の調査方法及び結果を

踏まえ､輸出国､農産物及び対象農薬の枠を拡大して調査

を実施したので､ここにその結果を報告する｡

調　査　方　法

1. 試料

1993年7月から1995年12月にかけて道内で販売された輸

入農産物36品目155検体を市場､卸売業者等から入手した｡

試料の内訳をTable1､国別品目一覧をFig.1 に示した｡

Table 1 Listof Investigated Agricultural Products

2.調査対象農薬

調査対象農薬はTable2に示すとおりで､有機塩素系農

薬9種類､有機リン系農薬46種類､ピレスロイド系農薬9

種類､含窒素系農薬13種類及びその他の農薬5種類につい

て調査を実施した｡

なお､殺菌剤のイマザリル及びチアベンダゾール(TBZ)

は､日本では､柑橘類及びバナナの防かび剤として食品添

加物にも指定されている｡

3. 分析方法

試料の採取部位は､食品衛生法記載の方法3)に従った｡

農薬の分析は既報2.4.5)に従った｡

なお､トラロメトリンについては､ガスクロマトグラフ

に注入の際デルタメトリンに分解することから､デルタメ



Fig.1 Investigated Agricultural Products

Table 2　Listofinvestigated Pesticides



トリンとして検出した｡

結果　と考察

1.農薬の残留実態

1993-1995年度に入手した輸入農産物36品目 155検体に

ついて残留農薬の調査を行った結果､ 18品目72検体から農

薬が検出された(検出率:46%) ｡農薬が検出された野菜

はTable3に､柑橘類を除く果実はTable4に､柑橘類は

Table5～7に､穀類はTable8に示した｡以下その内訳に

ついて詳述する｡

Table 3　Pesticide Residues in Imported Vegetables

1)野菜

野菜11品目38検体中､ 5品目12検体から8種類の農薬が

検出された｡

残留農薬基準値(以下､基準値と記す)の設定されてい

る農薬ではカボチャからβ-BHC及びp,p'-DDE､未成熟い

んげんからp,p'-DDE､未成熟えんどうからo,p'-DDT､セ

ルリーからp,p'-DDE､ p.p-DDT及びベルメトリン､ブロッ

コリーからα -BHCが検出されたが､検出値はいずれも基

準値の1/10以下であった｡

基準値未設定農薬ではカボチャからエンドリンが0.011

ppm､ディルドリンが最高0.037ppm､未成熟いんげんから

クロロタロニル(TPN)が0.004ppm､未成熟えんどうか

らケルセンが0.007ppm検出された｡ また､セルリー5検

体中3検体からTPNが最高0.82ppm､ 1検体からダイア

ジノンが0.007ppm検出された　TPNは国内における安全

使用基準ではセルリーの斑点病予防として収穫の21目前ま

でに使用することとなっているが､国内産セルリーからも

高頻度かつ高濃度で検出されている6)｡

今回初めて調査したたまねぎ､チコリー､トレビス及び

パプリカからは､農薬は検出されなかった｡

アメリカ産セルリー及びブロッコリーからBHCやDDT

が検出されたが､アメリカではこれらの農薬の農作物への

使剛ま禁止されていることから､検出された農薬は土壌中

に残留していたものに由来すると思われる｡ BHC､ DDT

等の有機塩素系農薬については､既に我が国では登録を失

効しているが､最近まで登録されていた国があり7)､今後

も有機塩素系農薬についての継続調査が必要と思われる｡

2)果実(柑橘類を除く)

柑橘類を除く果実15品目52検体中､ 7品目15検体から10

種類の農薬が検出された｡

基準値の設定されている農薬ではいずれも殺虫剤が検出

された｡いちごからマラチオンが0.038ppm､さくらんぼ

からダイアジノンが0.009ppm､バナナ全果からクロルピ

リホスが最高0.036ppm､デルタメトリンが0.01ppm､マン

ゴーからパラチオンメチルが0.043ppm､りんごからクロ

ルピリホスが0.024ppm､レイシからフェニトロチオンが

0.016ppm検出されたが､検出値はいずれも基準値以下で

あった｡このうち､バナナ中のクロルピリホスについては､

7検体中3検体から検出された1990～1992年度に行った

調査2)ではバナナ果皮5検体全てからクロルピリホスが検

出されたが､果肉から農薬は検出されなかった｡

基準値未設定農薬ではメロンからディルドリンが最高

0.005ppm､バナナからカルベンダジム(MBCが0.04ppm､

りんごからTBZが最高0.14ppm､レイシからパラチオン



が0.034ppm検出された｡

MBCはベノミルやチオファネートメチルの代謝物や分

解物としても検出される｡諸外国ではバナナに対しベノミ

ルやチオファネートメチルが収穫後に使用されている8)こ

とから､今回検出されたMBCについてはこれらの農薬か

ら変換した可能性が高い｡ MBCの検出値を両農薬に換算

した場合､それぞれ0.06ppm､ 0.07ppmとなり環境庁長官

の定める基準値(ベノミル:0.7ppm､チオファネートメ

チル: 5ppm)の1/10以下となる｡

初めて調査を実施したかき及びすいかからは､検体数は

少ないが､農薬は検出されなかった｡

マンゴーからパラチオンメチルが､レイシからはパラチ

オンが検出された｡両農薬は､毒性が強いため国内では特

定毒物に指定されており､農作物への使用は認められてい

ない｡両農薬の一日摂取許容量(ADI値)は体重1kg当た

りそれぞれ0.015mg､ 0.005mgであり､体重50kgの人が

上記のマンゴー或いはレイシを毎日1kg喫食し続けたと

しても各々の農薬の摂取量は許容量のそれぞれ1/17及び

1/7以下であることから､喫食上聞題はないものと思わ

れる｡しかし､台湾産レイシについては果肉からパラチオ

ンが高頻度で検出された報告9)があることから､今後も継

続調査が必要と思われる｡

また､今回アメリカ産りんごからTBZが検出されたが､

1994年度の輸入解禁に伴い東京都及び横浜市でも同レベル

のTBZが検出されている(0.12ppm及び0.1ppm)10)｡ア

メリカでは､収穫前のりんごへのTBZの使用は禁止(バナ

ナ､ポテト等は使用可)されているが､収積後には10ppm

までの使用が認められている｡一方､日本では収穫前に柑

橘類及びバナナを除く果実に対し3ppmまでの使用が認め

られているが､収穫後のりんごへの使用は禁止されている

(柑橘類及びバナナは使用可)｡従って､検出されたTBZ

が収穫後に使用したものに由来するならば､食品衛生法上

違反となる｡

今回TBZが検出されたりんごは､東京都等で検査した

時期と同じ頃に検査したものであり､検出値も同レベルで

あることから同じロットのものと思われる｡

厚生省では､東京都等でTBZが検出された原因調査を

アメリカ側に依頼したところ､ TBZが収穫後に防かびを

目的として使用されたのではないことが判明し､安全件に

ついても問題がないことから処分の必要なしと判断した11)

Table 4　Pesticide Residues in Imported Fruits

3)柑橘類

柑橘類(果実全体) 4品目32検体中､ 4品目24検体から

10種類の農薬が検出された｡

オレンジ9検体中6検体から農薬が検出された｡基準値

設定農薬では4検体からイマザリルが最高2.0ppm､ 3検

体からクロルピリホスが最高0.13ppm検出された｡基準億

未設定農薬では2検体からメチダチオンが最高0.41ppm､

1検体からケルセンが0.004ppm､ p,p'-DDEが痕跡程度検

出された｡

グレープフルーツ9検体中7検体から農薬が検山された｡

基準値設定農薬では4検体からイマザリルが最高1.3ppm､

1検体からクロルピリホスが0.010ppm検出された｡基準

値未設定農薬では4検体からエチオンが最高0.13ppm､ 2

検体からケルセンが最高0.19ppm検出された｡



ライムからはヘプタクロルエポキサイドが痕跡程度､

p,p'-DDTが0.002ppm検出された｡

Table 5　Pesticide Residuesin Imported Citruses

レモンについては､ 9検体全てから農薬が検出された｡

基準値設定農薬では7検体からクロルピリホスが最高0.14

ppm､ 5検体からイマザリルが最高3.7ppm検出された｡基

準値未設定農薬では6検体から2,4-Dが最高0.24ppm､ 1

検体からダイアジノンが0.012ppm､ MBCが0.08ppm､ 2

検体からp,p'-DDEが痕跡程度検出された｡

レモンの特徴的病変に黒ぐされ病がある｡黒ぐされ病は､

へた落ち部分からアルターナリア菌が進入して起きる病気

で､中心部から侵すために外見では病変がわかりにくい｡

このため､罹病した商品は商品価値が著しく低下する8)｡

2,4-Dは植物成長調節剤で､貯蔵中のへた落ち防止を目的

にアメリカでは収穫後に5ppmまでの使用が認められている｡

また､イマザリルは柑橘類の殺菌剤としてアメリカでは

収穫後に10ppmまでの使用が認められている｡

Table 6　Residuesof2,4-D in Imported Lemonfrom

1993to 1995

Table 7　Residuesof ImazalilImported Citrusesfrom

1993to 1995

Table6にレモン中の2,4-D､ Table7に柑橘類中のイマ

ザリルの残留状況を年次別に示した｡前回行った調査では､

レモン果皮における2,4-Dの検出率及び検出値は年々減少

傾向にあったが､今回その傾向は認められなかった｡また､

イマザリルについては1992年度の調査では柑橘類からは検

出されなかったが､ 1992年11月6円にみかんを除く柑橘類

及びバナナの防かび剤として国内で食品添加物に指定され

てからは､オレンジ､グレープフルーツ､レモンから高頻

度かつ高濃度で検出された｡しかし､ 1995年度の調査では

いずれの検体からもイマザリルは検出されなかった｡この

ように検査結果が年度により異なるため､今後も継続して

調査を行う予定である｡

柑橘類では､前回行った調査結果と同様に農薬の検出率



が他の果実･野菜と比較し高くなっているが､果実に残留

する農薬の大部分は果皮に存在している2)ことから､喫食

上関題はないものと思われるn

Table 8　Pesticide Residuesin Imported Cereals

4)穀類

穀類2品目24検体中､ 2品目21検体から3種類の農薬が

検出された｡

米16検体(玄米6検体､白米10検体)中14検体から臭素

が0.5～6.0ppm､2検体からマラチオンが最高0.04ppm検

出された｡

臭素は､殺虫剤の臭化メチルを穀類等に燥蒸処理した際

に高濃度で検出されることが多く､大量摂取により麻痺等

を引き起こす｡基準値は､臭化メチルについては設定され

ていないが､臭素については玄米に対して50ppmと設定さ

れている｡今回の調査では､アメリカ､オーストラリア､

中国産各2検体を除き全て白米を対象としたものであるが､

臭素のADI値が体重1kg当たり1mgであることから､喫

食上問題はないと考えられる｡また､臭素の検出値にばら

つきが見られたが､臭化メチル未煙蒸の米からも0.42ppm

程度の臭素が検出されたとの報告12)があることから､ 0.5

ppmの臭素については燥蒸処理によるものかどうかは明ら

かではない｡

小麦については､アメリカ産小麦4検体全てから殺虫剤

のクロルピリホスメチルが最高0.35ppm､ 3検体からマラ

チオンが最高0.12 ppm､カナダ産小麦1検体からマラチオ

ンが0.082ppm検出された｡

クロルピリホスメチルはアメリカ､イギリス及びオース

トラリア､マラチオンはアメリカ､カナダ及び西ドイツに

おいて収穫後の使用が認可されている｡今回検出された農

薬についても検出率及び検出値が高いことから､収穫後に

使用されたものと考えられる｡クロルピリホスメチル及び

マラチオンは輸入小麦から高頻度かつ高濃度で検出される

ことが多く､小麦粉や小麦製品にも残留することが報

告13-15)されている｡今後は小麦のみならずスパゲティ-､

うどん､クッキー､ビスケット等の小麦加工品についても

調査を行う予定である｡

5)きのこ類及び豆類

きのこ類2品日4検体及び豆類2品目5検体について調

査したが､いずれの検体からも農薬は検出されなかった｡

2.複数農薬の残留実態

同一検体から2種類以上の農薬(BHC､ DDT等の使用

禁止農薬を除く)が検出された農産物をTable9に示した｡

農薬が検出された18品目72検体中､ 6品目21検体(29%)

から複数の農薬が検出された｡

農薬の種類別に見ると､セルリーから有機塩素系殺菌剤

のTPNとピレスロイド系殺虫剤あるいは有機リン系殺虫

剤による複数農薬の残留が認められた｡複数農薬の残留は､

国内産セルリーにおいてもTPNと有機リン系殺虫剤によ

り認められている6,16)

バナナからピレスロイド系殺虫剤とベンゾイミダゾール

系殺菌剤､オレンジから有機リン系殺虫剤と殺菌剤(防か

び剤)イマザリル､グレープフルーツから有機リン系殺虫

剤と有機塩素系殺虫剤あるいは殺菌剤イマザリルによる残

留が認められた｡

レモンからは､有機リン系殺虫剤､植物成長調節剤2,4-

D､殺菌剤イマザリルの中から2種類あるいは3種類によ

る残留及び有機リン系殺虫剤2種類とベンゾイミダゾール

系殺菌剤による残留が認められた｡

小麦からは､有機リン系殺虫剤のクロルピリホスメチル

及びマラチオンによる残留が認められた｡前回の調査でも

輸入小麦から､同農薬による残留が高頻度かつ高濃度で認

められている2)｡

今日､相加並びに相乗効果を期待して多種多様な農薬が

使用されている｡この中には､イマザリル､ 2,4-D､クロ

ルピリホスメチル及びマラチオンのように諸外国では主に



収穫後に使用される農薬も含まれている｡複数農薬による

汚染については､今後も十分監視していく必要がある｡

Table 9　Plural Pesticide Residues in Imported Agricultural Products

3.輸出国別農薬検出状況

現在､世界中で700種類以上の農薬が使用されていると

言われている｡しかし､諸外国における農薬の使用実態お

よび農産物中の農薬残留実態については､報告例が少なく

情報の入手も国難なことから十分明らかにされているとは

いえない｡

Table 10に､1990～1995年度の調査で検出された農薬名

を輸出国別に示した｡

13ヶ国の農産物から23種類の農薬(有機塩素系7､有機

リン系9､ピレスロイド系2､その他5種類)が検出され

たが､この中には1995年8月未現在国内では未登録及び登

録抹消となっている農薬が9種類(BHC､ DDT､エンド

リン､ディルドリン､ヘプタクロルエポキサイド､パラチ

オン､パラチオンメチル､デルタメトリン及びイマザリル

(食品添加物))含まれていた｡農薬の使用実態は各国で

異なることから､輸入農産物の残留農薬実態を把握するた

めには国内未登録及び登録抹消農薬についても調査する必

要がある｡しかし､残留農薬の分析に必要な農薬標準品の

入手が困難な場合があること､分析法が末だ確立されてい

ない等の問題点があり､国内未登録農薬の検査は十分に行

われていないのが現状である｡

1996年3月1日現在､食品衛生法により132品目の農産

物に対して108種類の農薬の基準値が設定されている｡今

回の調査では72検体から23種類の農薬が検出されたが､こ

のうち､ 34検体から14種類の基準値未設定農薬が検出され

た｡また､ 35検体からは収穫後に使用されたと考えられる

農薬が5種類(基準値未設定農薬2種類が含まれる)検出

された｡

厚生省では2000年までに､基準値設定農薬を約200種類

に拡大することにしているが､輸入食品の安全性を確保す

るためには食品衛生法による基準値の設定が不可欠である｡

特に､諸外国において収穫後に使用されている農薬につい

ては農産物に残留する可能性が高いことから､基準値の早

期設定が望まれる｡

要　　　　　約

1993～1995年度に北海道内で入手した輸入農産物36品目

155検体を対象に､有機塩素系農薬9種類､有機リン系農

薬46種類､ピレスロイド系農薬9種類､含窒素系農薬13種

類､ MBC､イマザリル､ 2,4-D､チアベンダゾール及び臭

素の残留状況を調査した｡

18品目72検体から7種類の有機塩素系農薬が痕跡～0.82



ppm､ 9種類の有機リン系農薬が0.007～0.41ppm､2種類

のピレスロイド系農薬が0.01～0.07ppm､MBCが0.04～

0.08ppm､イマザリルが0.19～3.7ppm､2,4-Dが0.06～

0.24ppm､チアベンダゾールが0.03～0.14ppm､臭素が0.5

～6.0ppmの濃度範囲で検出された｡

Table10 Listof Pesticides Detected in Imported Agricultural Productsfrom 1990 to 1995

収穫後使用と考えられるイマザリルがオレンジ､グレー

プフルーツ及びレモンから､ 2,4-Dがレモンから､クロル

ピリホスメチル及びマラチオンが小麦から検出された｡ま

た､収穫後に使用される臭化メチル由来と考えられる臭素

が米から検出された｡

本調査の実施にあたり､検体の入手に御協力いただいた

北海道保健環境部食品衛生課並びに道内各保健所の関係諸

氏に深謝いたします｡

文　　　　　献

1)厚生省生活衛生局食品保健課検疫所業務管理室輸出入

検査係, 1994年輸入食品監視統計

2)佐藤正幸他:道衛研所報, 43, 18 (1993)

3)平成4年10月27日,厚生省告示第239号

4)佐藤正幸他:道衛研所報, 44, 62 (1994)

5)長南隆夫:道衛研所報, 38, 36 (1988)

6)佐藤正幸他:道衛研所報, 42, 14 (1992)

7)輸入農産物の防虫･くん蒸ハンドブック,サイエンス

フォーラム, p.217 (1995)

8)総合食品安全事典,産業調査会　事典出版センター,

p.159 (1994)

9)永山敏廣他:食衛誌, 36, 643 (1995)

10) 1995年2月3口,朝日新聞朝刊

11) 1995年3月31日,食品科学広報センターニュース

12)三橋隆夫他:食衛誌, 28, 130 (1987)

13)河村葉子他:食衛誌, 21, 70 (1980)

14)小西良昌他:栄食詰, 40, 375 (1987)

15)永山敏贋他:食衛誌, 30, 438 (1989)

16)永山敏贋他:東京衛研年報, 42, 129 (1991)

英　文　要　約

Residues of 9 kinds of organochlodne pesticides, 46

kinds of organophosphorus pesticides, 9　kinds of

pyrethroid pesticides, 13　kinds of organonitrogen

pesticides, 3 kinds of fungicides, bromine and 2,4-D in



155 samples of 36 kinds of the imported agricultural

products, commercially available　in Hokkaido, were

investigated from 1993　to 1995. In 18 kinds of 72

samples, 7 kinds of organochlodne pesticides, 9 kinds of

organophosphorus pesticides, 2　kinds of pyrethroid

pesticides, 3 kinds of fungicides, bromine and 2,4-D were

detected in the range of tr.～0.82,0.007～0.41,0.01～

0.07,0.03～3.7,0.5～6.0,0.06～0.24 ppm, respectively.

Residues of these pesticides were at levels lower than

those of Japanese and FAO/WHO tolerances for

residues.

The following　4　kinds of post-harvest application

pesticides were detected in 21 samples. Malathion and/or

Chlorpyrifos-methyl were detected in 5 of 8 samples of

wheat in the range of 0.038～0.12,0.009～0.35ppm,

respectively. Imazalil was detected in 5 of 9 lemons, 4 of

9 oranges and 4 of 9 grapefruits in the range of 0.43～

3.7,0.89～2.0,0.19～1.3ppm, respectively. 2,4-D was

detected in 6 of9 lemons in the range of0.06～0.24ppm.

Chlorpyrifos was detected in 7 of 9 lemons, 3 of 9

oranges, 1 of 9 grapefruits and 3 of 7 bananas. Bromine

was detected in 14 of 16 rices in the range of 0.5～

6.0 ppm.

Key words : pesticide residue; imported agricultural

product; organochlorine pesticide; organophosphorus

pesticide; pyrethroid pesticide; post-harvest application


