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目　　　　　的

わが国の食料輸入は近年増加傾向にあり､食料全体で輸入

の占める割合は6割(カロリーベース)にも達している1)｡

一方､輸入食品の安全性､とりわけ残留農薬に対する消費

者の関心は極めて高い1)｡諸外国では使用する農薬の種類､

使用方法(ポストハーベスト使用など)および残留基準な

どがわが国の状況とは異なるため､わが国での規制対象以

外の農薬を含めて残留農薬の監視を続ける必要がある｡現

在､世界中で約700種類の農薬が使用されているといわれ

ている2)｡しかし､諸外国における農薬の使用実態に関す

る情報が少ないこと､農薬の分析法は個別の分析法が多い

ため､多成分の農薬を限られた労力で短期間に検査するこ

とは困難であること､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などから､農薬の残留実態については

十分に明らかにされているとはいえないのが現状である｡

当所では､輸入農産物中の農薬残留実態を把握すること

を目的に､ 1990年度より北海道内で販売されている輸入農

産物を対象に農薬の残留調査を実施し､ 1995年度までの調

査結果については既に報告した3.4)｡ 1996～1998年度は過

去6年間の調査結果を踏まえ､検出頻度の高い農薬(ポス

トハーベスト使用農薬など)､今回新たに分析機器が整備

され検査可能となった農薬などを中心に調査を実施したの

で報告する｡さらに､バナナおよび柑橘類については､イ

マザリル､オルトフェニルフェノール(OPP)､ジフェニ

ルおよびチアベンダゾール(TBZ)も追加し調査を実施

したので併せて報告する｡なお､わが国においてイマザリ

ルはみかんを除く柑橘類およびバナナ､ OPPは柑橘類､

ジフェニルはオレンジ類､グレープフルーツおよびレモン､

TBZは柑橘類およびバナナの防かび剤として食品添加物

に指定されている｡

調　査　方　法

1.試料

1996年6月から1999年2月にかけて道内で販売された輸

入農産物18品目149検体を市場､卸売業者から入手した｡

試料の内訳をTable 1､国別品目一覧をFig. 1に示した｡

Table 1 List of Agricultural Products Investigated

2.調査対象農薬

調査対象農薬はTable 2に示すとおりで､有機リン系

農薬21種類､ N-メチルカーバメート系農薬9種類､含

窒素系農薬9種類およびその他の農薬6種類(日本におい

て食品添加物に指定されている4種類の農薬を含む)につ



Fig. 1 Agricultural Products Investigated and Its Exporting Countries



いて調査を実施した｡

Table 2　List of Pesticides investigated

3.分新方法

試料の採取部位は､食品衛生法記載の方法5)に従った｡

有機リン系農薬､ N-メチルカーバメート系農薬および

含窒素系農薬の分析は厚生省通知残留農薬迅速分析法6-8

(以下通知法と略記)に準じScheme 1に示した方法によ

り行った｡他の農薬については既報3.9の方法に従った｡

なお､通知法に従い含窒素系農薬の分析を行ったところ､

ガスクロマトグラム上に妨害ピークが出現したことから､

含窒素系農薬の試験溶液を調製する際､セップパックシリ

カゲル処理の代わりにクリーンアップ効果のより高いセッ

プパックフロリジル処理を行うこととした｡

以下に有機リン系農薬､ N-メチルカーバメート系農

薬および含窒素系農薬の分析条件を示す｡他の農薬の分析

条件は既報3.8のとおりである｡

(1)有機リン系農薬

装置: FPD検出器付島津GC-14BおよびGC-15A

分析用カラム:ULBON HR-1 0.25mm I.D.×25m､

膜厚0.25μm (信和化工㈱製)

確認用カラム:Hicap CBP-10　0.25mm I.D. ×25m､

膜厚0.25μm (島津製作所製)

カラム温度:初期温度100℃､ 5℃/minで260℃まで昇温､

260℃で3分間保持(確認用カラムを用いた

場合には10分間保持)

注入口温度: 260℃､検出器温度: 280℃

キャリアーガス: He 150kPa

メイクアップガス: N280kPa

水素: 120kPa､空気: 70kPa

注入量:2μl (スプリット法､スプリット比1 :2)

(2) N-メチルカーバメート系農薬

装置:島津N-メチルカーバメート分析システム

カラム:STR-ODS Ⅱ　4.6mmI.D.×150mm (島津

製作所製)

分離条件:移動相にA液(水)およびB級(メタノール)

を用い､初期条件をB濃度18%に設定し､

B濃度が10分後18%､ 40分後70%､ 43分後90%

(7分間保持)となるリニアーグラジエント

溶出法により行った｡

カラム温度:50℃

流速: 0.8ml/min､注入量: 20μl

反応液A : 50mM NaOH

反応温度: 100℃､流速: 0.4ml/min

反応液B :0.25mM o-フタルアルデヒド､

0.25mM β-メルカプトプロピオン酸､

10mM NaOH､ 120mM H3BO3

反応温度: 50℃､流速: 0.4ml/min

励起波長: 340nm､蛍光波長: 445nm

(3)含窒素系農薬

装置: NPD検出器付Hewlett Packard HP6890

カラム: MPS50　0.25mmI.D.×25m､

膜厚0.25μm (カドレックス社製)

HP-5　0.32mm I.D.×30m､



Scheme 1 Analytical Procedure for Pesticide Residues in Agricultural Products



膜厚0.25μm (HP社製)

カラム温度:初期温度50℃で2分間保持､ 15℃/minで

260℃まで昇温､ 260℃で15分間保持

注入口温度: 270℃､検出器温度: 300℃

キャリアーガス: He 30～40cm/sec (平均線速度)

キャリアーガス流量

+メイクアップガス流量: 20～30ml/min (定流量)

水素: 3ml/min､空気: 60ml/min

注入量:1μl (スプリットレス法)

結果および考察

1.農薬の残留実態

1996～1998年度に入手した輸入農産物18品目149検体に

ついて残留農薬の調査を行った結果､ 11品目59検体から農

薬が検出された(検出率:40%)｡農薬が検出された野菜

はTable 3に､柑橘類を除く果実はTable 4に､柑橘類

はTable 5～7に示した｡以下その内訳について詳述する｡

(1)野菜

野菜7品目48検体中､ 3品目10検体から6種類の農薬(殺

虫剤)が検出された｡

食品衛生法により残留農薬基準値(以下基準値と略記)

の設定されている農薬では､アセフェートがセロリおよび

未成熟いんげんからそれぞれ最高0.28ppmおよび1.0

ppm､オキサミルがセロリから最高0.20ppm検出された

が､検出値はそれぞれ基準値の1/30､ 1/3および1/25以下

であった｡

基準値未設定農薬ではカルバリル(NAC)が未成熟い

んげんから0.01ppm､ジメトエートが未成熟えんどうか

ら最高0.06ppm､メソミルが未成熟いんげんから0.28

ppm検出されたが､いずれも環境庁の定める登録保留基

準またはFAO/WHOの残留許容量を下回った｡その他､

メタミドホスが未成熟いんげんおよび未成熟えんどうから

それぞれ最高0.34ppmおよび0.11ppm検出された｡メ

タミドホスの一日摂取許容量(ADI値)は体重1 kg当た

り0.004mgであることから､メタミドホスの残留量は通

常の食生活では問題ない量と考えられる｡

Table 3　Pesticide Residues in Imported Vegetables

(2)果実(柑橘類を除く)

柑橘類を除く果実8品目72検体中､ 5品目20検体から10

種類の農薬(殺虫剤: 7､殺菌剤: 3)が検出された｡

基準値の設定されている農薬ではアセフェートがレイシ

から0.20ppm､クロルピリホスがバナナから最高0.02

ppm､ビテルタノールがバナナから0.06ppm､マラチオ

ンがいちごおよびさくらんぼからそれぞれ最高0.15ppm

および0.07ppm､メタミドホスがレイシから0.03ppm検

出されたが､検出値は基準値の1/80～1/3以下であった｡

クロルピリホスは過去6年間の調査においてバナナから

高頻度で検出3.4)されている｡今回の調査においてもフィ

リピン産のバナナ5検体中4検体からクロルピリホスが検

出された｡しかし､バナナに残留するクロルピリホスの多

くは果皮に存在する3)ことから､果皮を除去することによ

り大部分の農薬は除去可能と考えられる｡ビテルタノール

についてもバナナからの検出例が多く報告10-12されている｡

今回の調査では9検体中1検体からビテルタノールが検出

された｡

基準値未設定農薬ではカルベンダジム(MBC)がバナ

ナから最高0.08ppm､ジメトエートがぶどうから0.06

ppm､パラチオンがレイシから0.05ppm､ NACがいち

ごおよびさくらんぼからそれぞれ最高0.03ppmおよび

0.16ppm検出されたが､いずれも登録保留基準または

FAO/WHOの残留許容量を下回った｡ NACはレイシか



らも1.6ppm検出されているが､いちごに対する

FAO/WHOの残留許容量が7ppmであることから食品衛

生上問題ないと考えられる｡

Table 4　Pesticide Residues in imported Fruits

MBCはベノミルおよび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

ノミルおよびチオファネートメチルが収穫後に使用されて

いる13)｡今回MBCがフィリピン産および台湾産バナナか

ら検出されたが､前回の調査においてもフィリピン産バナ

ナ1検体から検出されている｡パラチオンは毒性が強いた

めにわが国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｡しかし､台湾産レイシからは過去に

パラチオンが高頻度で検出3.4.10.14)されている｡今回行った

調査では1996年度に3検体中1検体からパラチオンが検出

されたが､ 1997～1998年度は検出されなかった｡

その他､収穫後に使用されたと考えられるTBZ (国内

では食品添加物に指定)がバナナ9検体中4検体から検出

されたが､検出値はわが国における食品添加物としての使

用基準の1/15以下であった｡

(3)柑橘類

柑橘類3品目29検体について調査を行った結果､全検体

から11種類の農薬(国内で食品添加物に指定されているも

のを含む)が検出された｡

基準値の設定されている農薬ではイマザリルがオレンジ､

グレープフルーツおよびレモンからそれぞれ最高1.7ppm､

2.2ppmおよび3.5ppm (基準値はいずれも5.0ppm)､

クロルピリホスがオレンジ､グレープフルーツおよびレモ

ンからそれぞれ最高0.19ppm､ 0.10ppmおよび0.08

ppm (基準値はいずれも0.3ppm)､マラチオンがグレー

プフルーツから0.04ppm (基準値は4.0ppm)検出された

が､いずれも基準値を下回った｡

イマザリルは諸外国では収穫後に使用されており､アメ

リカでは10ppmまでの使用が認められている｡わが国で

は1992年にみかんを除く柑橘類およびバナナの防かび剤と

してイマザリルが食品添加物に指定されて以来高頻度で検

出されている4.15.16)｡ Table 6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1993～

1994年度は高頻度かつ高濃度で検出されたが､ 1995年度は

検出されなかった｡しかし､今回行った調査では再び高頻

度かつ高濃度で検出された(検出率69%､平均1.4ppm)｡

クロルピリホスについては柑橘類からの検出例が多く報

告4.12.14)されている｡今回の調査においても柑橘類の31%

から検出された｡

基準値未設定農薬ではエチオンがグレープフルーツから

0.06ppm､メチダチオンがグレープフルーツから最高

0.55ppm､ 2,4-Dがレモンから最高0.26ppm､ NACが

オレンジから1.2ppm検出されたが､いずれも登録保留

基準またはFAO/WHOの残留許容量を下回った｡

その他､ MBCがオレンジおよびグレープフルーツから



それぞれ0.19ppmおよび最高0.09ppm検出された｡

MBCのADI値は体重1 kg当たり0.01mgであり､体重

50kgの人が上記のオレンジあるいはグレープフルーツを

1日1 kg喫食したとしても農薬摂取量は許容量の1/2以

下であることから､今回の残留量は通常の食生活では問題

ない量と考えられる｡しかし､諸外国ではMBCおよびベ

ノミルが収穫後に使用されている12)ことから､今後も継続

して残留状況を調査する必要がある｡

Table 5　Pesticide Residues in Imported Citruses

2.4-Dは植物成長調節剤で､貯蔵中のへた落ち防止を

目的としてアメリカでは収穫後に5ppmまでの使用が認

められている1990年度に調査を開始して以来､アメリカ

産レモンから2,4-Dが高頻度で検出されている　　Table

7にレモン中の2,4-Dの残留状況を年次別に示した｡今回

の調査においても検出率の減少傾向は認められず､レモン

の70%　アメリカ産レモンの88%　から2,4-Dが検出さ

れた｡レモンに残留する2,4-Dの大部分は果皮に存在し

ており､果肉における残留量は果皮から検出された値の

1/10以下であることが以前行った調査で明らかとなってい



る3)｡しかし､ 2,4-Dは外因性内分泌かく乱化学物質の疑

いが持たれている17.18農薬でもあることから､今後も残留

動向に留意する必要がある｡

収穫後に使用されたと考えられる防かび剤のジフェニル､

OPPおよびTBZが26検体から検出(検出率90%)され

たが､検出値はいずれもわが国における食品添加物として

の使用基準を下回った｡

Table 6　ResiduesofImazalil in Imported Citruses

from 1996to 1998

Table 7　Residuesof2,4-D in Imported Lemonfrom

1996 to 1998

Table 8　Plural Pesticide Residues in Imported Agricultural Products

2.複数農薬の残留実態

同一検体から2種類以上の農薬が検出された農産物を

Table 8に示した｡今回は防かび剤を調査対象に追加した

ため､農薬が検出された11品目59検体中9品目35検体

(59%)から複数の農薬が検出された｡

農薬の種類別に見ると､未成熟えんどうおよびレイシに

2種類の有機リン系殺虫剤､さくらんぼ､セロリおよび未

成熟いんげんに有機リン系殺虫剤とN-メチルカーバ



メート系殺虫剤の残留が認められた｡バナナには､有機リ

ン系殺虫剤､防かび剤の他にベンゾイミダゾール系(MBC)

あるいは含窒素系殺菌剤(ビテルタノール)の残留が認め

られた｡オレンジ9検体中7検体に2種類の防かび剤の残

留､ベンゾイミグゾール系殺菌剤と防かび剤の残留､防か

び剤と有機リン系殺虫剤あるいはN-メチルカーバメート

系殺虫剤の残留が認められた｡グレープフルーツ10検体中

9検体に複数の防かび剤の残留､ベンゾイミダゾール系殺

菌剤と防かび剤の残留､有機リン系殺虫剤と防かび剤の残

留が認められた｡レモン10検体全てに複数の防かび剤の残

留､有機リン系殺虫剤､防かび剤､植物成長調節剤(2,4-D)

の中から2種類あるいは3種類の残留が認められた｡前回

行った調査においても柑橘類から高頻度で複数農薬の残留

が認められている｡

今日では､農薬の相加､相乗効果を期待して複数の農薬

が併用される場合も多い｡この中には2,4-D､クロルビリ

ホス､ビテルタノールなど輸入農産物において比較的検出

頻度の高い19)農薬も含まれていることから､複数農薬によ

る汚染については今後も注目していく必要があると考える｡

現在､世界では約700種類の農薬が使用されており､わ

が国では約300種類の農薬が登録されているといわれてい

る2)｡平成11年4月1日現在､ 179農薬について食品衛生

法による基準値(基準値数として約8,340)が設定されて

いる｡厚生省では2,000年までに国内外で汎用されている

農薬および新規登録農薬を中心に基準値設定農薬を200種

類程度に拡大する予定である｡今回行った調査では59検体

から18種類の農薬が検出されたが､この中の31検体から9

種類の基準値未設定農薬(わが国において食品添加物に指

定されている防かび剤を除く)が検出された｡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｡基準値未設定農薬の中には諸外国におい

て収穫後に使用されている農薬(2,4-D､ベノミル､

MBCなど)も含まれていることから､基準値未設定農薬

に対する基準値の早期設定はもとより､既に基準値が設定

されている農薬についても対象農産物の拡大が望まれる｡

要　　　　　約

1996～1998年度に北海道内で入手した輸入農産物18品目

149検体を対象に､有機リン系農薬21種類､ N-メチルカー

バメート系農薬9種類､含窒素系農薬9種類､ 2,4-D､

MBCおよびわが国において食品添加物に指定されている

防かび剤(イマザリル､ジフェニル､ OPPおよびTBZ

の残留状況を調査した｡

11品目59検体から8種類の有機リン系農薬が0.01～1.0

ppm､ 3種類のN-メチルカーバメート系農薬が0.01～

1.6ppm､ビテルタノールが0.06ppm､ 2,4-Dが0.05～

0.26ppm､ MBCが0.06～0.19ppm､イマザリルが0.1～

3.5ppm､ジフェニルが0.1ppm､ OPPが0.1～2.6ppm､

TBZが0.1～5.4ppm検出された｡

収穫後使用と考えられる2,4-Dがレモンから､イマザ

リルおよびOPPがオレンジ､グレープフルーツおよびレ

モンから､ジフェニルがオレンジから､ TBZがバナナ､

オレンジ､グレープフルーツおよびレモンから検出された｡
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英　文　要　約

Weinvestigated the pesticide residuesin 18items of

imported agricultural products commercially available in

Hokkaido from 1996 to 1998. One hundred and forty nine

samples were subjected to examinations for the detection

of 21 Organophosphorus pesticides, 9 N-methylcarbamate



pesticides, 9 organonitrogen pesticides, 5 fungicides and

2,4-D (herbiCide .

In 59 samples of 11iterns, detected were 8orga-

nophosphorus pesticides, 3 N-methylcarbamate pesti-

cides, 5 fungicides and 2,4-Din the range of0.01 - 1.0,

0.01 - 1.6, 0.06- 5.4 and 0.05 - 0.26 ppm, respectively. In

addition, an organomtrogen pesticide was detected at 0.06

ppmin a banana sample. The residues of these pesticides

detected were at lower levels than those of Japanese and

FAO/WHO tolerances.

The following 5 pesticides for a post-harvest applica-

tion were detectedin 33 samples. 2,4-D was detectedin

7 out of 10 lemon samplesin the range of 0.05-0.26 ppm.

Diphenyl was detectedin one out of 9 orange samples at

0.1 ppm. Imazalil was detectedin 8 out of 10 grapefruit

samples, 9 out of 10 lemon samples and 3 out of 9 orange

samplesinthe rangeofO.1-2.2,0.2-3.5 and 1.1-1.7

ppm,respectively.OPPwas detectedin5outof10

grapefruit samples, 7 out of 10 lemon samples and 3 out

of 9 orange samplesin the range of 0.1 -0.5, 0.2-2.6 and

0.4-0.8 ppm, respectively. TBZ was detectedin 4 out of

9 banana samples, 8 out of 10 grapefruit samples, 7 out

of 10 lemon samples and 6 out of 9 orange samplesin the

range of0.1 -0.2, 0.5-5.4, 0.1 -2.0 and 0.1 -5.1 ppm, re-

spectively.

Chlorpyrifos was detectedin 4 out of9 banana sam-

pies, 2 out of 10 grapefruitsamples, 3 out of 10 lemon

samples and 4 out of9 orange samplesin the range of

0.01 -0.02, 0.03-0.10, 0.04-0.08 and 0.01 -0.19 ppm, re-

spectively.

Key words : pesticide residue ; imported agricultural

product ; post-harvest application ; 2,4-D


