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(17)  ニュージーランド 

Pesticide MRL Database (Ministry for Primary Industries) 

https://www.mpi.govt.nz/processing/agricultural-compounds-and-vet-medicines/maximum-
residue-levels-for-agricultural-compounds/ 

 
● 上記 URL にアクセスし、『Food Notice:MRL’s for Agricultural Compounds』をクリックする

と、最新のMRL リストがダウンロード可能。 

 

 

更新履歴確認： 
ⅰ）次の URLを開き、Document History の項から更新日と更新の内容が確認する。 

https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agricultural-

compounds 

ⅱ）直近の日付の改訂に調査対象の農薬が載っていれば、Schedule 1: Maximum Residue Levels 
Agricultural Compounds の表を検索し、調査対象の農薬の改訂されたMRLを確認する。 

  

http://www.mpi.govt.nz/news-and-resources/resources/registers-and-lists/maximum-residue-levels-database/
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agricultural-compounds
https://www.mpi.govt.nz/dmsdocument/19550-maximum-residue-levels-for-agricultural-compounds
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(18)  EU 

EU Pesticides database (European Commission) 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr 
 

● 上記 URLにアクセスすると、下記検索画面が表示されるので、 から農作物を選択、 か

ら農薬名を選択し、 をクリックすると検索結果が表示される。 

 
 
＜検索結果＞ 

 
  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=search.pr
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更新履歴確認： 
ⅰ）次の URLを開くと、Latest updates on MRLs が記載されており、下記のように各日付けの

欄に、MRLが改訂された農薬が載っている。 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-

database/mrls/?event=updates 

 

 

 

ⅱ）調査対象の農薬が記載されているCommission Regulation(EU)の番号を検索して更新内容を

確認することができる。 
  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/mrls/?event=updates
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(19)  ロシア 

SanPiN1.2.3685-21「環境要因の人間への安全性と無害性を確保するための衛生基準と要件」の

入手方法 
 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202102030022?index=402&rangeSize=1 に
アクセスし、①をクリックして、PDF 版をダウンロードすることができるが、ロシア語と

なっており、編集不可となっている。 

 
  

1 



 

－ 88 － 

農林水産省委託事業 

 

(20)  UAE 

ESMA（連邦基準化計測庁） 

https://eservices.esma.gov.ae/#/page/websitePurchaseStandard/159437/  
UAE.S MRL 1 : 2019 

「UAE.S MRL 1 : 2019」の購入方法 
● 上記 URLにアクセスすると下記画面が表示されるので、 

下記「Add to cart」をクリックして購入することができるが、アカウント登録が必要。 

 

  

https://etrans.esma.gov.ae/english/purchase-standards/pages/search-results.aspx?k
https://etrans.esma.gov.ae/english/purchase-standards/pages/search-results.aspx?k
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(21) サウジアラビア 

「Maximum Limit of Pesticide Residues in Agricultural and Food Products SFDA.FD 382/2019」

の入手方法, 

 

● 下記 URL にアクセスすると下記画面のように表示されるので、「ユーザーガイド」に沿っ

て、購入することができる。 

https://mwasfah.sfda.gov.sa/MyStandards?sortTypes=&searchTerm=382 

 

  

ユーザーガイドに沿って、

購入手続きを進める。 

https://mwasfah.sfda.gov.sa/MyStandards?sortTypes=&searchTerm=382
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エ）「前月比較での更新情報」 

20220301 日基準日において、日本、台湾、米国及びカナダ等 4か国の残留農薬基準値が前月比

更新された。 

詳細は以下の通りである。 

 

 

 

①日本

品目 Pesticides name 農薬名
日本

基準値(ppm)
(220301時点)

日本
基準値(ppm)
(220201時点)

りんご CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
りんご CYPERMETHRIN シペルメトリン 2 2.0
りんご THIOCYCLAM チオシクラム - 3
りんご BENSULTAP ベンスルタップ - 3
かんきつ類 CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
かんきつ類 CYPERMETHRIN シペルメトリン 2 2.0
かんきつ類 THIOCYCLAM チオシクラム - 3
かんきつ類 BENSULTAP ベンスルタップ - 3
温州みかん CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
温州みかん THIOCYCLAM チオシクラム - 3
温州みかん FENHEXAMID フェンヘキサミド 5 0.5
温州みかん PROHYDROJASMON プロヒドロジャスモン 0.02 0.01
温州みかん FROMMETKIN フロメトキン 0.7 0.05
温州みかん BENSULTAP ベンスルタップ - 3
なし CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
なし CAPTAN キャプタン 15 10
なし CYPERMETHRIN シペルメトリン 2 2.0
なし THIOCYCLAM チオシクラム - 3
なし BENSULTAP ベンスルタップ - 3
かき CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ 0.4 3
かき PYRIOFENONE ピリオフェノン 1 0.7
かき THIOCYCLAM チオシクラム 0.4 3
かき BENSULTAP ベンスルタップ 0.4 3
いちご CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
いちご THIOCYCLAM チオシクラム - 3
いちご BENSULTAP ベンスルタップ - 3
いちご MANDESTROBIN マンデストロビン 6 3
ぶどう CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ 2 3
ぶどう CYPERMETHRIN シペルメトリン 3 2.0
ぶどう THIOCYCLAM チオシクラム 2 3
ぶどう PYRIOFENONE ピリオフェノン 4 3
ぶどう BENSULTAP ベンスルタップ 2 3
もも CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
もも THIOCYCLAM チオシクラム - 3
もも FENHEXAMID フェンヘキサミド 10 0.7
もも BENSULTAP ベンスルタップ - 3
メロン CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
メロン CAPTAN キャプタン 20 15
メロン THIOCYCLAM チオシクラム - 3
メロン BENSULTAP ベンスルタップ - 3
かんしょ CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ 0.05 0.1
かんしょ THIOCYCLAM チオシクラム 0.05 0.1
かんしょ BENSULTAP ベンスルタップ 0.05 0.1
ながいも CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 0.1
ながいも THIOCYCLAM チオシクラム - 0.1
ながいも BENSULTAP ベンスルタップ - 0.1
トマト CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ - 3
トマト THIOCYCLAM チオシクラム - 3
トマト PROCYMIDONE プロシミドン 4 3
トマト BENSULTAP ベンスルタップ - 3
たまねぎ CARTAP, THIOCYCLAM and BENSULTAP カルタップ,チオシクラム及びベンスルタップ 0.2 3
たまねぎ THIOCYCLAM チオシクラム 0.2 3
たまねぎ BENSULTAP ベンスルタップ 0.2 3

注：220301時点の日本の基準値が「-」の品目は品目別の残留農薬基準値の一覧表より削除されている。

④台湾

品目 Pesticides name 農薬名
台湾

基準値(ppm)
(220301時点)

台湾
基準値(ppm)
(220201時点)

りんご
CARBENDAZIM, THIOPHANATE, THIOPHANATE-
METHYL and BENOMYL

カルベンダジム,チオファネート,チオファネートメチ
ル及びベノミル

3.0 0.01

⑭米国

品目 Pesticides name 農薬名
米国

基準値(ppm)
(220301時点)

米国
基準値(ppm)
(220201時点)

コメ CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出
不検出
0.1 #

りんご CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.01

りんご IPFLUFENOQUIN イプフルフェノキン 0.15 不検出

かんきつ類 CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 1.0

温州みかん CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 1.0

なし CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.05

なし IPFLUFENOQUIN イプフルフェノキン 0.15 不検出

いちご CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.2
ぶどう CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.01
もも CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.05

茶 CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出
不検出
0.1 #

かんしょ CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.05

トマト CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出
不検出
0.1 #

たまねぎ CHLORPYRIFOS クロルピリホス 不検出 0.5

# マイクロカプセル化されたクロルピリホスのみ。
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⑮カナダ

品目 Pesticides name 農薬名
カナダ

基準値(ppm)
(220301時点)

カナダ
基準値(ppm)
(220201時点)

温州みかん ETHEPHON エテホン 1 0.1
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３－２．残留農薬規制に係る運用等の調査 

 

１）「不検出」等の定義の調査 

 

(1) 日本 

① 概要 

わが国では、食品、添加物等の規格基準において、20種の農薬等（農薬、飼料添加物、動物

用医薬品）がすべての食品に対して「不検出」と規定され、また残留基準および暫定残留基準

が設定されている農薬等と農畜水産物の組み合わせの一部の基準に「不検出」が設定されてい

る。 

ここでいう「不検出」は所定の試験法で試験した場合の結果が「検出限界未満」と理解され

る。ただし、この規格基準における「検出限界」は、一般の分析化学で用いられている用語の

意義とは異なり、「定量下限」に相当する定義がなされている。 

また、残留基準が設定されていない農薬/作物の組み合わせについては、一律基準として、

0.01 ppm が適用される。 

② 日本の残留農薬規制 

わが国における残留農薬の規制は、食品衛生法第 13 条の規定に基づいている。その概要は

以下のとおりである。 

1) 食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品（以下「農薬等」という。）が、人の健康を損

なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量を超えて残留する食品は、販売等を

行ってはならない（第 3項）。 

2) ただし、残留する量の限度について規格が定められている場合は、この限りでない（第 3

項）。 

3) 規格が定められた場合、その規格に合わない食品を販売等してはならない（第 2 項）。 

すなわち、原則は一律基準を超える農薬が残留してはならず、残留基準が設定されている場

合は、例外として、その残留基準を適用するというものである。 

「不検出」を含め残留基準が設定されている農薬/食品の組み合わせの場合は、例外として、

上記 2)および 3)が適用され、基準が設定されていない場合は、原則である上記 1)が適用され

る。この 1)において、「人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣の定める量」が、

いわゆる一律基準である。 

 

食品衛生法 

第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し（不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。）、

又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 

一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認

められているものは、この限りでない。 

二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうお

それがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 

三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 

四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 

 

第十三条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは
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添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分

につき規格を定めることができる。 

② 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工

し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又は

その規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならな

い。 

③ 農薬（農薬取締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。）、飼料の安

全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号）第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定め

る用途に供することを目的として飼料（同条第二項に規定する飼料をいう。）に添加、混和、浸潤その他の方法によって用い

られる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であって

動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質（その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、

人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。）が、人の健康を損なうお

それのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の

用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該

食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 

太字は MCR による。 

 

③ 残留基準における「不検出」規定 

食品、添加物等の規格基準1第 1 食品 A 食品一般の成分規格 5において、農薬等（農薬、飼

料添加物、動物用医薬品）の成分は、「食品に含有されるものであってはならない」と規定し

ている。 

ここでいう「食品」は、本基準に係る厚生労働省通知に記載されているように、「全ての食

品」を指している。 

これらの農薬等を示した表の表題は「食品において『不検出』とされる農薬等の成分である

物質」とされていることから、これらの農薬等の残留基準は「不検出」である。なお、不検出

基準が設定されている農薬等は 20物質であるが、農薬は 4 物質で、残り 16物質は動物用医薬

品である。 

また同規格基準 A-6 および A-7 に農薬/食品の組み合わせについての、それぞれ残留基準お

よび暫定基準が規定されているが、この中の一部の組み合わせについて基準として「不検出」

が設定されている。基準に「不検出」の設定がある農薬等を表 1 に示した。 

これらの「不検出」が設定されている農薬については、同規格基準においてそれぞれの試験

法が定められており、これらの試験法によって試験した場合に、「食品はその農薬等の成分で

ある物質が検出されるものであつてはならない」と規定されている。この場合、多数の具体的

な食品については検査部位が指定されている。 

  

 
1 食品、添加物等の規格基準（昭和 34 年 12 月 28 日厚生省告示第 370号）（最終改正 令和 3 年 8月 31日厚生労
働省告示第 323 号) 
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78334000&dataType=0&pageNo=1 

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78334000&dataType=0&pageNo=1
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食品一般の成分規格概要2 

（1）食品は、抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、食品添加物として定められている

場合及び下記５～10 で成分規格が定められている場合はこの限りでない。 

… 

（5）下記表の農薬等は、食品に含有されるものであってはならない。 

（6）食品に残留する農薬等の限度量：個別の生鮮食品を中心にした農薬等毎の残留基準 

（7）食品に残留する農薬等の限度量：（6）に規定する食品規格のほか、個別の生鮮食品について定められた残留基準（いわ

ゆる暫定基準） 

（8）食品に残留する農薬等が自然に食品に含まれる物質である時の限度量：基準値が定められていない場合の限度量（＊）

は当該食品に当該物質が通常含まれる量を超えてはならない。 

（9）食品（加工食品）に残留する農薬等の限度量：（6）、（7）に規定する食品規格のほか、加工食品について定められた残留

基準（いわゆる暫定基準） 

（10）製造又は加工される食品の原材料たる食品は、上記規格に適合するものでなければはならない。 

（11）製造又は加工される食品の原材料たる食品（上記（5）～（9）で規格が定められている食品を除く。）は、一律基準を

超えて農薬等を含有するものであってはならない。 

 

表 1 食品において『不検出』とされる農薬等の成分である物質 

番号 名称 区分 番号 名称 区分 

1 2,4,5-T 農薬 11 ジメトリダゾール 動物用医薬品 

2 イプロニダゾール 動物用医薬品 12 ダミノジッド 農薬 

3 オラキンドックス 動物用医薬品 13 ニトロフラゾン 動物用医薬品 

4 カプタホール 農薬 14 ニトロフラントイン 動物用医薬品 

5 カルバドックス 動物用医薬品 15 フラゾリドン 動物用医薬品 

6 クマホス 動物用医薬品 16 フラルタドン 動物用医薬品 

7 クロラムフェニコール 動物用医薬品 17 プロファム 農薬 

8 クロルスロン 動物用医薬品 18 マラカイトグリーン 動物用医薬品 

9 クロルプロマジン 動物用医薬品 19 メトロニダゾール 動物用医薬品 

10 ジエチルスチルベストロール 動物用医薬品 20 ロニダゾール 動物用医薬品 

 

表 2 残留基準、暫定基準で『不検出』が設定されている農薬等の成分である物質 

番号 名称 区分 基準における項目 

1 2,4,5-T 農薬 A-6 (残留基準) 

2 エンドリン 農薬 A-6 (残留基準)および A-7（暫定基準） 

3 カプタホール 農薬 A-6 (残留基準) 

4 キノキサリン-2-カルボン酸 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

5 クレンブテロール 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

6 酢酸トレンボロン 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

7 酢酸メレンゲステロール 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

8 ダミノジッド 農薬 A-6 (残留基準) 

9 デキサメタゾン 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

10 パラチオン 農薬 A-6 (残留基準) 

11 ブロチゾラム 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

12 ベタメタゾン 動物用医薬品 A-6 (残留基準) 

13 二臭化エチレン 農薬 A-7 (暫定基準) 

 

④ 不検出の定義 

「不検出」という用語そのものの定義は本基準に示されていないが、本基準および本基準に

係る通知には「不検出」に関して以下のような表示、説明がある。 

 

1) 本基準で、「食品はその農薬等の成分である物質が検出されるものであってはならない」

とされる物質を示した表の表題は、「食品において『不検出』とされる農薬等の成分であ

る物質」とされている。 

 
2 公益財団法人 日本食品化学研究振興財団 ウェブサイト: 残留農薬等ポジティブリスト制度について 
https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-22.html 

https://www.ffcr.or.jp/zanryu/positive/post-22.html
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2) 本基準に関する厚生労働省通知（食安発第 1129001 号 平成 17 年 11 月 29 日）では、こ

の規定について、「本規定において示す試験法により当該物質が検出されなかった場合に、

当該物質が『不検出』であるとされること」と説明されている。 

 

以上のことから、日本における「不検出」とは、「食品、添加物等の規格基準に示されてい

る試験法により検出されないこと」と理解される。 

さらに、「検出されないこと」については、特に規定されていないが、通常の分析化学にお

ける用法や残留農薬に関する解説文献では以下のように説明されている。 

 

1) 分析化学用語に関する JIS K 0211:2013 では、「検出下限、検出限界」を「検出できる最

小量（値）」と定義している。 

2) 残留農薬について解説した下記文献では、「試験結果が検出限界未満のとき、不検出と判

断される」、農薬等ごとに「検出限界値が提示され、これら値以上を検出したときは、食

品衛生法違反となる」と説明されている。 

 

根本（2010）3 

告示試験法は、規格基準公告において基準が「不検出」と定められている農薬に適用される試験法であり、同告示に試験法

が規定されている。「不検出」基準の農薬は、規定の試験法で試験したとき、検出されるものであってはならないこととされ、

試験結果が検出限界未満のとき「不検出」と判断される。 

 

永山（2020）4 

告示試験法は、…不検出の基準を有する農薬等の分析に用いる試験法として、対農薬 6 通り、対動物医薬品 15 通りの計 21

通り規定されている。いずれも農薬等ごとの個別試験法であり、それぞれに検出限界が提示され、これら値以上を検出した

ときは、食品衛生法違反となる。 

 

JIS による定義は、ある物質の含有量を試験する場合、当該物質の試験法における「検出限

界」未満であれば、試験を行っても当該試験法では検出することができないということであり、

この結果、当該物質は「検出されない」または「不検出」であると報告されることを意味して

いる。 

これらのことから、「不検出」とは「所定の試験法で試験した場合の試験結果が、当該試験

法の検出限界未満である」とまとめられる。 

 

⑤ 検出限界 

「検出限界」は規格基準に示されている試験法ごとに設定され、厚生労働省通知5に示され

ている。 

この通知において、「ここでいう検出限界とは、適切な精確さをもって定量できることが確

認された分析対象化合物の最低量又は濃度をいう」と定義されている。 

なお、この定義は分析化学でいう検出限界とは異なる点に留意する必要がある。すなわち、

 
3 根本 了（国衛研）. 食品中残留農薬公示試験法の進歩. 食衛誌. 2010; 51 (6):349 
4 永山（明治薬科大学 特任教授）. 食品中残留農薬分析の概要～知っておきたいいくつかのこと～. ケミカル
タイムス (関東化学). 2020; 257 (3): 2-5 

5 食安発 0220 第１号（平成 27年２月 20 日）：食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の
規格基準の一部を改正する件について 
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分析化学的な検出限界とは、定量性はないものの検出される最低値であり、通知でいう検出限

界は、分析化学でいう定量下限に相当する値である。 

 

⑥ 一律基準 

(1)②で述べたように、わが国においては、原則として「人の健康を損なうおそれのない量

として厚生労働大臣の定める量」を超えて農薬が残留する食品は販売してはならないとされて

いる。ここで厚生労働大臣が定める量がいわゆる一律基準である。 

一律基準の値は、厚生労働省告示第 497 号（平成 17 年 11 月 9 日）6において、「0.01 ppm」

と定められている。 

 

厚生労働省告示第四百九十七号 

食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量（平成十七年十一

月二十九日) 

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第三項の規定に基づき、食品衛生法第十一条第三項の規定により人

の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量を次のように定め、平成十八年五月二十九日から適用する。

ただし、平成十八年五月二十八日までに製造され、又は加工される食品については、なお従前の例によることができる。 

 

食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量 

食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が定める量は、〇・〇一 ppm

とする。 

太字は MCR による。 

  

 
6 厚生労働省告示第 497 号 食品衛生法第十一条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのない量として厚
生労働大臣が定める量(平成 17 年 11 月 29 日) 
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(2) Codex 

 

① 概要 

Codex において、残留農薬の基準値に「不検出」または「0」を設定している例はない。Codex

では MRL を「不検出」と設定することはないと考えられ、また、MRLが設定されていない場合

の一律基準についても規定されていない。「不検出」は、分析化学でいう「検出限界」未満の

場合を指すと考えられるが、Codex では、「定量限界」は重要であるが、「検出限界」はさほど

重要視されていないと思われる。 

 

② 不検出の規定 

Codex において、残留農薬の基準値に「不検出」または「0」を設定している例は、調査した

範囲では認められない。 

また、以下のこと7から、Codex では基準値として「不検出」または「0」を設定することは

ないと思われる。 

Codex において採択する MRLは、JMPR が推奨する最大残留レベルをコーデックス残留農薬部

会（CCPR）で審議・採択し、コーデックス規格委員会（CAC）で最終的にコーデックス農薬最大

残留基準値（CXL）として採択する。この際、JMPRが推奨する最大残留レベルは「0」とするこ

とはなく、作物残留試験で検出されなかった残留農薬（non-detected residues）については、

当該農薬の定量下限値を最大残留レベルとして推奨することとされている。 

ここでリスク評価の結果、作物中に定量下限濃度で当該農薬が残留していると仮定して摂取

量を算出した場合に、摂取量が ADI を超えていなければ、CXLとしては「0」ではなく、定量下

限値が採択される。 

ADI を超えている場合は、異なる農薬の使用条件を検討したうえでなお ADIを超えていれば

提案された MRL は撤回されることとなる。これらのことから、Codex の CXLにおいて「0」とい

う設定はないと理解してよいと考えられる。 

なお、Codexにおける MRL の設定手順は、概略以下のとおりである8,9。 

手順はメンバーまたはオブザーバーが、ある農薬を JMPR の評価対象としてノミネートする

ことにより開始され、以下の 8 step または、条件が整えば簡略化した 5step（下記 5～7 step

を省略）で進められる。 

step 1: コーデックス残留農薬部会（CCPR）にて優先評価農薬を選定する。 

step 2: JMPRにおいて毒性（WHO専門家）、残留（FAO専門家）について評価、MRL原案（proposed 

draft MRL）を策定し、CCPRに提示する。 

step 3: メンバーに MRL 原案を提示しコメントを求める。 

 
7 FAO (2016) Evaluation of pesticide residues for estimation of maximum residue levels and 
calculation of dietary intake 
https://www.fao.org/3/i5545e/I5545E.pdf 

8 FAO (2019) PROCEDURAL MANUAL 27th edition 
https://www.fao.org/3/ca2329en/CA2329EN.pdf 

9 Codex Secretariat (2016) CODEX PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT OF MAXIMUM RESIDUE LIMITS FOR 
PESTICIDES 
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_oct16_e/s2_gracia_brisco.pdf 

https://www.fao.org/3/i5545e/I5545E.pdf
https://www.fao.org/3/ca2329en/CA2329EN.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/wkshop_oct16_e/s2_gracia_brisco.pdf


 

－ 98 － 

農林水産省委託事業 

 

step 4: CCPR において MRL 原案を審議、採択し、Codex 規格委員会（CAC）に提起する。 

step 5: CAC におけて MRL 原案を審議し、MRL 原案を MRL 案として採択する。 

step 6: メンバーに MRL 案を提示しコメントを求める。 

step 7: CCPR において MRL 案を審議、採択し、Codex 規格委員会（CAC）に提起する。 

step 8: CAC におけて MRL 案を審議し、MRL案をコーデックス農薬最大残留基準値(CXL)とし

て採択する。 

 

③ 一律基準 

Codex において、MRL を設定できない場合の対応として何らかのデフォルト値を設定すると

いう規定はない。 

なお、オーストラリアの法人化された連邦政府機関（corporate Commonwealth Entity） 10

や業界団体11が作成した資料には、Codex の CXL が設定されていない場合は「zero tolerance」

と記載されているが、その根拠は不明である。 

 

④ 不検出の定義 

調査した範囲の Codex の各文書において、「検出限界」や「定量下限」は定義されているも

のの、「不検出」の定義は特に記載されていない。 

なお、前述のように、JMPR では作物残留試験で検出されなかった残留農薬（non-detected 

residues）については、当該農薬の定量下限値を最大残留レベルとして推奨することとされて

いるが、ここでいう「検出されなかった」とは、規制/基準上の意味ではなく残留試験におけ

る分析化学的な意味での「検出下限」未満であったことを意味しているものと考えられる。 

ちなみに、JMPR の評価用に提出する残留試験データに関する FAO のマニュアルでは、分析

方法に関して提出する情報として、原理のみではなく、定量限界と検出限界およびこれらの導

出方法を含めた分析方法全体の詳細を含めることとされている12。 

 

⑤ 検出限界/定量下限 

Codex の分析に関する二つのガイドライン文書13,14では、「検出限界」について以下のように

 
10 Grains Research and Development Corporation (2020) Chemical residues and maximum residue limits 
(MRLs) – impact, understanding and potential trade issues. 
https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-
papers/2020/02/chemical-residues-and-maximum-residue-limits-mrls-impact,-understanding-and-
potential-trade-issues 

11 Citrus Australia (2021) Citrus Export MRL 2021 
https://citrusaustralia.com.au/wp-content/uploads/Citrus-MRLs-updated-16-June-2021.pdf 

12 FAO (2009) Manual on Submission and Evaluation of Pesticide Residue Data 
https://www.fao.org/3/i1216e/i1216e03.pdf 

13 FAO (1993. Revision 2003. Amendment 2010) GUIDELINES ON GOOD LABORATORY PRACTICE IN PESTICIDE 
RESIDUE ANALYSIS 
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCX
G%2B40-1993%252Fcxg_040e.pdf 

14 Codex (2017) GUIDELINES ON PERFORMANCE CRITERIA FOR METHODS OF ANALYSIS FOR THE DETERMINATION OF 
PESTICIDE RESIDUES IN FOOD AND FEED FAO (2017) 
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-
proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCX
G%2B90-2017%252FCXG_090e.pdf 

https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2020/02/chemical-residues-and-maximum-residue-limits-mrls-impact,-understanding-and-potential-trade-issues
https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2020/02/chemical-residues-and-maximum-residue-limits-mrls-impact,-understanding-and-potential-trade-issues
https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2020/02/chemical-residues-and-maximum-residue-limits-mrls-impact,-understanding-and-potential-trade-issues
https://citrusaustralia.com.au/wp-content/uploads/Citrus-MRLs-updated-16-June-2021.pdf
https://www.fao.org/3/i1216e/i1216e03.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B40-1993%252Fcxg_040e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B40-1993%252Fcxg_040e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B40-1993%252Fcxg_040e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B90-2017%252FCXG_090e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B90-2017%252FCXG_090e.pdf
https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/jp/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCXG%2B90-2017%252FCXG_090e.pdf
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定義が示されている。これは通常の分析化学で用いられている定義と同様である。 

なお、分析法の性能に関するガイドライン 14では、検出限界については、定義のほかには「定

量化には有用ではないが、一部の分析者は、分析物濃度が推定できないような低濃度域での分

析物の存在を推測するために検出限界（LOD）（S/N=3）を算出することもある」と述べるのみ

で他の言及はないことから、Codexにおいて、「検出限界」は「定量限界」ほどには重要視され

ていないものと思われる。 

 

残留農薬分析の GLPに関するガイドライン（FAO, 2010）13 

検出限界（Limit of Detection: LO） 

分析対象物を同定できる最小濃度。一般に、分析対象物がブランクサンプル中よりも高い濃度で存在することを、所与の

確率で測定が可能な、テストサンプル中の分析対象物の最小濃度として定義される。なお、IUPAC と ISO は略語 LD を推奨し

ている。 

 

定量限界（Limit of Quantitation: LOQ） 

定量化が可能な分析対象物の最小濃度。一般に、テストサンプル中の分析対象物の最低濃度として定義される。これは、

指定されたテスト条件下における許容可能な精度 [precision]（繰り返し精度[repeatability]）および正確度[accuracy]

から決定される。 

 

食品及び飼料中の残留農薬を測定する分析法の性能に関するガイドライン（Codex, 2017）14 

検出限界（LOD） 

サンプル中で検出可能な（ただし定量化はされていない）分析物の最低濃度または質量。実際面では、通常、平均信号/

ノイズが 3 であるときの分析物濃度が用いられる。 

 

定量限界（LOQ） 

定量可能な分析物の最小濃度。 これは一般に、試験サンプル中の分析物の最小濃度と定義され、指定された試験条件下

における許容可能な精度 [precision]（くりかえし精度 [repeatability]）および正確度 [accuracy] で決定される。本文

書の目的の範囲内では、通常、平均信号/イズが 10 であるとき分析物濃度が用いられる。 

  




