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１ 基準値を設定又は改正する理由 
飼料中のアルドリン及びディルドリンについては、平成 18 年 5 月に牧草並びに牛

等用、豚用及び鶏用飼料（配合飼料）に基準値が設定されている。 
現在の基準値は、暫定的に定められたものであることから、飼料中のアルドリン及

びディルドリン濃度の実態調査結果、食品健康影響評価結果（農薬評価書）等に基づ

き、飼料中のアルドリン及びディルドリンの基準値の見直しを検討した（暫定基準値の

見直し。平成 2 年 9 月 29 日飼料分科会飼料安全部会 家畜・養魚用飼料小委員会で審議

・答申済み。）。 
なお、アルドリン及びディルドリンは、国内外において使用されていない化学物質の

ため、評価に当たっては、汚染物質として評価する。 
 
２ 評価対象物質の概要 

（１）国内外における経緯 

アルドリン及びディルドリンは、国内においては 1954 年に農薬登録され、1975 年に失

効し、現在では使用されていない。1981 年に化審法（化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律（昭和 48 年法律第 117 号））により製造、輸入及び使用が禁止されている。 
海外においては、1970 年代以降、各国において使用の禁止や制限がされ、また、2004

年から POPs 条約（残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約）により、各国にお

いて製造及び使用が禁止されている。 
アルドリン及びディルドリンは、土壌中で分解されにくく、使用禁止等がされ、現在

でもディルドリンが食品等で検出されている。 
 
アルドリン 

構造式 ISO名 Aldrin 

 

IUPAC (1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-
hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-
dimethanonaphthalene (HHDN) 

CAS No. 309-00-2 

分子式 C12H8Cl6 

分子量 364.91 

水溶解度 0.011 mg/L（20℃） 

ｵｸﾀﾉｰﾙ-水
分配係数 

log Pow 6.50 
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ディルドリン 
構造式 ISO名 Dieldrin 

 

IUPAC (1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-
hexachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-6,7-
epoxy-1,4:5,8-dimethanonaphthalene (HEOD) 

CAS No 60-57-1 

分子式 C12H8Cl6O 

分子量 380.91 

水溶解度 0.110 mg/L（20℃） 

ｵｸﾀﾉｰﾙ-水
分配係数 

log Pow 6.2 

 
（２）国内外における飼料及び食品・飼料双方に使用される農作物に対する基準値 

「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」（昭和 28 年法律第 35 号）に基

づき、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」（昭和 51 年農林省令第 35 号）

において表 1 のとおり、牧草並びに牛（及びめん羊、山羊、しか）、豚及び鶏（及びう

ずら）用飼料（配合飼料等）に対して基準値が定められている。 
海外では、米国、豪州において不検出とされている。なお、Codex 委員会では、Cereal 

grains において基準値（EMRL：外因性最大残留基準）が設定されている（表 1）。 
規制対象物質（基準値の対象物質）は、日本及び Codex 委員会では農産物（飼料も含

む。）及び畜産物ともにアルドリン及びディルドリンとしている。 
 

表 1 主要な飼料の基準値 （ppm 又は mg/kg） 

飼料 
日本 国際基準

（Codex） 飼料 食品 

オオムギ（種子） 

－ 

0.02 0.02 

トウモロコシ（種子） 0.02 0.02 

マイロ（種子） 0.02 0.02 

コムギ（種子） 0.02 0.02 
ライムギ（種子） 0.02 0.02 

エンバク（種子） 0.02 0.02 

玄米 0.01 － 
牧草 0.02  － 

牛、めん羊、山羊及びしか用飼料 0.02 
－ 

－ 
豚用飼料 0.02 － 
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鶏及びうずら用飼料 0.02 － 

  ※基準値は、アルドリンとディルドリンの和 

 
（３） 耐容一日摂取量 

食品安全委員会では、アルドリンについては、ラットを用いた慢性毒性試験の最小毒

性量（LOAEL）の0.025 mg/kg 体重を根拠として、不確実係数1,000で除した、

0.000025 mg/kg 体重/日を耐容一日摂取量（TDI: Tolerable daily intake）と設定し、

ディルドリンについては、イヌを用いた慢性毒性試験及びラットを用いた慢性毒性/発が

ん性併合試験の無毒性量である0.005 mg/kg 体重を根拠として、不確実係数100で除し

た、0.00005 mg/kg 体重/日をTDIと設定している。また、暴露評価対象物質（ヒトで

の摂取量評価に用いる対象物質）を農産物及び畜産物ともにアルドリン及びディルドリ

ンとしている。 
JMPR（1995年）では、従前に評価したアルドリン又はディルドリンのADI 0.0001 

mg/kg 体重（イヌを用いた慢性毒性試験0.025 mg/kg 体重及びラットを用いた慢性毒

性試験の無毒性量の0.025 mg/kg 体重を根拠）をPTDI（暫定耐容一日摂取量：

Provisional tolerable daily intake）とし、暴露評価対象物質を農産物及び畜産物とも

にアルドリン及びディルドリンとしている。 
  

（食品安全委員会） 
TDI    アルドリン  0.000025 mg/kg 体重/日 

ディルドリン 0.00005 mg/kg 体重/日 
 

（４）半減期等 

アルドリンは、太陽光、土壌中の微生物や動物の体内でディルドリンに代謝（エポキ

シ化）されることが知られている（ATSDR, 2002）。 
土壌でのアルドリンの半減期は、土壌組成により 1.5 年～5.4 年であり、また、ディ

ルドリンの半減期は、0.6 kg ai/ha で平均 2.6 年、2.2 kg ai/ha で平均 4.1 年、9.0 kg 
ai/ha で平均 12.5 年であったとの報告がされている（Jorgenson, 2001）。 

 
３ 分析法 

（１）飼料 

飼料中のアルドリン及びディルドリンの分析法は、「飼料分析基準の制定について」（平

成 20 年 4 月 1 日付け 19 消安第 14729 号農林水産省消費・安全局長通知）により定めら

れている（表 2）。 
 

（ガスクロマトグラフ質量分析計による一斉分析法の概要） 

試料からアセトニトリルで抽出し、多孔性ケイソウ土カラム、GPC（ゲル浸透クロマト

グラフィー）カラム、グラファイトカーボン／アミノプロピルシリル化シリカゲル積層ミ
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ニカラム、合成ケイ酸マグネシウムミニカラムの順で分離・精製して、GC-MS で測定す

る。 
 

（有機塩素系及び酸アミド系農薬のガスクロマトグラフによる系統的分析法の概要） 

試料からアセトニトリル／水（3:1）、更にアセトニトリルを加えて抽出し、多孔性ケイ

ソウ土カラム、GPC カラム、合成ケイ酸マグネシウムミニカラムの順で分離・精製して、

GC-ECD で測定する。 
 

（有機塩素系農薬のガスクロマトグラフによる同時分析法の概要） 

試料からアセトニトリル／水（13:7）で抽出し、塩化ナトリウム溶液とヘキサンで分配

精製し、ケイ酸マグネシウムカラムで分離・精製して、GC-ECD で測定する。 
 

表2  飼料中のアルドリン・ディルドリンの分析法 

分析法 
分析対象物

質 

分析 

対象 

定量下限 

（mg/kg） 

検出限界 

（mg/kg） 

添加濃度 

（mg/kg） 

回収率 

（%） 

RSD 

（%） 

ガスクロマトグラフ

質量分析計による一

斉分析法（GC-
MS） 

アルドリン 
 

配合飼料 
穀類 
乾牧草 
稲ワラ等 

0.05 0.02  

配合飼料（繰返し 各 3） 

0.05 98.0 6.3 

0.1 84.1 3.6 

0.5 103.2 12.9 

乾牧草（繰返し 各 3） 

0.05 113.4 9.7 

0.1 93.4 0.4 

0.5 80.0 6.8 

ディルドリ

ン 

0.05 0.02 

配合飼料（繰返し 各 3） 

0.05 100.6 5.4 

0.1 93.0 5.6 

0.5 104.2 11.2 

乾牧草（繰返し 各 3） 

0.05 112.2 3.4 

0.1 106.4 8.0 

0.5 86.4 2.9 

有機塩素系及び酸ア

ミド系農薬のガスク

ロマトグラフによる

系統的分析法（GC-

アルドリン 
 

0.002 － 

鶏用配合飼料（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 86.7-108.7 3.6 

豚用配合飼料（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 84.7-92.3 6.0 
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ECD） 乾牧草（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 85.3-97.3 4.6 

ディルドリ

ン 

0.002  

鶏用配合飼料（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 88.0-92.7 5.0 

豚用配合飼料（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 86.0-93.0 4.2 

乾牧草（繰返し 各 3） 

0.01-0.1 84.3-92.7 3.9 

有機塩素系農薬のガ

スクロマトグラフに

よる同時分析法

（GC-ECD） 

アルドリン 
 

配合飼料 
穀類 

0.006 － 

トウモロコシ 

0.01-0.1 79.6-84.4 14.9 

配合飼料 

0.01-0.1 73.7-74.2 4.2 

ディルドリ

ン 
0.006 － 

トウモロコシ 

0.01-0.1 105.6-109.4 9.0 

配合飼料 

0.01-0.1 99.4-105.8 4.9 

 

（２）畜産物 

畜産物中のアルドリン・ディルドリンの分析法は、「食品に残留する農薬、飼料添加物

又は動物用医薬品の成分である物質の試験法について」（平成 17 年 1 月 24 日付け食安発

第 0124001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知）において定められている（表 3）。 
 

（GC-MS による農薬等の一斉試験法の概要） 
試料からアセトン及び n-ヘキサン（1:2）混液で抽出（乳、卵の場合はアセトニトリル

で抽出）し、GPC 及びエチレンジアミン-N-プロピルシリル化シリカゲルカラムで精製（肝

臓及び腎臓の場合はシリカゲルカラムによる精製を追加）し、GC-MS で測定する。 
 

表3  畜産物中のアルドリン・ディルドリンの分析法 

分析法 分析対象物質 
分析 
対象 

定量下限

（mg/kg） 

GC-MS による農薬等の一

斉試験法 
アルドリン・ディルドリン 畜産物 

ｱﾙﾄﾞﾘﾝ 0.003 
ﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ 0.01 

※ 当該分析法の回収率と RSD は１試験場のみのため公開されていない（今後、複数試験場で実施予定）。 
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４ 汚染実態 

（１）飼料 

飼料中のアルドリン及びディルドリンについては、FAMIC（独立行政法人農林水産消費

安全技術センター）においてモニタリング検査が実施されている。2000 年度以降では、

2004 年度まで稲ワラ等において検出されていたが、2005 年度以降は古畳ワラを除いて検

出されていない。 
 

表 4  FAMIC におけるモニタリング検査結果 
年度 検出数／検査数 検出濃度（mg/kg） 飼料の種類（検出されたもの） 

2000 0/125 － － 

2001 1/84 0.238 稲ワラ 

2002 4/98 0.011, 0.012, 0.096, 0.114 稲ワラ 

2003 4/75 0.003, 0.006, 0.008, 0.016 稲ワラ 

2004 5/101 0.006, 0.008, 0.011, 0.015, 
0.530 

稲ワラ(4), ヨモギ(1) 

2005 0/95 － － 

2006 0/418 － － 

2007 2/602 0.003 古畳ワラ 

2008 2/600 0.003, 0.012 古畳ワラ 

2009 0/539 － － 

2010 5/520 0.004, 0.009(2), 0.110, 0.920 古畳ワラ 

2011-2017 0/2978 － － 

アルドリン及びディルドリンの和。未検出は、検出限界未満 

定量下限：0.002-0.02 mg/kg 

 

（２）食品 

 食品中のアルドリン・ディルドリンについては、自治体、厚生労働省検疫所等でモニタ

リング検査が実施されており、2016 年度でもカボチャで検出されている（アルドリン・デ

ィルドリンは、カボチャ、キュウリなどのウリ科作物で吸収されやすいことがわかってい

る。）。牛、豚、鶏の筋肉及び脂肪では、2007－16 年度において検出されていない。 
 

○ カボチャ（スカッシュを含む。） 

年度 アルドリン アルドリン及びディルドリン 
検出数／検査数 検出範囲 検出数／検査数 検出範囲 

2007-16 0/562 － 34/700 0.006-0.1 

 各機関の結果を集約したものであることから、定量下限は一定ではない。 
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○ きゅうり（ガーキンを含む。） 

年度 アルドリン アルドリン及びディルドリン 

検出数／検査数 検出範囲 検出数／検査数 検出範囲 

2007-16 0/239 － 15/1037 0.008-0.014 

 各機関の結果を集約したものであることから、定量下限は一定ではない。 

 

○ 玄米 

年度 アルドリン アルドリン及びディルドリン 

検出数／検査数 検出範囲 検出数／検査数 検出範囲 

2007-16 0/256 － 0/529 － 

各機関の結果を集約したものであることから、定量下限は一定ではない。 

 

５ 規制対象物質及び暴露対象物質 

（１）規制対象物質 

規制対象物質については、アルドリンは、太陽光、細菌、動物などの代謝によりディル

ドリンになることが知られている。また、飼料のモニタリング結果では、アルドリン及び

ディルドリンかは判別されていないが検出されている。食品のモニタリング結果では、ウ

リ科の作物でディルドリンが検出されている。 
飼料の分析法では、アルドリン及びディルドリンの分析が可能となっている。 
これらのことから、規制対象物質は、アルドリン及びディルドリンとする。なお、飼料

中の規制対象物質は、食品衛生法の対象物質と同一となった。 
 

（飼料安全法） 
規制対象物質   ：飼料  アルドリン及びディルドリン 

 
（食品衛生法） 
規制対象物質   ：農畜産物 アルドリン及びディルドリン 

 
（２）暴露評価対象物質 

暴露評価対象物質（ヒトでの摂取量評価に用いる対象物質）については、アルドリン及

びディルドリンの毒性はほぼ同等であることがわかっている。このため、暴露評価対象物

質は、アルドリン及びディルドリンとする。 
なお、畜産物中の暴露評価対象物質は、食品安全委員会及び食品衛生法における対象物

質と同一となった。 
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（飼料安全法） 
暴露評価対象物質 ：畜産物 アルドリン及びディルドリン 

 
（食品安全委員会、食品衛生法） 
暴露評価対象物質 ：農畜産物 アルドリン及びディルドリン 
 

６ 飼料中の基準値の検討 

飼料中のアルドリン及びディルドリン汚染実態調査（表 5）において、2004 年度までに

稲ワラ等において検出されていたが、2005 年度以降飼料（古畳ワラを除く。以下同じ。）

では検出されていない。 
一方、食品では、近年においても、アルドリン及びディルドリンを吸収しやすいウリ科

作物で検出されており、土壌中にディルドリンが残存していることが示唆される。 
このため、アルドリン及びディルドリンについては、近年飼料では検出されていないが、

引き続き、飼料中の基準値を設定してリスク管理を行っていくこととする。 
 
基準値を設定する飼料の種類は、基準値を設定するために必要なサンプル数がある乾牧

草、牛用配合飼料、豚用配合飼料及び鶏用配合飼料について検討することとする（現行で

も基準あり。）。 
また、基準値を設定するためのサンプル数が少ないが、検出事例があることから稲ワラ

等にも基準値を設定することを検討する。 
 
古畳の飼料利用については、局長通知により、基本的に飼料利用しないよう指導して

いる（平成 14 年 4 月 10 日付け 14 生畜第 185 号農林水産省生産局長通知）。 
 
 
表 5  飼料の種類ごとの汚染実態調査結果（2000～2017 年度） 
飼料の種類 検出数／検査数 検出範囲（mg/kg） 

乾牧草 0/642  

配合飼料 0/2917  

 牛用配合飼料 0/1529  

豚用配合飼料 0/356  

鶏用配合飼料 0/982  

混合飼料等 0/50  

穀類 0/502  

  オオムギ 0/205  

トウモロコシ 0/349  
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ソルガム 0/62  

コムギ 0/57  

ライムギ 0/17  

エンバク 0/8  

稲ワラ (2000-2009 年度) 13/68 (19.1%) 2001 年：0.238 
2002 年：0.011, 0.012, 0.096, 0.114 
2003 年：0.003, 0.006, 0.008, 0.016 
2004 年：0.006, 0.008, 0.015, 0.530 

     検出数/検査数の欄の括弧内は検出率。 

 

（１） 乾牧草 

乾牧草については、モニタリング検査点数が 642 点ある。違反率を 0.5%（99.5%ile、
信頼水準 95%）までとした場合の基準設定に必要な 598 点以上 １あることから、違反

率を 0.5%から 5%とした場合の基準値案は以下のとおりとなった。 
Codex 委員会等での汚染物質の基準の検討においては、違反率は通常 2-3%とされ

ているが、いずれの違反率においても基準値案は 0.02 mg/kg であることから、基準値

案は 0.02 mg/kg とする。 
 

違反率 パーセンタイル値 基準値案 

0.5% (99.5%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

1% (99%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

2% (98%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

3% (97%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

5% (95%ile) <0.02 ※ 0.02  mg/kg 
※ 一斉分析法の検出限界値 

 

 
 

１ （参考）95%信頼水準における違反率と必要サンプル数 

違反率（%） パーセンタイル 必要サンプル数 

0.5 99.5 598 

1 99 299 

2 98 149 

3 97 99 

5 95 59 

※ サンプル数と違反率の関係は、二項分布の式（1-q≥(1-p)n  p:違反率、q:信頼水準、n:サンプル数）から算出 
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なお、畜産物の基準値、HR 及び STMR の算出に用いる値は、乾牧草においてアル

ドリン及びディルドリンはこれまで検出されていないことから、0 mg/kg とする。 
 
牧草の基準値案            ：0.02 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 
畜産物の基準値推定、HR 及び STMR：  0 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 
 

（２） 配合飼料 

牛、豚及び鶏用配合飼料については、モニタリング検査点数が牛用で 1,529 点、豚

用で 356 点、鶏用で 982 点ある。違反率を 1%（99%ile、信頼水準 95%）までとした

場合の基準設定に必要な 299 点以上あることから、違反率を 1%から 5%とした場合の

基準値案は以下のとおりとなった。 
 

違反率 パーセンタイル値 基準値案 

1% (99%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

2% (98%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

3% (97%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 

5% (95%ile) <0.02 ※ 0.02 mg/kg 
※ 一斉分析法の検出限界値 

 

Codex 委員会等での汚染物質の基準の検討においては、違反率は通常 2-3%とされ

ているが、いずれの違反率においても基準値案は 0.02 mg/kg であることから、基準値

案は 0.02 mg/kg とする。 
 

また、畜産物の基準値、HR 及び STMR の算出に用いる値は、配合飼料においてア

ルドリン・ディルドリンは 2000 年度以降検出されていないことから、0 mg/kg とす

る。 
 
牛、豚及び鶏用等配合飼料の基準値案：0.02 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 
畜産物の基準値推定、HR 及び STMR：   0 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 

 
（３） 稲ワラ、稲発酵粗飼料及び籾米 

稲ワラについては、2000 年度から 2009 年度までに 68 件検査され、13 点検出され

ている（濃度範囲：0.003 mg/kg -0.530 mg/kg、2005 年度以降検出なし。）。 
 
稲ワラでのアルドリン及びディルドリンの検出事例で、0.02 mg/kg 以上検出され

ている事例は、0.238 mg/kg（2001 年度）、0.114 mg/kg（2002 年度）、0.530 mg/kg
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（2004 年度）である。ディルドリンの土壌中での半減期を約 2.6 年間とした場合、

稲ワラでの検出事例（2004 年度）以降、1/64 の濃度に減衰（6 半減期経過）してい

ると推定されるため、稲ワラで 0.02 mg/kg を超える濃度のものが検出される可能性

は低いと考えられる。 
このことから、稲ワラの基準値案は、0.02 mg/kg とする（一斉分析法の検出限界

値）。 
 
稲発酵粗飼料（稲 WCS）については、稲ワラよりも水分含量（60%～70%）が多

いため、水分含量が少ない稲ワラ（10%前後）よりもアルドリン及びディルドリンの

濃度は低いと推定されることから、稲ワラの最大濃度の 0.02 mg/kg を超える濃度の

ものが検出される可能性は低いと考えられる。 
このことから、稲発酵粗飼料の基準値案は、0.02 mg/kg とする（一斉分析法の検

出限界値）。 
 
籾米については、飼料でのモニタリング検査結果はない。食品の玄米でのモニタリ

ング検査でもこれまで検出された事例はない（検出数/検査数＝0/785）。これらのこ

とから、籾米中のアルドリン及びディルドリンの濃度が稲ワラ等の基準値案 0.02 
mg/kg を超える可能性は低いと考えられるため、籾米の基準値案は 0.02 mg/kg（一

斉分析法の検出限界値）とする。 
 
なお、食品衛生法の玄米の基準値は、Codex 委員会の基準値を踏まえて 0.02 ppm

（mg/kg）としている。 
 
また、畜産物の基準値、HR 及び STMR の算出に用いる値は、稲ワラ等において

アルドリン及びディルドリンは 2005 年度以降検出されていないことから、0 mg/kg
とする。 
 
稲ワラ、稲発酵粗飼料、籾米の基準値案：0.02 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 
畜産物の基準値推定、HR 及び STMR ：   0 mg/kg（アルドリン及びディルドリン） 

 
７ 畜産物中の残留濃度の推定 

 飼料中のアルドリン及びディルドリンの最大残留濃度は、0 mg/kg と算出されたため、

畜産物中のアルドリン及びディルドリン等の残留濃度は 0 mg/kg と推定された。 
このことから、牧草、配合飼料、稲ワラ等の飼料により食品衛生法のアルドリン及びデ

ィルドリンの畜産物の基準値を超える可能性は低いと考えられ、また、ヒトへの健康に影

響を与える可能性も低いと考えられる。 
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（参考） 
食品衛生法の畜産物の基準値：牛、豚及び鶏の筋肉      ：0.01 ppm（一律） 

                              牛、豚及び鶏の肝臓、腎臓：0.01 ppm（一律） 
               牛、豚及び鶏の脂肪      ：0.2 ppm 
                      乳        ：0.006 ppm 
                      卵        ：0.1 ppm  
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８ まとめ 

アルドリン及びディルドリンについて、汚染実態調査結果等から飼料中の基準値を検

討した。 
（１）規制対象物質は、アルドリン及びディルドリンとした。 

（２）アルドリン及びディルドリン等の汚染実態調査結果等から、基準値案を下表のと

おりとする。 

（３）飼料中のアルドリン及びディルドリンの最大残留濃度から、畜産物中の残留濃度

を推定した結果、食品衛生法に基づく畜産物の基準値を超える可能性は低いと推定さ

れた。また、ヒトの健康に影響を与える可能性も低いと考えられた。 

 

飼料又は飼料原料 

基準値（mg/kg） 
（規制対象物質：アルドリン及びディ

ルドリン） 

見直し前 見直し後 

牛、馬、めん羊、山羊及びしか用飼料 0.02 0.02 

豚用飼料 0.02 0.02 

鶏及びうずら用飼料 0.02 0.02 

牧草 0.02 0.02 

稲わら （新設） 0.02 

稲発酵粗飼料 （新設） 0.02 

籾米 （新設） 0.02 
下線部分は改正部分。馬用飼料の基準値については、令和 2 年 12 月 1 日以降に適用。 
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＜別紙：用語・略語＞ 
 

用語 英語 日本語等 

ATSDR Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry 

米国有害物質・疾病登録局 

EMRL Extraneous Maximum Residue Limit 外因性最大残留基準 

GC-ECD Gas Chromatography coupled with 
Electron Capture Detector 

電子捕獲型検出器付きガスクロマト

グラフィー 
HR Highest Residue 残留試験で得られた残留農薬濃度の

最大値 
ISO International Organization for 

Standardization 
国際標準化機構 

IUPAC International Union of Pure and 
Applied Chemistry 

国際純正・応用化学連合 

log Pow Octanol-water Partition Coefficient 
as Logarithm 

オクタノール-水分配係数（対数値） 

LOQ Limit of Quantification 定量下限 

PTDI Provisional tolerable daily intake 暫定耐容一日摂取量 

TDI Tolerable daily intake 耐容一日摂取量 

RSD Relative Standard Deviation 相対標準偏差 

稲 WCS 稲 Whole Crop Silage 稲発酵粗飼料 
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