
目 的

わが国の食料自給率は，カロリーベースでは約４割であ
り，残りの約６割は輸入食品に依存している．２０１５年度
の輸入食品監視統計１）によれば，農産物加工食品の輸入重
量は約３２０万トンで全体の約１割を占めている．農薬はそ
の種類に応じて加工・調理の過程を経ても食品中に残留す
るものが認められるため２―６），市場に流通している輸入加
工食品中に残留する農薬の実態を調査し，その安全性を確
認することが重要である．
当所では，北海道食品衛生監視指導計画に則り，道内に

流通する輸入農産加工食品について残留農薬検査を行って
きた．本稿では，２００９～２０１６年度の計８年間に実施した
残留農薬検査結果について報告する．

方 法

１．検体

２００９～２０１６年度の８年間に市場に流通していた輸入加
工食品について，道立保健所が収去し，当所に搬入したも
のを検体とした．検査は，各年度２０検体（８年間で計１６０
検体）について実施した．

２．検査対象農薬

各年度の検査対象農薬を表１に示した．
３．試験方法

試験溶液の調製法は，既報（迅速分析法７），GC/MSに
よる一斉試験法（農産物）８））及び当所で開発した妥当性
評価済み独自一斉試験法９）を用いた．表１に各年度の検査
対象農薬に適用した試験溶液調製法を示した．農薬の測定
は，２００９～２０１３年度はポストカラムHPLC，GC−ECD，GC−

FPD，GC−MS，GC−MS/MS及び LC−MS/MSの中から各
農薬の特性及び妨害ピークの有無などを考慮した上で，適
切な装置を選択し使用した．２０１４～２０１６年度は，測定対
象農薬ごとに LC−MS/MS１０）または GC−MS/MS９）を選択し
使用した．

結果及び考察

検体の内訳及び農薬が定量限界（０．０１μg/g）以上の濃
度で検出された検体数（検出数）を表２に示した．また，
農薬の検出状況を表３に示した．検体の品目は，大まかに
小麦製品，米製品，でんぷん製品，野菜缶詰，果実缶詰，
果実飲料，ジャム，豆菓子及びその他に分類した．検査し
た全１６０検体のうち，２８検体から農薬が検出された（検
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We here report the survey results of１４４pesticide residues in１６０imported processed foods purchased
from Hokkaido markets in２００９to２０１６. In this survey, nine pesticides［pirimiphos−methyl, diethofencarb,
pyrimethanil, chlorpyrifos, chlorpyrifos−methyl, deltamethrin（or tralomethrin）, malathion, propiconazole,
tebuconazole］were detected at concentrations of０．０１to０．０７ppm in２８foods, including pasta and wine.
However, the levels of pesticides detected in these foods did not exceed the maximum residue limits
（MRLs）set for each processed food. Pirimiphos−methyl and diethofencarb were frequently detected in
pasta from Italy and in canned mushrooms from China, respectively. In addition, pyrimethanil was
frequently detected in wine. Organophosphorus pesticides（chlorpyrifos, chlorpyrifos− methyl and
malathion）were detected in food products, such as crackers and roast peanuts, that had been treated by
high temperatures. In this study, we found that several pesticides were present in１７．５％ of imported
processed foods, although they did not exceed the MRLs. These results suggest that further study on
pesticide residues is necessary for the prevention of human health issues.
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表１ 検査対象農薬
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表１ 検査対象農薬（続き）

―１７―



出率１７．５％）．品目ごとでは，小麦製品は４５検体中１６検
体（検出率３６％），米製品は６検体中１検体（検出率１７％），
野菜缶詰は４０検体中４検体（検出率１０％），果実缶詰は
２９検体中１検体（検出率３％），果実飲料は８検体中４検
体（検出率５０％），豆菓子は５検体中２検体（検出率４０％）
から農薬が検出された．また，農薬の検出状況において，
同じ農薬が特定の生産国の製品から高頻度で検出される傾
向が認められた．以下，農薬が検出された品目について詳
細を記す．
１．小麦製品

パスタ類（スパゲッティ及びマカロニ）からは，有機リ
ン系殺虫剤のピリミホスメチルと，ピレスロイド系殺虫剤
のデルタメトリン及びトラロメトリンが検出された．特に，
ピリミホスメチルはイタリア産のパスタ類から最も高頻度
に検出された．表２に示したように，トルコやアラブ首長

国連邦の製品も総検体数の３分の１を占めていたが，これ
らの国の製品から農薬は検出されず，イタリアなど EU地
域の製品を中心として農薬が検出される傾向が認められた．
また，韓国産のクラッカーからは有機リン系殺虫剤のマラ
チオン及びクロルピリホスメチルが検出された．これらの
結果は，当所で２００３～２００８年度に実施した検査結果１１）と
同様であった．
各農薬の検出値は，ピリミホスメチルが０．０１～０．０７ppm，

デルタメトリン及びトラロメトリンが０．０２ppm，マラチ
オン，クロルピリホスメチルがともに０．０１ppmであった．
今回検出された農薬は，いずれも諸外国においてポストハー
ベストでの利用が想定される農薬であるため１２），残留性が
高かったと推測される．小麦において，ポストハーベスト
農薬は玄麦の外皮（ふすま）に多く残留すると考えられる．
玄麦は外皮を洗浄せずに製粉されるため，小麦粉に移行す

表２ 検体内訳
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る可能性が高い．坂らは，玄麦中の農薬はその大部分がふ
すまとして除去される一方で，小麦粉にも１．７～２３％残留
すると報告している４）．また，堀らは，菓子類に含まれる
マラチオンとクロルピリホスメチルは，焼成後でもその半
分以上が残留すると報告している５）．以上の理由から，パ
スタやクラッカーなどの加工食品において農薬が残留する
可能性は十分にあると考えられ，今回の検査でも微量なが
ら高頻度で農薬が検出される結果となった．加工食品から
農薬が検出された場合，その適合性の判断は，加工工程を
考慮して検出された農薬の濃度を原材料中の濃度に換算し，
原材料の基準値に対して行われる．そこで，パスタ類（ス
パゲッティ及びマカロニ）及びクラッカーの一般的な小麦
含有率がそれぞれ約７５，４０％であることを考慮し，小麦の
基準値からそれぞれの製品の許容量を試算した．その結果，
ピリミホスメチル，デルタメトリン及びトラロメトリンの
許容量はパスタでともに０．７５ppm，マラチオン及びクロ
ルピリホスメチルの許容量はクラッカーでともに４．０ppm

となり，今回の検出値はいずれも許容量以下であった．
２．米製品

ベトナム産のライスヌードルからは，殺菌剤であるプロ
ピコナゾールが０．０１ppm検出された．ライスヌードルの
原材料としては，玄米あるいは玄米から精米工程によって
茶色の外皮（糠）を削った白米が想定される．糠には多量

の農薬が残留しやすいことが報告されているが２），坂らの
報告によると，玄米中の農薬が精米後の白米に残留する比
率には農薬の浸透移行性が関係する３）．そのため，浸透移
行性を有するプロピコナゾール１３）は，糠を除去しても白米
に残留する可能性が高いと考えられる．また，玄米中の農
薬は水洗・炊飯後でも２６～１０４％が残留したと報告されて
いることから３），米からライスヌードルへの加工時におけ
る加熱糊化工程を経ても，プロピコナゾールは分解せずに
残留したと推測される．ライスヌードルの一般的な米含有
率が約５０％であることを考慮し，玄米のプロピコナゾー
ルの基準値０．１ppmから試算すると，ライスヌードルに
おける許容量は０．０５ppmであり，今回の検出値は許容量
以下であった．
３．野菜缶詰

マッシュルーム水煮缶詰はいずれも中国産であり，その
８検体中４検体から殺菌剤のジエトフェンカルブが０．０１～
０．０３ppm検出された．ジエトフェンカルブは浸透移行性
を有しているため１３），マッシュルーム内部に農薬が残留し
ていたと考えられる．また，ジエトフェンカルブは，オク
タノール水分配係数が３．０と比較的脂溶性が高く，さらに
１５０℃まで熱的に安定であるため１３），水煮加工において水
に溶出または分解することなく，マッシュルーム内に残留
したと推測される．標準的な缶詰の固形分率が約６０％で

表３ 輸入農産加工食品の農薬検出状況
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あることを考慮し，マッシュルームのジエトフェンカルブ
の基準値５．０ppmから試算すると，マッシュルーム缶詰
における許容量は３．０ppmであり，今回の検出値は許容
量以下であった．なお，平成２８年度にマッシュルームの
ジエトフェンカルブの基準値が０．０１ppmに改正されたこ
とから１４），今後は検出値の取扱に注意が必要である．
４．果実缶詰

中国産のもも缶詰１検体から有機リン系殺虫剤のクロル
ピリホスが０．０１ppm検出された．もも缶詰は果皮及び種
子が除去されシロップ漬けされていた．脂溶性の高いクロ
ルピリホスは果肉移行性は低いものの，果皮のクチクラ層
に溶け込むため，洗皮では除去されにくく，剥皮によりそ
の大部分が除去されると報告されている２）．もも缶詰から
クロルピリホスが検出された場合，剥皮工程において，ク
ロルピリホスが果皮から果肉へ移行したことがひとつの可
能性として考えられる．標準的な缶詰の固形分率が約６０％
であることを考慮し，もものクロルピリホスの基準値１．０
ppmから試算すると，もも缶詰における許容量は０．６ppm

であり，今回の検出値は許容量以下であった．
５．果実飲料

殺菌剤のピリメタニルがイタリア産ワイン２検体及びフ
ランス産ワイン１検体から０．０１～０．０２ppm，殺菌剤のテ
ブコナゾールがチリ産ワイン１検体から０．０２ppm検出さ
れた．ワインは果皮付きのぶどうを原材料とするため，農
薬が残留しやすい食品であると考えられる．これまでにも
フランス産ワインからピリメタニル１５）が，チリ産ぶどうか
らテブコナゾール１６）が検出された事例が報告されている．
これらの農薬は，原材料のブドウではともに１０ppmと高
い基準値で設定されており，小林らの方法１５）に準じて試算
したワインにおける許容量６．５ppmと比較すると，今回
の検出値は許容量以下であった．
６．豆菓子

４検体中２検体の中国産ローストピーナッツからクロル
ピリホスが０．０１～０．０２ppm検出された．クロルピリホス
は脂溶性が高いため，脂質の多いピーナッツ内部に移行し
やすかったと考えられる．また，クロルピリホスは加熱処
理を伴う調理工程を経ても残留しやすい農薬であるため６），
ロースト処理後でも残留したと考えられる．ピーナッツの
残留基準値は０．２ppmであり，ローストのみの加工であ
ることから，０．２ppmが許容量と考えられ，今回の検出値
は許容量以下であった．

要 約

２００９～２０１６年度にかけて，道内に流通する輸入農産加工
食品１６０検体について，１４４種類の残留農薬の検査を実施
した．その結果，２８検体から９種類の農薬が０．０１～０．０７ppm

の範囲で検出された．いずれの検体においても，製品ごと
に試算した残留許容量を超える農薬は検出されなかった．
イタリア産のパスタ類からピリミホスメチルが，中国産

のマッシュルーム缶詰からジエトフェンカルブが高い頻度

で検出された．また，ワインから農薬が検出される頻度も
高かった．マラチオン，クロルピリホスメチル及びクロル
ピリホスなどの有機リン系殺虫剤は，クラッカーやロース
トピーナッツなど，高温で加熱調理された製品から検出さ
れた．
今回の８年間にわたる検査結果によって，農薬残留の多

い食品及び残留性の高い農薬が明らかとなった．今後，こ
れらのデータを残留農薬検査へと活用していきたい．

本検査の実施にあたり，試料の入手にご協力いただいた
北海道保健福祉部健康安全局食品衛生課食品安全グループ
及び各道立保健所の関係諸氏に深謝いたします．
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