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オーケストラ粉剤ＤＬ－I. 申請に対する登録の決定 

I. 申請に対する登録の決定 

1. 登録決定に関する背景 

1.1 申請 

農林水産大臣は、農薬取締法の一部を改正する法律（平成 30 年法律第 53 号）第 2 条の規定に

よる改正前の農薬取締法（昭和 23 年法律第 82 号。以下「旧農薬取締法」という。）に基づき、平

成 31 年 2 月 21 日、新規有効成分ベンズピリモキサンを含む製剤（オーケストラ粉剤 DL（ベ

ンズピリモキサン 0.50 %粉剤））の登録申請を受けた。 

本剤に含有されている新規有効成分ベンズピリモキサンは害虫の防除において特に必要性が高

いことから、旧農薬取締法第 3 条第 6 項に規定する優先審査の対象として審査を行った。 

 

1.2 提出された試験成績及び資料の要件の確認 

オーケストラ粉剤 DL の申請に際して提出された試験成績及び資料は、以下の通知に基づ

く要求項目及びガイドラインを満たしていた。 

 

・農薬の登録申請に係る試験成績について 

（平成 12 年 11 月 24 日付け 12 農産第 8147 号農林水産省農産園芸局長通知） 

・「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用について 

（平成 13 年 10 月 10 日付け 13 生産第 3986 号農林水産省生産局生産資材課長通知） 

・農薬の登録申請書等に添付する資料等について 

（平成 14 年 1 月 10 日付け 13 生産第 3987 号農林水産省生産局長通知） 

・「農薬の登録申請書等に添付する資料等について」の運用について 

（平成 14 年 1 月 10 日付け 13 生産第 3988 号農林水産省生産局生産資材課長通知） 

 

1.3 農薬登録要件（農薬取締法第 4 条第 1 項）との関係 

オーケストラ粉剤 DL について審査を行った結果、旧農薬取締法第 4 条第 1 項各号に該当

する事例は、認められなかった。 

 

2. 登録の決定 

農林水産大臣は、農薬取締法に基づき、オーケストラ粉剤 DL（ベンズピリモキサン 0.50 %

粉剤）を令和 2 年 9 月 14 日に以下のとおり登録した。 

 

オーケストラ粉剤ＤＬ 

登録番号 

第 24425 号 

 

農薬の種類及び名称 

種類  ベンズピリモキサン粉剤 

名称  オーケストラ粉剤ＤＬ 
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物理的化学的性状 

類白色粉末 45 µm 以下 浮遊性指数 20 以下 

 

有効成分の種類及び含有量 

5-(1,3-ｼﾞｵｷｻﾝ-2-ｲﾙ)-4-[4-(ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙ)ﾍﾞﾝｼﾞﾙｵｷｼ]ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ  ･･･････････ 0.50 % 

 

その他の成分の種類及び含有量 

鉱物質微粉、凝集剤等      ･･･････････ 99.5 % 

 

適用病害虫の範囲及び使用方法 

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用 
方法 

ﾍﾞﾝｽﾞﾋﾟﾘﾓｷｻﾝを含む 
農薬の総使用回数 

稲 
ｳﾝｶ類幼虫 

ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ幼虫 
3~4 kg/10 a 収穫 7 日前まで 3 回以内 散布 3 回以内 

 

使用上の注意事項 

1）本剤はできるだけ飛散を少なくするように製剤されており、一般の粉剤に比べ見かけ

比重がやや大きく、流動性が良いので、散布の際は散粉機の開度を一目盛程度しぼっ

て散布すること。 

2）本剤は成虫を直接殺す作用がないので、幼虫主体の時期に散布するのが望ましい。ま

た、その場合、薬剤散布後も幼虫は直ちに死亡せず、死亡までに数日を要するので十分

留意すること。 

3）成虫の防除を必要とする場合には、成虫に有効な薬剤と組み合わせて使用すること。 

4）本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、

特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望まし

い。 

 

人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法 

1）散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 

作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換

すること。 

2）作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。 

3）かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。 

 

水産動植物に有毒な農薬については、その旨 

水産動植物（魚類）に影響を及ぼすので、養魚田では使用しないこと。 
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引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農薬については、その旨 

通常の使用方法ではその該当がない。 

 

貯蔵上の注意事項 

直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管するこ

と。 

 

販売する場合にあっては、その販売に係る容器又は包装の種類及び材質並びに内容量 

1 kg、3 kg、4 kg、5 kg、10 kg、20 kg 

各クラフト紙袋又はクラフト加工紙袋入り 
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II. 審査結果 

1. 基本情報 

1.1 申請者 

日本農薬株式会社 

 

1.2 製造者 

日本農薬株式会社 

（製造場） 

（株）ニチノーサービス 福島事業所 

（株）ニチノーサービス 佐賀事業所 

 

1.3 種類及び名称 

種類名：ベンズピリモキサン粉剤 

名称：オーケストラ粉剤ＤＬ 

 

1.4 組成 

1.4.1 有効成分 

ベンズピリモキサン 

5-(1,3-ｼﾞｵｷｻﾝ-2-ｲﾙ)-4-[4-(ﾄﾘﾌﾙｵﾛﾒﾁﾙ)ﾍﾞﾝｼﾞﾙｵｷｼ]ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾝ  ･･･････････ 0.50 % 

 

1.4.2 その他成分 

鉱物質微粉、凝集剤等      ･･･････････ 99.5 % 

 

1.5 剤型 

粉剤 

 

1.6 用途 

殺虫剤 

 

1.7 分類及びラベル表示 

毒劇物： 毒物及び劇物取締法（昭和 25 年法律第 303 号）に規定する医薬用外毒物及び劇

物に該当しない。 

危険物： 消防法（昭和 23 年法律第 186 号）に規定する危険物に該当しない。 

 

2. 物理的・化学的性状 

2.1 物理的・化学的性状 

本剤の代表的ロットを用いた試験結果を表 2-1 に示す。 
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表 2-1：オーケストラ粉剤 DLの物理的・化学的性状試験の結果概要 

試験項目 試験方法 試験結果 

外観 
13 生産第 3987 号 

官能検査 
類白色粉末 

粉末度 
昭和 35 年 2 月 3 日 
農林省告示第 71 号 

45 μm 以下 95.4 % 

浮遊性指数 13 生産第 3987 号 6 

平均粒径 13 生産第 3987 号 27.1 µm 

10 µm 以下の粒子 13 生産第 3987 号 8.2 % 

見掛け比重 
昭和 35 年 2 月 3 日 
農林省告示第 71 号 

1.00 

流動性 13 生産第 3987 号 5 秒 

pH 
昭和 35 年 2 月 3 日 
農林省告示第 71 号 

7.8 

 

2.2 経時安定性 

40 ℃における 4 か月間の経時安定性試験の結果、有効成分の減衰、製剤の外観及び容器の

状態に変化は認められなかった。40 ℃における 1 か月間は、室温における 1 年間と同等とし

ており、本剤が室温において 4 年間は安定であると判断した。 

 

3. 使用方法 

本剤の適用病害虫の範囲及び使用方法（GAP）を表 3-1 に示す。 
 

表 3-1：オーケストラ粉剤 DLの「適用病害虫の範囲及び使用方法」 

作物名 適用病害虫名 使用量 使用時期 
本剤の 
使用回数 

使用 
方法 

ﾍﾞﾝｽﾞﾋﾟﾘﾓｷｻﾝを含む 
農薬の総使用回数 

稲 
ｳﾝｶ類幼虫 

ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ幼虫 
3~4 kg/10 a 収穫 7 日前まで 3 回以内 散布 3 回以内 

 

4. 分析法 

4.1 製剤中のベンズピリモキサンの分析法 

オクタデシルシリル化シリカゲル（C18）カラムを用いて高速液体クロマトグラフ（HPLC）

により分離し、紫外吸収（UV）検出器（検出波長：254 nm）により検出する。定量には内部

標準法を用いる。 

本分析法の性能は以下のとおりであり、製剤中のベンズピリモキサンの分析法として妥当

であると判断した。 
 

表 4-1：製剤中のベンズピリモキサンの分析法の性能 

選択性 妨害ピークは認められない 

直線性 (r) 0.999 

精確性 (平均回収率 (n=5)) 100 % 

繰り返し精度 (RSD (n=5)) 0.2 % 
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5 薬効及び薬害 

5.1 薬効 

3 項に示した、稲の各害虫について、オーケストラ粉剤 DL（ベンズピリモキサン 0.50 %粉

剤）を用いて申請者が実施した、薬効・薬害試験の結果概要を表 5-1 から表 5-4 に示す。試験

の結果、3 項に示した使用方法において適用作物及び適用害虫の組み合わせに対して効果が

あると判定した。 

 

稲のトビイロウンカに対する結果概要を表 5-1 に示す。試験の結果、トビイロウンカに対

して無処理区と比べて効果が認められた。  
 

表 5-1 ：オーケストラ粉剤 DL の薬効・薬害（稲、トビイロウンカ）試験結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

対象害虫 試験条件 結果 

害虫名 発生量 
使用量 

(kg/10 a) 
使用時期 使用方法 薬効 薬害 

稲 

兵庫 

H28 
ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ 中 4 穂ばらみ期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

宮崎 

H28 
ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ 中→多 4 糊熟期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

鹿児島 

H28 
ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ 中 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

鹿児島 

H29 
ﾄﾋﾞｲﾛｳﾝｶ 中 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 
 

稲のセジロウンカに対する結果概要を表 5-2 に示す。試験の結果、セジロウンカに対して

無処理区と比べて効果が認められた。 
 

表 5-2 ：オーケストラ粉剤 DL の薬効・薬害試験（稲、セジロウンカ）結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

対象害虫 試験条件 結果 

害虫名 発生量 
使用量 

(kg/10 a) 
使用時期 使用方法 薬効 薬害 

稲 

和歌山 

H27 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

山口 

H27 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 4 移植 34 日後 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H28 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H29 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

鹿児島 

H29 
ｾｼﾞﾛｳﾝｶ 多→少 3 幼穂形成期 散布 

極少発生のため判定不

能であった。 
薬害は認めら

れなかった。 
 

稲のヒメトビウンカに対する結果概要を表 5-3 に示す。試験の結果、ヒメトビウンカに対

して無処理区と比べて効果が認められた。 
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表 5-3 ：オーケストラ粉剤 DL の薬効・薬害試験（稲、ヒメトビウンカ）結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

対象害虫 試験条件 結果 

害虫名 発生量 
使用量 

(kg/10 a) 
使用時期 使用方法 薬効 薬害 

稲 

和歌山 

H27 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H28 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H29 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

鹿児島 

H29 
ﾋﾒﾄﾋﾞｳﾝｶ やや少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められなかった。

薬害は認めら

れなかった。 
 

稲のツマグロヨコバイに対する結果概要を表 5-4 に示す。試験の結果、ツマグロヨコバイ

に対して無処理区と比べて効果が認められた。 
 

表 5-4 ：オーケストラ粉剤 DL の薬効・薬害試験（稲、ツマグロヨコバイ）結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

対象害虫 試験条件 結果 

害虫名 発生量 
使用量 

(kg/10 a) 
使用時期 使用方法 薬効 薬害 

稲 

和歌山 

H27 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

山口 

H27 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 4 移植 34 日後 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H28 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 中 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H29 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H29 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 4 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して十

分な効果が認められた。

薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H28 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 中 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H28 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

大阪 

H29 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められたが、その

程度は低かった。 

薬害は認めら

れなかった。 

和歌山 

H29 
ﾂﾏｸﾞﾛﾖｺﾊﾞｲ 少 3 幼穂形成期 散布 

無処理区と比較して効

果が認められた。 
薬害は認めら

れなかった。 
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5.2 薬害 

5.2.1 対象作物への薬害 

表 5-1 から表 5-4 に示した薬効・薬害試験において稲に対して薬害は認められなかった。 

オーケストラ粉剤 DL を用いて実施した限界薬量薬害試験の結果概要を表 5-5 に示す。試

験の結果、稲に対して薬害は認められなかった。 

以上から、申請作物に対する薬害について問題がないことを確認した。 
 

表 5-5：オーケストラ粉剤 DL の限界薬量薬害試験結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

試験条件 結果 

使用量 
(kg/10 a) 

使用時期 使用方法 薬害 

稲 

大阪 
H27 

8 穂揃い期 散布 薬害は認められなかった。 

大阪 

H28 
8 穂揃い期 散布 薬害は認められなかった。 

 

5.2.2 対象作物以外の作物への薬害 

（１）漂流飛散による薬害 

オーケストラ粉剤 DL を用いて実施した漂流飛散による薬害試験の結果概要を表 5-6 に

示す。試験の結果、いんげんまめ、キャベツ、きゅうり及びなすに対して薬害は認められな

かった。 

3 項の使用方法において、周辺作物への漂流飛散による薬害について問題がないと判断

した。 
 

表 5-6 オーケストラ粉剤 DL の漂流飛散による薬害試験結果概要 

作物名 
試験場所 
実施年度 

試験条件 結果 

使用量 
(kg/10 a) 

使用時期 使用方法 薬害 

いんげんまめ 大阪 
H29 

4 8 葉期 散布 薬害は認められなかった。 

キャベツ 大阪 
H29 

4 8 葉期 散布 薬害は認められなかった。 

きゅうり 大阪 
H29 

4 開花期 散布 薬害は認められなかった。 

なす 大阪 
H29 

4 開花期 散布 薬害は認められなかった。 

 

（２）水田水の流出による薬害 

本剤は殺虫剤であり、水田水の流出による周辺作物への薬害が生ずるおそれがないもの

と考えられたため、試験実施は不要と判断した。 

 

（３）揮散による薬害 

本剤は殺虫剤であり、揮散による周辺作物への薬害が生ずるおそれがないものと考えら

れたため、試験実施は不要と判断した。 
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（４）後作物への薬害 

水田ほ場土壌残留試験におけるベンズピリモキサンの 50 %消失期（DT50）は、壌土で 77

日、シルト質壌土で 60 日であり（8.1 項参照）100 日を超えないため、試験実施は不要と判

断した。 

 

6. ヒトの健康への影響 

6.1 使用者への影響 

6.1.1 製剤の毒性 

オーケストラ粉剤 DL（ベンズピリモキサン 0.50 %粉剤）を用いて実施した急性経口毒性試

験、急性経皮毒性試験、皮膚刺激性試験、眼刺激性試験及び皮膚感作性試験の結果概要を表

6-1 に示す。 

 
表 6-1：オーケストラ粉剤 DL の急性毒性試験の結果概要 

試験 動物種 結果概要 

急性経口毒性 SD ラット 
LD50 雌：>2,000 mg/kg 体重 
毒性徴候なし 

急性経皮毒性 SD ラット 
LD50 雌雄：>2,000 mg/kg 体重 
毒性徴候なし 

皮膚刺激性 日本白色種ウサギ 刺激性なし 

眼刺激性 日本白色種ウサギ 
弱い刺激性あり 

結膜の発赤及び浮腫が認められたが、24 時間以内に症状は消失 

皮膚感作性(Buehler 法) Hartley モルモット 感作性なし 

 

6.1.2 使用時安全性 

オーケストラ粉剤 DL を用いた急性経口毒性試験（ラット）における半数致死量（LD50）は

>2,000 mg/kg 体重であることから、急性経口毒性に係る注意事項の記載は必要ないと判断し

た。 

オーケストラ粉剤DLを用いた急性経皮毒性試験（ラット）におけるLD50は>2,000 mg/kg体

重であり、供試動物に毒性徴候が認められなかったことから、急性経皮毒性に係る注意事項

の記載は必要ないと判断した。 

ベンズピリモキサン原体を用いた急性吸入毒性試験（ラット）における半数致死濃度（LC50）

は>3.9 mg/L であり、供試動物に毒性徴候が認められた（参照：ベンズピリモキサンの審査報告

書）。推定無毒性量は農薬散布時の推定吸入量よりも大きいが、その差が小さいため、散布の

際の農薬用マスクの着用及び作業後のうがいの実施についての記載が必要であると判断した。 

オーケストラ粉剤DLを用いた皮膚刺激性試験（ウサギ）の結果、刺激性なしであったこと

から、皮膚刺激性に係る注意事項の記載は必要ないと判断した。 

オーケストラ粉剤DLを用いた眼刺激性試験（ウサギ）の結果は弱い刺激性ありであったが、

24時間以内に症状が消失したことから、眼刺激性に係る注意事項の記載は必要ないと判断し

た。 



10 

オーケストラ粉剤ＤＬ － II. 審査結果 

ベンズピリモキサン原体を用いた皮膚感作性試験（Maximization 法（モルモット）及び LLNA

法（マウス））の結果は、Maximization 法では陽性（陽性率 100 %）、LLNA 法では陰性であっ

た（参照：ベンズピリモキサンの審査報告書）。オーケストラ粉剤 DL を用いた皮膚感作性試験

（Buehler 法（モルモット））の結果は陰性であったが、原体の皮膚感作性試験の結果、感作性

が疑われることから、マスク・手袋・作業衣の着用、かぶれやすい体質の人への注意、作業後

の処置（手足顔の洗浄、うがいの実施）、使用後の衣服の交換・洗濯に関する注意事項の記載

が必要であると判断した。 

オーケストラ粉剤DLは粉剤であるため、散布の際の農薬用マスクの着用及び作業後のうが

いの実施についての注意事項の記載が必要であると判断した。 

 

以上の結果から、使用時安全に係る注意事項（農薬登録申請書第８項 人畜に有毒な農薬

については、その旨及び解毒方法）は、次のとおりと判断した。 

1）散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用すること。 

作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交

換すること。 

2）作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯すること。 

3）かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意すること。 

 

なお、これらの内容は、令和 2 年 3 月 24 日に独立行政法人農林水産消費安全センター農薬

使用時安全性検討会において了承された。 

（URL: http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/gijigaiyou/shiyoujiR1_3.pdf） 

 

6.2 水質汚濁予測濃度と登録基準値の比較 

環境大臣の設定したベンズピリモキサンの水質汚濁に係る登録基準値、当該基準との比較

に用いた最大の水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）を以下に示す。 

 

農薬登録基準値 0.069 mg/L 

水田使用における水濁 PECtier1 8.0×10-3 mg/L 

（水田以外における使用なし） 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

本剤の水田使用について、3 項に示した使用方法に基づき算定した水濁 PECtier1は、8.0× 

10-3 mg/L（8.3 項参照）であり、登録基準値 0.069 mg/L を超えることはないと判断した。 

 

7. 残留 

7.1 GAP 

本剤の GAP を表 7-1、有効成分ベンズピリモキサンを含有する農薬においてベンズピリモ
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キサンの作物残留濃度が最大となる GAP を表 7-2 に示す。 
 

表 7-1：オーケストラ粉剤 DL の GAP 一覧 

作物 剤型 使用方法 使用量 1) 
(g ai/10a) 

使用回数 
(回) 

PHI 
(日) 

稲 0.5 %粉剤 散布 15-20 3 7 
1)：有効成分量 
 

表 7-2：ベンズピリモキサンの作物残留濃度が最大となる GAP 一覧 

作物 剤型 使用方法 
使用量 1) 
(g ai/10a) 

使用回数 
(回) 

PHI 
(日) 

稲 0.5 %粉剤 散布 20 3 7 
1)：有効成分量 
 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

7.2 作物 

本剤の GAP（表 7-1）は、ベンズピリモキサンの作物残留濃度が最大となる GAP（表 7-2）

の範囲内であるため、3 項に示した使用方法において、農作物中のベンズピリモキサンの残留

濃度が推定最大残留濃度を超えることはないと判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

7.3 家畜 

本剤の GAP（表 7-1）は、ベンズピリモキサンの作物残留濃度が最大となる GAP（表 7-2）

の範囲内であるため、3 項に示した使用方法において、畜産物中のベンズピリモキサンの残留

濃度が推定最大残留濃度を超えることはないと判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

7.4 魚介類 

ベンズピリモキサンの魚介類推定最大残留濃度の算定に用いた水産動植物被害予測濃度

（水産 PEC）は、ベンズピリモキサンを含有する農薬の水田使用における水産 PEC tier2 

0.29 g/L であった。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

本剤の水田使用における水産 PEC tier2は 0.29 μg/L（8.2 項参照）であり、魚介類中の推定残留

濃度の算定に用いた水産 PEC と同等であるため、3 項に示した使用方法において、魚介類中の

ベンズピリモキサンの残留濃度が推定最大残留濃度を超えることはないと判断した。 
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7.5 後作物 

水田ほ場土壌残留試験におけるベンズピリモキサンの 50 %消失期（DT50）は、壌土で 77 日、

シルト質壌土で 60 日（8.1 項参照）であり、100 日を超えないため、試験実施は不要と判断し

た。 

 

8. 環境動態 

8.1 土壌残留 

水田ほ場土壌残留試験の結果、水田土壌におけるベンズピリモキサンの DT50 は壌土で 77

日、シルト質壌土で 60 日であった。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

8.2 水産動植物被害予測濃度 

（１）第 1 段階 

水田使用について、3 項に示した使用方法に基づき、表 8-1 に示すパラメータを用いて水

産動植物被害予測濃度（水産 PECtier1）を算定 1)した結果、1.5 g/L であった。 

 
 1) 水産動植物被害予測濃度の算定に用いる計算シートは、環境省がホームページにおいて提供している。 

（URL：http://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun.html） 
 

表 8-1：オーケストラ粉剤 DL の水産 PECtier1算出に関する使用方法及びパラメータ 
剤型 0.50 %粉剤 

適用作物 稲 

単回の農薬散布量 4 kg/10 a 

地上防除／航空防除 地上防除 

施用方法 茎葉散布 

単回の有効成分投下量 200 g/ha 

ドリフト あり(ドリフト率 0.3 %) 

施用方法により農薬流出補正係数 0.5 

 

（２）第 2 段階 

水田使用について、3 項の使用方法に基づき、表 8-2 に示すパラメータを用いて水産動植物

被害予測濃度第 2 段階（水産 PECtier2）を算定した結果、0.29 g/L であった。 
 

表 8-2：オーケストラ粉剤 DL の水産 PECtier2算出に関する使用方法及びパラメータ 

剤型 0.50 %粉剤 

適用作物 稲 

単回の農薬散布量 4 kg/10 a 

地上防除／航空防除 地上防除 

施用方法 茎葉散布 
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単回の有効成分投下量 200 g/ha 

ドリフト あり(ドリフト率 0.3 %) 

施用方法による農薬流出補正係数 0.5 

止水期間 0 

有機炭素吸着係数*1 725.5 

加水分解半減期 考慮せず 

水中光分解半減期 考慮せず 

田面水中濃度*2 

砂質埴壌土 

経過日数 
(日) 

ベンズピリモキサン 
(mg/L) 

0 0.260 

1 0.119 

3 0.034 

7 0.010 

10 0.006 

14 0.002 

*1：土壌吸着試験における Kads
Focの中央値 

*2：水質汚濁試験における実測値 
 
（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 
 

8.3 水質汚濁予測濃度 

水田使用における水質汚濁予測濃度（水濁 PECtier1）は、水田に使用した農薬の有効成分が全

量河川に流出するものとして算定する。 

水田使用について、3 項に示した使用方法に基づき、表 8-3 に示すパラメータを用いて、下

記の計算式により水濁 PECtier1を算定した結果、8.0×10-3 mg/L であった。 
 

水濁 PECtier1 ＝ 単回有効成分投下量×総使用回数×農薬使用面積÷年間河川水量 

＝ 200 g/ha × 3 回 × 50 ha ÷ 3,756,000 m3 

＝ 8.0×10-3 mg/L 
 

表 8-3：オーケストラ粉剤 DL の水濁 PECtier1算出に関する使用方法及びパラメータ 

剤型 0.50 %粉剤 

適用作物 稲 

単回の農薬散布量 4 kg/10 a 

施用方法 茎葉散布 

単回の有効成分投下量 200 g/ha 

総使用回数 3 回 

 

9. 標的外生物への影響 

9.1 鳥類への影響 

ベンズピリモキサン原体を用いて実施した鳥類への影響試験の結果、ベンズピリモキサンの
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鳥類への毒性は低く、鳥類への影響はないと判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

9.2 水産動植物への影響 

9.2.1 水産動植物被害予測濃度と登録基準値の比較 

環境大臣の設定したベンズピリモキサンの水産動植物の被害防止に係る登録基準値を以下

に示す。 

 

登録基準値 220 µg/L 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

水田使用について、3 項に示した使用方法に基づき算定した水産動植物被害予測濃度（水産

PECtier1）は 1.5 g/L（8.2 項参照）であり、登録基準値 220 g/L を超えることはないと判断し

た。 

 

9.2.2 水産動植物の被害防止 

オーケストラ粉剤 DL（ベンズピリモキサン 0.50 %粉剤）を用いて実施した魚類急性毒性試

験、ミジンコ類急性遊泳阻害試験及び藻類生長阻害試験の結果概要を表 9-1 に示す。 
 
表 9-1：オーケストラ粉剤ＤＬの水産動植物への影響試験の結果概要 

試験名 供試生物 暴露方法 
水温 
(℃) 

暴露期間 

(h) 

LC50又は EC50 

(mg/L) 

魚類急性毒性 
コイ 

(Cyprinus carpio) 
止水 21.0～23.2 96 707 (LC50) 

ミジンコ類 
急性遊泳阻害 

オオミジンコ 

(Daphnia magna) 
止水 19.7～20.5 48 290 (EC50) 

藻類生長阻害 
緑藻 

(Pseudokirchneriella subcapitata) 

振とう 
培養法 

23.5～24.4 72 >1,000 (ErC50) 

 

農薬使用ほ場の近隣にある河川等に流入した場合の水産動植物への影響を防止する観点か

ら、ほ場からの流出水中の製剤濃度 80 mg/L（最大使用量 4 kg/10 a（稲）、水量 50,000 L（面

積 10 、水深 5 m 相当））と製剤の水産動植物の LC50 又は EC50 との比（LC50 又は EC50／製剤

濃度）を算定した。その結果、魚類において 10 を下回り、甲殻類及び藻類において 0.1 を超

えたことから、魚類に対する注意事項が必要であると判断した。 

LC50 又は EC50 が 1.0 g/L を超えたことから、容器等の洗浄及び処理に関する注意事項は不

要であると判断した。 
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9.3 節足動物への影響 

9.3.1 ミツバチ 

ベンズピリモキサン原体を用いた試験の結果、ミツバチへの影響は認められなかったことか

ら、ミツバチに対する注意事項は不要であると判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

9.3.2 蚕 

ベンズピリモキサン原体を用いた試験の結果、蚕への影響は認められなかったことから、蚕

に対する注意事項は不要であると判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 

 

9.3.3 天敵昆虫等 

ベンズピリモキサン原体を用いた試験の結果、天敵昆虫等への影響は認められなかったため、

問題ないと判断した。 

 

（参照）ベンズピリモキサン 審査報告書（令和 3 年 2 月 3 日） 
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別添 1 用語及び略語 

 

ai active ingredient 有効成分 

   

DT50 dissipation time 50 % 50 %消失期 

   

EC50 median effect concentration 半数影響濃度 

ErC50 median effect concentration deriving from 

growth rate 

速度法による半数生長阻害濃度 

   

GAP good agricultural practice 使用方法 

   

HPLC high performance liquid chromatograph 高速液体クロマトグラフ 

   

JIS japanese industrial standards 日本産業規格 

   

LC50 median lethal concentration 半数致死濃度 

LD50 median lethal dose 半数致死量 

   

Pa pascal パスカル 

PEC Predicted environmental concentration 環境中予測濃度 

pH pH-value pH 値 

PHI pre-harvest interval 収穫前使用禁止期間 

   

r correlation coefficient 相関係数 

rpm rotations per minute 回転毎分 

RSD relative standard deviation 相対標準偏差 

   

UV ultraviolet 紫外線 
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別添 2 審査資料一覧 

1. 基本情報  

審査報告書 
項目番号 

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 

II.1.4 2019 

農薬登録申請見本検査書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

II.1.4 
Ⅱ.1.7 

2019 

農薬の組成、製造方法等に関する報告書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

2. 物理的化学的性状 

審査報告書 
項目番号 

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 

II.2.1 2019 

農薬の物理的化学的性状に関する検査結果報告書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

II.2.2 2019 

農薬の経時安定性に関する検査結果報告書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

3. 分析法 

審査報告書 
項目番号 

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 

II.4.1 2019 

農薬登録申請見本検査書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

II.4.1 2019 

農薬の見本の検査結果報告書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

4. 薬効・薬害 

審査報告書 
項目番号 

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 

Ⅱ.5.1 
Ⅱ.5.2.1 

2015 

オーケストラ粉剤DLの薬効薬害試験成績（稲） 
一般社団法人日本植物防疫協会 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.1 
Ⅱ.5.2.1 

2016 

オーケストラ粉剤DLの薬効薬害試験成績（稲） 
一般社団法人日本植物防疫協会 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.1 
Ⅱ.5.2.1 

2017 

オーケストラ粉剤DLの薬効薬害試験成績（稲） 
一般社団法人日本植物防疫協会 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.2.1 2015 

オーケストラ粉剤DLの倍量薬害試験成績（稲） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.2.1 2016 

オーケストラ粉剤DLの倍量薬害試験成績（稲） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.2.2 2017 

オーケストラ粉剤 DL の漂流飛散による薬害試験成績（いんげんまめ） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 
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Ⅱ.5.2.2 2017 

オーケストラ粉剤 DL の漂流飛散による薬害試験成績（キャベツ） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.2.2 2017 

オーケストラ粉剤 DL の漂流飛散による薬害試験成績（きゅうり） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 

Ⅱ.5.2.2 2017 

オーケストラ粉剤 DL の漂流飛散による薬害試験成績（なす） 
日本農薬(株) 
未公表 

日本農薬(株) 

5. 毒性 

審査報告書 
項目番号 

報告年 
表題、出典（試験施設以外の場合） 
GLP 適合状況（必要な場合）、公表の有無 

提出者 

II.6.1 2018 
NNI-1501 0.5%DL: Acute Oral Toxicity Study in Rats 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.6.1 2018 
NNI-1501 0.5%DL: Acute Dermal Toxicity Study in Rats 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.6.1 2018 
NNI-1501 0.5%DL: Skin Irritation Study in Rabbits 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.6.1 2018 
NNI-1501 0.5%DL: Eye Irritation Study in Rabbits 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.6.1 2018 
Skin Sensitization Study of NNI-1501 0.5%DL in Guinea Pigs (Buehler 
Test) 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

6. 環境動態 

審査報告書 
項目番号 

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 

II.8.2 2019 

農薬の水産動植物被害予測濃度算定結果報告書：オーケストラ粉剤DL 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

II.8.2 2019 

農薬の水質汚濁予測濃度算定結果報告書 
日本農薬株式会社 
未公表 

日本農薬(株) 

7. 標的外生物への影響 

審査報告書 
項目番号 

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 

II.9.2.2 2018 

Acute Toxicity Test of NNI-1501 0.5%DL on Common Carp (Cyprinus 
carpio) 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.9.2.2 2018 

Acute Immobilization Test of NNI-1501 0.5%DL on Daphnia magna 
日本農薬株式会社、LSRC-E17-138A 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

II.9.2.2 2018 

Algal Growth Inhibition Test of NNI-1501 0.5%DL  
日本農薬株式会社、LSRC-E17-140A 
GLP、未公表 

日本農薬(株) 

 


