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作物残留性試験の例数及び既登録農薬の取り扱いについて（案）

【これまでの議論】

・例数は、作物の生産量、リスクの程度に応じて決定することとし、主要作物

は８例、準主要作物は４例、マイナー作物は２例を事務局から提示。

・第２回懇談会において、メンバーから、「例数については、実行性や生産現

場への影響に配慮すること。当会としては、圃場試験試験機関の能力を考慮

した実行性の観点のみならず、日本農業の実態、国土面積、作物の生産量・

栽培面積の観点から、１作物当たり 大４例を提案する。更に作物間の読み

替え、十分な移行期間の設定、残留基準値設定に係ることから他府省との合

意形成や、安全性に問題がない既存剤や既設定基準値についての取り扱いな

ど、種々の措置が必要。」との意見があり、また、他のメンバーから、「現

行の試験数 1,200 を拡充しても、将来的にも 2,000（年間 500 課題×４例）

が限界である」との意見あり。

１ 作物残留性試験例数の取扱いについて

（１）作物残留性試験例数を増加させた場合の対応について

（事前質問事項）

我が国における試験実施能力の問題から、新規農薬や適用作物の拡大に向け

た取組に支障を生じる可能性がある。これらに支障を生じさせないことに留意

すべきとした場合、以下のような対応が適切かどうか？また、適切でないと思

われる場合、どのような対応が適切と考えるか？

＜参考情報＞

野菜や果樹は登録剤に比較して申請件数が多く、また防除現場からの要望も

高い。今後も防除上の課題を考慮した取組みが必要と考える。

主要作物、準主要作物、マイナー作物

○それぞれの 低試験要求例数を定めることは適当か。さらに、この場合の

作物分類基準は何に基づくのが適切か？（例：生産量、栽培面積、摂食量等）。

（メンバーの意見）

・生産量の割に地域的な栽培の広がりを見せている作物があり、摂取量も必ず

しも生産実態と一致しないので、生産量で区分するのが合理的。

・摂取量が基本。

・地域特性のある作物（例：りんご-15 県程度）についての配慮が必要。

・生産量を基準に例数を規定し、生産地の偏りに応じて例数の軽減を図る。

・生産量、栽培面積、摂取量を総合的に検討して分類する必要がある。
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（論 点）

・メジャー作物について生産量、栽培面積、摂取量の各ファクター別に分類し

検討（→資料２）

・これまでのマイナー作物への分類は生産量（3 万 t 以下）のみに基づいて行

ってきたが、栽培面積、摂取量、摂取形態、経済的重要性も考慮すべきか。

・作物残留性試験の軽減を目的としてマイナー作物のグループ化を推進すべき

と考えるがどうか。

試験成績の読替

基準値設定にも関連するので、読替に関する判断については、厚生労働省に

も情報提供する。

①製剤間の試験成績読替について、例えば EU や JMPR では、水で希釈して散

布する製剤（マイクロカプセル剤は除く）において使用時期が収穫７日以前

までの場合は代替を認めているが、我が国でもこの考えを適用することは可

能か？

（メンバーの意見）

・製剤間での試験成績の読替は妥当。収穫７日前も合理的。

・妥当（７日前以前が妥当かどうかは要検討）

・散布剤は、剤型間による残留のばらつきが少ないため、収穫前日数にかかわ

らず読替は妥当。

・コスト面から考えて読替を認めてもよいのではないか。

（論 点）

・メンバーの意見を考慮すると、読替は可能と考えてよいか。

具体的な読替については、EU、JMPR での読替規定も考慮し、今後通知に反

映する予定（→資料３ ※ EU 及び JMPR の資料）。

②試験条件（農薬の使用時期、使用回数、使用量又は希釈倍数）間の読替につ

いて、例えば、米国、欧州、JMPR では、それぞれの± 25 ％の範囲（ただ

し、読替の項目は１項目のみ）であれば利用可能として、既に利用されてい

るところであるが、我が国でもこの考えを適用することは可能か？

（メンバーの意見）

・時期、回数、量は農薬残留に直接影響するので読替は難しいのでは。

・妥当。

・国際的にも GAP の± 25 ％ルールが導入されており、適用すべき。ただしマ

イナス方向については、残留性が高い条件で試験が実施されている場合には

慎重に判断すべき。



- 3 -

・読替の信頼性を保証できるなら可。

（論点）

・メンバーの意見を考慮すると、読替は原則可能と考える。ただし、GAP の

± 25 ％であっても残留量が大きく異なる場合は、科学的検討を加えた上で

判断するべきではないか。

具体的な読替については、EU、JMPR での読替規定も考慮し、今後通知に反

映する予定（→資料３ ※ EU 及び JMPR の資料）。

③作物間の試験成績読替について、外挿（他作物の残留データで当該作物の残

留程度を推定すること）を導入することは可能か？

（メンバーの意見）

・導入可能。

・妥当だが作物分類群の整理が必要。

・現在も一部の作物で適用されているが、欧米での運用をもとに広範に拡大す

べき。

・作物間の試験成績読替は疑問。

（論 点）

・外挿の導入にあたっては、作物の形態、使用方法、残留実態などを考慮した

グループ化及び外挿のルール決定が前提となる。今後は OECD ガイドライ

ン、Codex の食品分類等の動向も考慮する。

その他

○農産物の安全性が確保されることを前提に、作物残留試験における上記以外

の負担軽減のための提案はあるか？

（メンバーの意見）

・登録申請の収穫前日数（PHI）の１点分析を導入すべき。気象影響の少ない

施設栽培には更なる軽減を導入すべき。また、 も残留量が多い栽培条件で

の試験実施とし、その他の栽培条件での試験は不要とする。

（論 点）

・現在は、試験例数が２例であるので、減衰傾向を確認しているが、例数の増

加分においては、PHI の１点分析でよいのではないか。（＊ p.８も参照）

（２）海外で実施された作物残留性試験成績を受け入れるにあたっての条件検

討について

（事前質問事項）

農薬の登録には、我が国で実施した試験成績の活用が基本であるが、試験例
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数を８例とした場合、国内において圃場試験実施機関の数が十分に確保できな

いことが想定される。その不足分を補うため、海外で実施された試験成績を受

け入れることについて、どう考えるか。

なお、OECD において、作物残留性試験のテストガイドライン、海外試験成

績の利用等について現在検討中であり、2010 年頃にはその完成が見込まれて

いる。

一般的な条件

○我が国の GAP、栽培条件など一定のガイドラインをクリアしていれば、海

外試験成績は利用可能と考えるがどうか？

○海外試験成績の受け入れに向けたガイドラインを早急に整備する必要はある

か？

（メンバーの意見）

・一定のガイドラインをクリアしていれば問題ない。

・海外データでも一定のレベル以上のものは活用すべきだが、国内の試験成績

が不要というわけではない。

・一定の範囲での利用を可能とすべき。例数の規定と同時にガイドラインの整

備が必要。

・海外試験成績は利用してよいと思うが、ガイドラインを早急に整備する必要

がある。ただし、海外データの利用は要求する試験例数の半分までとする。

（論 点）

・我が国では、南北に長い亜寒帯から亜熱帯までの地域を１ゾーンとして作物

残留性試験を実施している現状から考えて、栽培条件に関して我が国の GAP
と同等であり、さらに栽培試験受け入れに関する一定のガイドラインをクリ

アしていれば、海外での試験成績の受け入れは問題ないのではないか。

・したがって、海外の試験成績の受け入れに関するガイドラインを早急に整備

する必要があるのではないか。

個別の検討条件

○ GAP（農薬の使用時期、使用回数、使用量又は希釈倍数）

・米国、欧州、JMPR では、それぞれの± 25 ％の範囲（ただし、読替の項目

は１項目のみ）であれば利用可能として、既に利用されているところである

ため、海外で実施された試験についても、我が国の GAP の± 25 ％の範囲で

あれば受け入れてもよいか？

・施設栽培であれば、ある程度の温度、湿度、日照時間など条件が規定できる

ので、利用可能として問題ないか？

・温度、降水量、日照時間は残留量に影響があるので、露地栽培には利用でき

ないと考えるが、利用できる条件はあるか？
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・病害虫や雑草の発生状況の違いを考慮する必要があるか？

（メンバーの意見）

・GAP がある程度の範囲に収まっていれば問題ない。

・妥当。

・基本的には同意するが、施設栽培は条件を緩和すべき。また、露地栽培は

気象条件にも配慮する必要がある。

（論 点）

・我が国の GAP と同等（± 25 ％の範囲）であれば、海外試験成績の受け入れ

は可能と考える。しかし、我が国での登録においては、我が国で行った残留

試験が必要であることから、海外試験成績の受け入れは半数未満とすべきで

はないか。

・ただし、気象や土壌の影響を受けないような栽培方法については、海外の試

験成績受け入れ例数を制限しなくてもよいのではないか。

○作物の品種

・稲でインディカとジャポニカを区別する必要はあるか。また、陸稲と水稲の

違いは考慮する必要があるか？

・日本の品種で試験を行うことが好ましいが、植物輸出検疫上問題が生じるこ

とが想定されるため、日本の品種以外で試験を行うことは問題ないか？

（メンバーの意見）

・陸稲と水稲は栽培条件や作物生理等が異なると思うので分けた方がよい。

・日本の品種での試験を必須とする必要はない。

・日本の品種以外での試験は作物間の読替に該当する。

（論 点）

・栽培法と作物の形態が日本のものに類似していれば、必ずしも我が国の品種

を要求しないこととしてよいのではないか。

・陸稲と水稲は異なる作物区分とする。

○栽培形態

・栽培方法は残留量に大きく影響することから、施設栽培と露地栽培、有袋栽

培と無袋栽培と両方の栽培方法がある作物については、施設栽培又は無袋栽

培を基本とすることでいいか？

・日本は海外に比べて栽植密度が高いが、密度を規定する必要はあるか？

・果樹の剪定等による違いをどうするか？

・茶の栽培において、日本では覆い下栽培が多いので、日よけのメッシュを規

定する必要はあるか？

・ぶどうの棚仕立てと垣根仕立ては区別しなくても問題ないか？
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（メンバーの意見）

・日本は残留量の多くなる施設栽培、無袋栽培が基本なので、それに合わせる。

・残留量に関連しない要因については考慮不要。

（論 点）

・残留量が多くなることが明らかな栽培条件であり、その栽培が一般的に実施

されているものであれば、その方法を選択して試験を実施する（例：施設栽

培、無袋栽培）。標準的な栽培法がいくつかあり、それぞれの残留量が不明

な場合は、代表的な２つの方法を選んで、作物残留性試験の例数の範囲内で、

それぞれの栽培法に基づく試験を行うことでよいか。

○収穫物の形態

・残留量に影響のある収穫物の大きさが、海外と日本では異なる場合があるた

め、大きさを規定する必要はあるか？

（メンバーの意見）

・著しく異なる場合は規定が必要。

・ある程度は考慮する必要がある。

・大きさを規定する必要がある。

（論 点）

・我が国での収穫物の大きさ及び GAP を考慮したガイドラインを設けるべき

ではないか。

（３）作物残留性試験例数の取扱いについて

（事前質問事項）

① 例数について、FAO マニュアルでは６～10例、米国では１～20例、EU
ではメジャー作物については16例（南北２ゾーンであり、１ゾーン当たり８

例）が要求されている現状にある。我が国においても、主要な作物について

は、８例以上の試験例数を 終的には要求することを目指すべきではない

か？

（メンバーの意見）

・試験例数を大幅に増やす必要性は低いと考える。生産現場における影響を充

分留意したものとすべき。

・例数の増加は避けられないが、４～８例と幅があり、どれも根拠に乏しい。

試験実施のキャパシティやコストを考慮すべき。

・２例で行われた試験結果における残留量の乖離状況、我が国における農薬の

散布形態を考えると、例数は欧米より少なめでよいのではないか。また、施

設栽培で実施される作物は例数を減免できるのではないか。

・国際公約を誠実に実行する必要性がある。日本の独自性や実行の困難性を強
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調することが、国民の安全・安心に対し科学的に応えることになるのか。

・基本は４例とし、その標準偏差が一定値を超える場合は例数を増やすなど対

応する。

・原則８例として、作物の種類やその生産量・消費量、栽培地域、使用方法等

を勘案する必要がある。

・国土面積、農業実態、食品の摂取量、病害虫防除手段の維持などを勘案して、

生産量を基にして２例（マイナー作物）から６例とする。

・メジャー作物については、８例以上の試験例数を要求する。

→（論点）は②の下に記載

（事前質問事項）

② 一方、水稲用除草剤や休眠期散布、水稲育苗箱施用のような明らかに収

穫期に残留程度が低いと想定できる場合や、使用基準上の使用濃度の２倍量

以上でも残留が認められない場合等は、例数は軽減できると考えるがどうか

？

（メンバーの意見）

・上記のような使い方は残留上ほとんど問題とならないので、例数軽

減（通常の半分程度）しても問題ない。

・EU や US でも収穫物に残留がない場合は例数の軽減がされているので、日

本でも軽減策の導入は必要である。

・上記の場合は例数を軽減してもよい。

（論点 ※①、②を合わせて）

・具体的な例数は前述の１の(1)主要作物、準主要作物、マイナー作物の考え

に基づき規定。ただし、マイナー作物は食品安全に関わるリスクが極めて小

さいと考えられることから、当面は従来どおり２例とする。また、グループ

化によって、全てのマイナー作物の試験を行わなくてもよくなるように検討

する。

・主要作物は原則６～８例としてはどうか。ただし国内試験成績は原則４例以

上としてはどうか。以下の措置を講ずることにより、申請者の負担を低減す

ることとしてはどうか。

a)製剤間での読替

b)試験条件間での読替

c)他作物への外挿

d)明らかに収穫期に残留程度が低いと想定できる場合、使用基準上の

使用濃度の２倍量以上でも残留が認められない場合等では、少ない

試験例数で確認（例：水稲用除草剤、水稲育苗箱施用剤、果樹休眠

期散布、野菜等種子消毒剤）。
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e)原則、減衰消長試験は８例中２例で行う。それ以外の試験は１点分

析試験として差し支えない。ただし、複数の時点での分析を妨げる

ものではない（＊収穫前日数（PHI）を変更した場合は、１点分析

の場合であれば、データが使えなくなるおそれがあることに留意）。

＜参考情報＞

①残留基準値（MRL）の設定について、JMPR や諸外国においては多くの作物

残留性試験成績を基に統計的な手法を活用することが広まっている。OECD
においてもこのような方法を奨励しているところである。しかしながら、我

が国においては通常２例しかないことから、統計処理はできない。したがっ

て、MRL を必要以上に大きくしている可能性があるが、場合によっては小さ

い可能性も否定はできない。FAO マニュアルでは、統計的手法を用いた MRL
設定に必要な例数を６～１０例としている。

②短期摂取量の算定においては、一日の摂取の 悪の事態を想定しなければ

ならない。８例以上の例数が提出されている場合は、摂取量の推定に複数の

個体を混合して得られる試料（通常の残留農薬検査でのサンプリング法）で

の 大残留量（Highest Residue:HR）を用いている。しかし、例数が２例であ

れば MRL を用いて摂取量を推定せざるを得ず、過大な推定摂取量となり、登

録できるはずの作物が登録できない場合が生じてしまう可能性がある。

（メンバーの意見）

・例数に応じた計算手法を導入すればよい。欧米においても３～４例で残留

基準値を設定している例がある。なお短期暴露評価について評価する農薬

の定義、評価を行うために必要な試験例数などについては別途検討すべき。

（４）試験例数適用の移行期間について

（事前質問事項）

例数を増加させる上では、上記（１）に示す対応が想定される中で、メンバ

ーからの意見にもあるとおり、移行期間の設定が必要と考えるがどうか？設定

するとしたら、どのような考えに基づき、どのくらいの長さが必要となるのか？

（メンバーの意見）

・ 低でも３年以上の移行期間を設けるべき。

・十分な移行期間が必要。

（論 点）

・通知改正後、３年間の移行期間を設けるべきではないか。
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２ 既登録農薬への試験例数の取り扱いの適用について

（事前質問事項）

すでに残留基準値が設定されている農薬に対する新たな作物残留性試験成績

の要求については、どのように考えればよいか？

（例：一定の期限を設定し、それまでにすべての農薬・対象農作物について追

加データを要求すべきか？ あるいは、対象作物や対象農薬毎に優先順位を付

けて順次データ整備を図るべきか？ 順次データを整備する場合、優先順位付

けのクライテリアは何か。）

（メンバーの意見）

・優先順位を付けて順次行うべき。

・基準値が設定されているものについて、改めて試験例数を満たす必要はない。

・原則的に既登録のものについて、追加データを要求する必要はない。

・過去に出された試験成績の信憑性確保のため、新たな試験成績で基準値確認

を行う必要があり、既登録農薬であっても、2010 年くらいを目途に新たな

データ要求を行うべき。

（論点）

・ARfD が設定されたものなど、リスクの高いものを優先して評価すること

としてはどうか。優先度の考え方については、今後懇談会で検討を行う。


