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ペラルゴン酸

I．農薬の製造に用いられる農薬原体の規格（案） 

有効成分 

一般名 化学名 構造式 含有濃度 

ペラルゴン酸 nonanoic acid 890 g/kg 以上 

農薬原体中のペラルゴン酸の分析法 

ペラルゴン酸の農薬原体をアセトンに溶解し、ガスクロマトグラフ（GC）により分離し、

水素炎イオン化検出器（FID）によりペラルゴン酸を検出及び定量する。定量には内部標準法

を用いる。 

資料９-２ 
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II. ペラルゴン酸の農薬原体の組成に係る評価概要 

 

1. 申請者 

 日産化学株式会社 

 

2. 有効成分の基本情報 

2.1 登録名 ペラルゴン酸 

 

2.2 一般名 pelargonic acid（ISO） 

 

2.3 化学名 

IUPAC 名： 

 

CAS 名 ： 

 

nonanoic acid 

 

nonanoic acid 

 (CAS No.112-05-0) 

 

2.4 コード番号 該当なし 

 

2.5 分子式、構造式、分子量 

分子式 

 

：C9H18O2 

構造式  

 

 

分子量 158.24 
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3. 有効成分の物理的・化学的性状 

 

表 3-1：有効成分の物理的・化学的性状 

試験項目 
純度 

(%) 
試験方法 試験結果 資料 

蒸気圧 100 文献値 

0.9 Pa (20 ℃) 

1.4 Pa (25 ℃) 

10.6 Pa (50 ℃) 

3-1 

融点 99.5 文献値 11.7～12.5 ℃ 3-1 

沸点 99.5 文献値 258.4 ℃ 3-1 

溶 

 

解 

 

度 

水 ‐ 文献値 0.169～0.415 g/L (20 ℃、pH3～5) 3-1 

有 

機 

溶 

媒 

ヘプタン 

‐ 文献値 

>250 g/L (20 ℃) 

3-1 

キシレン >250 g/L (20 ℃) 

ジクロロエタン >250 g/L (20 ℃) 

アセトン >250 g/L (20 ℃) 

メタノール >250 g/L (20 ℃) 

酢酸エチル >250 g/L (20 ℃) 

解離定数 92.0 文献値 pKa=4.9 (20 ℃) 3-1 

1-オクタノール／水分配係数 

(log Pow) 
- 文献値 3.52 (25 ℃、pH7) 3-1 

加水分解性 - 文献値 安定 3-2 

水中光分解性 - 文献値 安定 3-2 

紫外可視吸収 

(UV/VIS) 

スペクトル 

‐ 

試験省略 

（化学構造上、ほとんど紫外吸収がないと考えられるた

め） 

‐ 

 

4. 農薬原体の組成分析 

ペラルゴン酸の農薬原体の組成分析に用いられた分析法は、ペラルゴン酸及び 1 g/kg 以上

含有されている不純物について、選択性、検量線の直線性、精確さ及び併行精度が確認され

ており、科学的に妥当であった。 

農薬の製造に用いられる農薬原体の組成分析において、定量された分析対象の含有濃度の

合計は 987～1001 g/kg であった。 
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5. 有効成分の毒性 

ペラルゴン酸の農薬原体を用いた遺伝毒性試験の結果概要を表 5-1 に示す。 

 

表 5-1：有効成分の毒性試験の結果概要 

遺伝毒性 

試験 試験系 試験濃度 結果 

復帰突然変異（Ames） 

農薬原体 

Lot. T12G20X001、純度 96.7 % 

GLP （資料 5-1） 

Salmonella typhimurium 

(TA98､TA100､TA1535､TA1537 株) 

Escherichia coli 

(WP2 uvrA-株) 

9.77~5000 μg/ﾌﾟﾚｰﾄ (-S9) 

39.1~5000 μg/ﾌﾟﾚｰﾄ (+S9) 

陰性 

 

ペラルゴン酸は、環境省の非食用農作物専用農薬安全性評価検討会において評価がなされ

ており、EU（欧州連合）及び US EPA（米国環境保護庁）の評価結果も参照して、農薬とし

て想定し得る使用方法に基づき使用される限りにおいて、ヒトの健康を損なうおそれがない

ことが明らかであるとされている。 

 

環境省による評価 

（URL：http://www.env.go.jp/council/10dojo/y104-53b.html） 

 

6. 不純物の毒性 

農薬の製造に用いられるペラルゴン酸の農薬原体中に含有されている不純物には、考慮す

べき毒性を有する不純物は認められなかった。 

 

7. 農薬原体の同等性 

農薬の製造に用いられるペラルゴン酸の農薬原体と毒性試験に用いられた農薬原体は、そ

の組成及び毒性を比較した結果、同等であった。 

 

http://www.env.go.jp/council/10dojo/y104-53b.html
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評価資料 

 

資料 

番号 
報告年 

表題、出典（試験施設以外の場合） 

試験施設、報告書番号 

GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無 

提出者 

 2021 

農薬原体の組成に係る審査報告書 ペラルゴン酸 

農林水産省消費・安全局農産安全管理課、独立行政法人農林水産消費安全技術セン

ター 

未公表 

－ 

 2015 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 ペラルゴン酸及びペラル

ゴン酸カリウム塩、平成 27 年 11 月 12 日 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員

会（第 48 回）資料 

公表 

－ 

3-1 2010 

EU Directive 98/8/EC concerning the placing biocidal products on the market 

Assessment Report 

公表 

日産化学(株) 

3-2 2010 

Summary of Product Chemistry, Environmental Fate, and Ecotoxicity Data for the 

Pelargonic acid Registration Review Decision Document 

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

公表 

日産化学(株) 

3-3 2013 

ペラルゴン酸標準品の IR スペクトル測定 

日産化学工業株式会社、2013-1569 

未公表 

日産化学(株) 

3-4 2013 

ペラルゴン酸の核磁気共鳴スペクトル及び質量スペクトル 

日産化学工業株式会社、NCI-2013-086 

GLP、未公表 

日産化学(株) 

4-1 2013 

ペラルゴン酸原体のバッチ分析 

日産化学工業株式会社、NCI-2013-082 

GLP、未公表 

日産化学(株) 

4-2 2019 

ペラルゴン酸原体のバッチ分析 

日産化学工業株式会社、NCI-2018-203 

GLP、未公表 

日産化学(株) 

5-1 2013 
ペラルゴン酸の細菌を用いる復帰突然変異試験 

GLP、未公表 
日産化学(株) 

 

 




