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(3) 香港 

 

① 概要 

香港における残留農薬規制はポジティブリスト制であり、食物內除害劑殘餘規例に示されて

いる MRL を超えない場合に輸入・販売してもよいと規定されている。調査した範囲では MRLを

「不検出」とした例はない。 

MRL が設定されていない農薬/産品の組み合わせに対する一律基準の規定はなく、検出され

た場合は、リスク評価により健康に危害がないと判断された場合にのみ輸入・販売ができる。 

「検出/不検出」に関する特段に規定はなく、公定試験法やこれに準ずる試験法も特定され

ていない。当局は、リスク評価を行うこととしているので試験における検出限界を設定する予

定はないと説明している。 

 

② 残留農薬規制 

香港15において残留農薬は、公衆衛生及市政条例16 第 55 条(1)の規定に基づき制定された食

物內除害劑殘餘規例17により規制されている。 

残留農薬規制はポジティブリスト制であり、残留農薬を含有する産品は、当該規則の付表に

規定されている農薬/産品の組み合わせに対する MRLを超えない（not exceed MRL）場合には、

輸入・流通・販売してもよいと規定されている。 

MRL は mg/kgの単位で設定されており、調査した範囲では「0」または「不検出」とする設定

例はない。 

 

③ 一律基準 

MRL が規定されていない農薬/産品の組み合わせについては、一律基準の規定はなく、「食品

の消費が危険でも健康に害を及ぼすものでもない」と判断された場合のみ、輸入・販売等が可

能である。 

残留農薬に関するガイドライン18によると、MRL 未設定の農薬が検出された場合、上記の判

断を行うために、食物環境衞生署署長はリスク評価を行うとされている。リスク評価の際に考

慮すべき要因は規則に例示されているが、その運用の実態は詳細不明である。なお、リスク評

価に要する時間は事例ごとに異なるとされているが詳細な記述はない。 

 

④ 試験法と検査部位 

残留農薬の試験法として、行政が定めた試験法、または推奨する試験法はない。 

 
15 香港政府の残留農薬に関するウェブサイト: Pesticide Residues in Food Regulation 
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html 

16 公衆衛生及市政条例（the Public Health and Municipal Services Ordinance） 
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132!en-zh-Hant-HK@2020-11-
29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402661091_002 

17 食物內除害劑殘餘規例（Pesticide Residues in Food Regulation） 
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!en-zh-Hant-HK@2015-01-
29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402690419_001 

18 Pesticide Residues in Food Regulation User Guidelines 
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_
e.pdf 

https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/whatsnew_fstr_21_Pesticide.html
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132!en-zh-Hant-HK@2020-11-29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402661091_002
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132!en-zh-Hant-HK@2020-11-29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402661091_002
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!en-zh-Hant-HK@2015-01-29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402690419_001
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132CM!en-zh-Hant-HK@2015-01-29T00:00:00?INDEX_CS=N&xpid=ID_1438402690419_001
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_e.pdf
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Pesticide_Residues_in_Food_Guidelines_e.pdf
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上記ガイドラインによると、試験所はニーズ、実際の要件、機器、利用できるリソースに基

づき、国内または国際的な技術基準と標準試験方法を参照して試験法を開発してよいと説明さ

れている。ただし、行政機関の試験所が採用している試験法は未公表である。 

なお、試験法に関して行政は規則制定時にワークショップを数回開催し、また、関連情報を

ウェブサイトに掲載しているが、この中で、参照する試験法や技術基準の例として、Codexの

推奨試験法19、中国の国家規格、米国 EPA の試験法マニュアルを挙げている。また、行政の試

験所は情報提供・技術支援を行っていくとしている。 

検査部位は「残留農薬規制に対応するための 食品分類ガイドライン20」に示されている。こ

のガイドラインはコーデックスの産品分類をベースに作成されており、コーデックス分類から

香港に関連がある産品を抽出するとともに、コーデックス分類に未収録の産品であって香港に

関連がある産品が追加されている。 

 

⑤ 検出限界 

上記のように MRL が設定されていない場合は、リスク評価により摂取しても健康に危害を生

じないと判断された場合のみ輸入・販売が可能である。 

この規定に対し、ガイドラインの FAQ の章に、MRL 未設定の農薬/産品の組み合わせに対し

て検出限界（LOD）を設定して、この検出限界（Limit of Detection: LOD）未満のレベルで検

出された残留農薬は規則に違反していないと見なすという運用の可能性についての質問が掲

載されている。 

これに対して、香港の残留農薬規制はリスク評価アプローチを採用しており、検出された場

合はリスク評価を行うので、検出限界を設定する必要はないと回答されている。 

このように、MRL 未設定の農薬/産品の組み合わせに対して検出限界は設定されていない。す

なわち行政の何らかの試験法で検出された場合は、そのままでは輸入・販売することはできず、

当局のリスク評価の対象となる。 

なお検出限界に関し、当局が 2011 年に行った残留農薬摂取状況のサーベイランス調査21で

は、溶媒抽出-分散型固相抽出した後、LC-MS/MS による一斉分析法で、有機リン系殺虫剤・カー

バメート系・ピレスリン/ピレスノイド系農薬の LOD、LOQ はそれぞれ 2、および 10 μg/kg、

ジチオカーバメート系の場合は 1、5 μg/kg と報告されている。 

行政の使用している試験法は公表されておらず、また MRL未設定の組み合わせに対して残留

農薬が検出された場合に行われるリスク評価の運用実態は詳細不明であるため、MRL未設定の

農薬/産品に対しては十分に留意する必要があると思われる。 

  

 
19 Codex STN 229-1993 を指していると思われるが、本標準は分析技術の進歩に対応するには頻繁な改定が必要で
あるがこれは困難であるとして廃止され、その代わり試験法の性能の判断基準に関するガイドライン（CXG 
90-2017）が採択された。 

20 Guidelines on Food Classification for the Pesticide Residues in Food Regulation (Cap. 132CM) 
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Revised_Guidelines_on_Food_Classificat
ion_e_201808_20180806_v2_clean_e.pdf 

21 The First Hong Kong Total Diet Study: Pesticide Residues 
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_firm/files/Report_on_the_first_HKTDS_Pesticide_
Residues.pdf 

https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Revised_Guidelines_on_Food_Classification_e_201808_20180806_v2_clean_e.pdf
https://www.cfs.gov.hk/english/whatsnew/whatsnew_fstr/files/Revised_Guidelines_on_Food_Classification_e_201808_20180806_v2_clean_e.pdf
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_firm/files/Report_on_the_first_HKTDS_Pesticide_Residues.pdf
https://www.cfs.gov.hk/english/programme/programme_firm/files/Report_on_the_first_HKTDS_Pesticide_Residues.pdf
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公衆衛生及市政条例 

第 55 条 食品・医薬品等の組成に関する規制 

（1）適切な当局は、公衆衛生やその他公衆の保護のために必要または有益と思われる限り、以下の目的のいずれかのために

規則を制定することができる。 

（a）人が消費するための販売を目的とした食品、または人が使用するための販売を目的とした医薬品、またはそのような

食品または医薬品クラスに、特定の物質または特定のクラスの物質を、追加または抽出すること 、またはそのような食

品または医薬品の調製または保存において何らかの成分を使用することを、要求、禁止、または規制するため、および

一般に、そのような食品または医薬品の組成またはその細菌学的または化学的基準を規制または規定するため。 

 

食物內除害劑殘餘規例 

第 4 条 残留農薬含有食品の輸入・販売等 

（1）人は次の場合にのみ残留農薬を含有する食品を人の消費用に輸入、引き渡し（consign）、配送（deliver）、製造、また

は販売してよい。 

（a）食品が、付表 1 のパート 1 の列 4 に特定された種類のものであって、以下に該当する。 

（i）残留農薬が、当該食品に関して、パート 1 の列 2 に特定されている農薬の残留物である。 

（ii）食品中の残留農薬の濃度が、当該食品に対するパート 1 の列 3 に定義されている農薬残留物の MRL を超えない

（not exceed the MRL）。 

（b）食品が、付表 1 のパート 2 の列 4 に特定された種類のものあって、以下に該当する。 

（i）残留農薬が、当該食品に関して、パート 2 の列 2 に特定されている農薬の残留物である。 

（ii）食品中の残留農薬の濃度が、当該食品に対するパート 2 の列 3 に定義されている農薬残留物の EMRL を超えない

（not exceed the MRL）。 

（c）残留農薬が、免除された農薬の残留物である。 

（d）第 5 条の規定が食品に適用され、かつ食品中の残留農薬の濃度が、当該セクションの規定により食品に適用される

MRL または EMRL を超えない。 

（e）第 6 条の規定が食品に適用され、かつ食品中の残留農薬の濃度が、当該セクションの規定により食品に適用される総

MRL または総 EMRL を超えない。 

（f）第(2)に規定された条件のいずれかに合致し（パラグラフ（d）または（e）にも該当する場合を除く）、かつ第 7 条に

規定された要因を考慮して、食品の消費が危険でも健康に害を及ぼすものでもない。 

（2）第(1)項(f)にいう条件は次のとおりである。 

（a）食品が付表 1 のパート 1 の列 4 または同付表のパート 2の列 4で特定されている種類ではない。 

（b）食品が以下のものである 

（i）付表 1 のパート 1 の列 4 で特定されている種類のものであるが、残留農薬は、当該食品に対してパート 1 の列 2

で特定されている農薬の残留物ではない。 

（ii）付表 1 のパート 2 の列 4 で特定されている種類のものであるが、残留農薬は、当該食品に対してパート 2 の列 2

で特定されている農薬の残留物ではない。 

 

第 7 条 残留農薬含有食品の安全性を判断するための要因 

（1）第 4 条(1)(f)の規定に関し、ある食品の消費が健康にとって危険または有害であるかどうかの判断をする際には、一般

公衆が、問題となっている農薬に食事経由でばく露されることにより生じる可能性がある、既知または潜在的な公衆衛生へ

の悪影響の可能性を評価しなければならない。 

（2）第(1)項を制限することなく、当該案件の状況に関連するすべての要因を考慮に入れるものとする。この要因には以下

が含まれる。 

（a）当該農薬の毒性学的プロファイルおよび安全基準値。 

（b）農薬の特性および当該食品中の残留農薬のレベル。 

（c）食品の消費パターン、および一般市民と脆弱なグループの残留農薬に対する長期および短期の食事ばく露データ。 

（d）食品に関連する法定要件。 

（e）食品の輸入業者または供給業者から提供された情報。 

（f）政府の評価者から提供された情報、レポート、または試験結果。 

（g）国際的な食品または保健当局、または香港以外の場所の食品または保健当局から提供された情報（報告書、警告文書

および決定文書など）。 

（h）食品中の残留農薬の存在により生じる危害の原因と程度に関する情報、特にその危害が以下に該当するかどうかに関

する情報- 

（i）危害が製造またはサプライチェーンの全体またはその一部に存在する。 

（ii）ある特定の食品バッチに限定される。 

香港政府英語版より MCR 仮訳 
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(4) 台湾 

 

① 概要 

台湾において、農薬残留限度は農藥殘留容許量標準に設定されている。本標準に MRLが設定

されていない農薬/産品の組み合わせは、残留農薬が検出されてはならないと規定されている。

このほか、使用禁止農薬についても不検出が規定されている。 

「不検出」の定義は、法や標準には明確にされていないが、ウェブサイトの FAQの記載から、

「定量下限」未満を「不検出」として運用しているものと理解される。 

試験法はいくつかの一斉試験法、および個別試験法が提示されており、対象農薬のそれぞれ

の定量限界が示されている。 

 

② 残留農薬規制 

台湾では、食品衛生法22において「許容範囲を超えた農薬または動物用医薬品を含有する」

食品は製造・販売・輸入等してはならないと規定され、この規定の下で制定された農藥殘留容

許量標準23に許容残留限度が設定されている。 

本標準の付表 1～4 には、それぞれ農薬最大残留限度（MRL; ppm 単位）、外因性農薬最大残留

限度（EMRL）、MRL 設定不要農薬、および使用禁止農薬（表 3）が提示されている。 

 

③ 残留農薬の不検出規定 

MRL または EMRL が設定されていない農薬/産品の組み合わせは、MRL 設定不要農薬を除き、

残留農薬が検出されてはならないと規定されている。 

また、使用禁止農薬についても不検出が規定されている。 

 

食品衛生法 

第 15 条 

以下のいずれかの状況にある食品または食品添加物は、製造、加工、調製、包装、輸送、保管、販売、輸入、輸出、

贈答品として提供、または公に展示してはならない。 

1. 劣化または腐敗したもの。 

2. 熟していないため、人の健康に有害なもの。 

3. 有毒であるか、人の健康に有害な物質または異物を含有するもの。 

4. 病原性生物によって汚染されているもの、または疫学調査によって食中毒の原因であることが確認されているもの。 

5. 許容範囲を超えた農薬または動物用医薬品の残留物を含有するもの。 

6. 放射性降下物または放射能が許容範囲を超えて汚染され、含まれているもの。 

7. 偽和または偽造されたもの。 

8. 有効期限を過ぎたもの; 

9. 人間が消費するために提供されたことがなく、人間の健康に無害であることが証明されたもの。また 

10. 中央の所管官庁によって承認されていない食品添加物を含むもの。 

 

前段のサブパラグラフ 5 および 6 に規定されている農薬または動物用医薬品の残留物の許容範囲、および放射性降下

物または放射能に関する基準は、関係当局との協議の上、中央管轄当局により規定されるものとする。 

 

農藥殘留容許量標準 

 
22 Act Governing Food Safety and Sanitation 
https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0040001 

23 Standards for Pesticide Residue Limits in Foods 
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083 

https://law.moj.gov.tw/Eng/LawClass/LawAll.aspx?PCode=L0040001
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040083
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第 2 条 

本標準でいう最大農薬残留限度と実際に検査された残留農薬は、ともに市場に出回っている形態の産品の重量に基づ

いて計算するものとする。 

残留農薬の検査には、農薬自体とその代謝物を含めるものとする。 

第 3 条 

動物由来食品を除く食品中の残留農薬は付表 1 および付表 2 にあるように付表 1 の食品中の農薬残留標準、および付

表 2 の外因性農薬残留標準に合致しなければならず、これらの表に記載されていない農薬は検出されてはならない。 

第 4 条 

付表 3 に収載されている農薬は非常に安全であり、これら農薬の最大残留限度を設定し検査する必要はない。 

第 5 条 

農業管轄当局により使用が禁止されている農薬は、他の規制が適用されない限り、残留物が検出されてはならない。

これら農薬の名称は付表 4 に収載されている。 

第 6 条 

食品中の農薬残留標準の表に言及されている作物の分類は、付表 5 に記載されている。 

（台湾政府英語版より MCR 仮訳） 

 

表 3 台湾における使用禁止農薬（不検出基準が適用される） 
No 農薬名 No 農薬名 No 農薬名 

1 Organic mercury 21 Daminozide 42 Smite 

2 Endrin 22 Folpet 43 Conen 

3 DDT 23 Cyhexatin 44 Buthiobate 

4 Heptachlor 24 PCNB 45 Ditalimfos 

5 Aldrin 25 Dinocap 46 Carbophenothion 

6 Dieldrin 26 Dinobuton 47 Demephion 

7 BHC 27 Aldicarb 48 Mephosfolan 

8 Leptophos 28 Chlornitrofen, CNP 49 Dialifos 

9 Nitrofen 29 Tetradifon 50 Salithion 

10 DBCP 30 Prothoate(40%EC) 51 Bromophos 

11 Chlorobenzilate 31 MNFA (Nissol) 52 Fensulfothion 

12 Toxaphene 32 Dienochlor 53 Formothion 

13 PCP-Na 33 EPN 54 Cycloprate 

14 EDB 34 Azocyclotin 55 Pyracarbolid 

15 γ-BHC (Lindane) 35 TPTA 56 Aziprotryne 

16 Dinoseb 36 TPTH 57 Glyodin 

17 Cyanazine 37 Zineb 58 Etrimfos 

18 Dichloropropane-Dichloropropene 
38 Binapacryl 59 Promecarb 

39 Methyl Bromide 60 Propaphos(50%EC) 

19 Fenchlorphos 40 Benzoximate 61 Mecarbam(35%EC) 

20 Captafol 41 Chlorophylate 62 Endosulfan 

 

④ 不検出の定義 

「不検出」は、法規には定義されていないが、残留農薬を所管する衛生福利部食品藥物管理

署のウェブサイトの検査に関する FAQ のページ24には、検査データの調整に関する問いに対し、

「検査値が試験法の定量限界よりも小さい場合、数値を調整する必要はなく、検査報告は不検

出とする」と回答されていることから、定量限界未満を「不検出」として運用しているものと

理解される。なお、本質問は検査データ一般に関するものであるが、この質問の回答の例示と

して農薬試験が用いられていることから、上記「不検出」についての理解は残留農薬にも適用

されるものと考えてよいと思われる。 

  

 
24 衛生福利部食品藥物管理署: 檢驗常見問答 
https://www.fda.gov.tw/tc/siteListContent.aspx?sid=1815&id=32819 

https://www.fda.gov.tw/tc/siteListContent.aspx?sid=1815&id=32819
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検査に関する FAQ 

No 51 検査データの調整はどのような場合に必要か？ 標準は何か？ 

【発行日：2020-03-05】発行元：調査・検査チーム 

1. 検査値が試験法の定量限界よりも小さい場合、数値を調整する必要はなく、検査報告は不検出とする。 

2. 検査値が基準を満たしているかどうかを判断する場合、中華民国国家規格 CNS2925「規定限界値の有効数値表示方法」

の「丸め方の方法」の処理原理に従って、基準に最も近い数値に調整する必要がある。 

3. 農薬試験を例にとると、ある作物カテゴリーにおけるある農薬の残留農薬限度基準が 0.1 ppm の場合、検査値が 0.14 

ppm であれば、報告する検出値は小数点以下を 1 桁として 0.1 ppm に丸めるものとする。 

MCR 仮訳 

 

⑤ 試験法と定量限界 

残留農薬の試験法として、公告試験法と推奨試験法が公表されており、衛生福利部食品藥物

管理署ウェブサイト25、または試験法検索のページ26からアクセスすることができる。なお一部

の試験法は英訳版が入手可能27である。 

公告試験法は、食品衛生検査の基本的な試験法であり、法定の手続きを経て衛生福利部長名

（日本の厚生労働大臣に相当）で公表される。農産物に関する公告試験法は、5件の一斉分析

法（野菜類対象 : 1 件 [71 種農薬]、農産物全般対象: 1 件 [380 農薬]、果物類対象: 2件 

[115/104 種農薬]、茶対象: 1 件 [106 種農薬]）、および 22件の個別分析法が公表されている。

なお、農産物全般を対象とした一斉試験法は、下記の推奨試験法で 31 農薬が分析対象に追加

されている。 

一方、推奨試験法は、試験室の参考となり準拠して実施できるように国内外のさまざまな範

囲から推奨される方法として提示されている試験法である。日本の告示試験法・通知試験や EU

の試験法その他文献記載の試験法などが推奨されている。試験室は、検査要件に応じて試験法

を改変し、検証（verification）またはバリデーション（validation）を行えば使用可能であ

るが、定量限界は推奨試験法と一致していなければならないとされている。 

公告試験法および推奨試験法ともに、対象としているすべて農薬について定量下限が設定さ

れている。 

  

 
25 公告檢驗方法：https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103 
建議檢驗方法：https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574 

26 檢驗方法查詢：https://consumer.fda.gov.tw/Food/Testing.aspx?nodeID=1037 
27 Analytical Methods：https://www.fda.gov.tw/ENG/siteList.aspx?sid=10358 

https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=103
https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1574
https://consumer.fda.gov.tw/Food/Testing.aspx?nodeID=1037
https://www.fda.gov.tw/ENG/siteList.aspx?sid=10358
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(5) 韓国 

 

① 概要 

韓国において残留農薬の基準は「食品規格」に示されている。 

残留基準は、調査した範囲では概ね「0」以外の数値が設定されているが、大豆もやしのみ、

いくつかの農薬について「不検出」が規定されている。 

「不検出」は、食品規格に規定されている各農薬試験法による試験の結果が、当該試験法の

「定量限界」未満の場合は、「検出されない」として取り扱うことが食品規格に規定されてい

る。 

 

② 残留農薬規制の位置づけ 

韓国において食品は、食品衛生法28の下で規制されている。 

その第 4 条で人体に対し有害な食品（腐敗、有害物質含有、微生物汚染、異物汚染、安全検

査不合格、不法輸入など）の製造・販売等が禁止されているが、このほか、第 7条で、公衆衛

生の観点から規格や仕様が制定されている食品については、規格・仕様に従って製造・輸入・

加工等を行うこととされ、これらの規格・仕様に合致していない食品は販売してはならず、ま

た販売用に製造・加工等を行ってはならないと規定されている。 

残留農薬は、この規格・仕様として設定されている。 

 

食品衛生法 

第 4 条（有害食品の販売の禁止） 

何人も、以下の食品等を販売目的で、収集、製造、輸入、加工、使用、調理、保管、分割、輸送、展示してはならない。 

1. 人体に害を及ぼす可能性のある腐敗した、古くなった、または熟していない食品。 

2. 有毒または有害な物質を含有、または含有する可能性のある食品、または有毒・有害物質が塗布、または塗布されてい

る可能性のある食品：ただし、人体に害を及ぼさないと食品医薬品安全大臣がみなした食品は除外する。 

3. 人体に害を及ぼす可能性のある疾病を引き起こす微生物で汚染、または汚染されている可能性のある食品。 

4. 不潔であったり、他の物質が混合または添加されていたり、またはその他の理由により、人体に害を及ぼす可能性のあ

る食品。 

5. 第 18 条に基づく安全検査の対象となる農産物、畜産物、水産物のうち、安全検査に合格しなかった食品、または安全

検査の結果、食べられないとみなされた食品。 

6. 輸入が禁止されている食品、または輸入食品安全管理特別法第 20 条（1）に基づく輸入申告を行わずに輸入された食

品。 

7. 事業者以外の者によって製造、加工、または分割された食品。 

 

第 7 条（食品または食品添加物に関する規格および仕様） 

（1）食品医薬品安全大臣は、公衆衛生上必要な場合、販売用の食品または食品添加物に関する以下の事項を決定し、公表す

るものとする。 

1. 食品または食品添加物の製造、加工、使用、調理、または保管に関する規格。 

2. 食品の成分または食品添加物の仕様。 

… 

（4）（1）項および（2）項に基づいて基準および仕様が定められている食品または食品添加物は、当該基準に従って製造、輸

入、加工、使用、調理、または保存するものとし、また何人も当該基準または仕様に合致していない食品または食品添加物

を販売してはならず、またはこのような食品を販売用に製造、輸入、加工、使用、調理、保管、分割、輸送、保存、または

展示してはならない。 

MCR 仮訳 

 
28 Food Sanitation Act (Act No. 17472, Aug. 11, 2020) (韓国政府による非公式英訳) 
https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=54823&lang=ENG 

https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=54823&lang=ENG
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③ 残留農薬の不検出規定 

韓国の農薬残留基準（MRL）は、食品規格 202129に、限度を超えてはならない値（not more 

than that limit）として規定され、個別の農薬/産品の値が附属書 4 に示されている。 

MRL が設定されていない場合については、一律基準として 0.01mg/kgが適用されることが規

定されている。 

設定されている MRL は調査した範囲内では、概ね、数値で規定されているが、「大豆もやし」

については、食品規格中に特別に項が設けられ、いくつかの農薬について「検出されてはなら

ない」と規定されている。 

 

食品規格 2021 

第 2 章 一般食品の共通規格・仕様 

3. 一般食品の規格・仕様 

7) 農薬の最大残留限度（MRL） 

（1）農産物への農薬 MRL の適用 

① 農産物中の農薬の MRL は[附属書 4]に示されているが、これはその限度を超えてはならないことを意味する。なお、

個別 MRL とグループ MRL とが設定されている場合は、個別 MRL を優先して適用する。 

② 農産物中の残留農薬の MRL が[附属書 4]に設定されていない場合、デフォルトの MRL である 0.01mg/kg を適用する。 

③「農薬管理法」で使用登録されている、または外国で当該国の法律の下で合法的に使用されている農薬に含有されてい

る有効成分について、以下の理由により MRL の設定を免除される場合がある。免除される成分は下表に示されている。 

毒性が低いため、人体に害を及ぼす可能性が低い成分。 

食品に全く残留していない成分。 

自然界に存在するために、食品に含有されているものとの区別が困難な成分。 

安全性が保証された天然の植物保護成分（微生物など）。 

 

（2）大豆（緑豆）もやしへの農薬 MRL の適用と適用の原則 

① 6-BA（6-BA、6-ベンジルアミノプリン、ベンジルアデニン）残留物は 0.2mg/kg を超えてはならない。 

② カルベンダジム、チアベンダゾール、チラム、キャプタン、二酸化硫黄、および大豆（緑豆を含む）に関する MRL が設

定されていないその他の農薬は検出されてはならない。 

③大豆（緑豆を含む）の MRL が設定されている農薬については、大豆（緑豆を含む）に由来する MRL を考慮して、大豆（緑

豆を含む）の MRL の 1/10 を適用するものとする。 

MCR 仮訳 

 

④ 不検出の定義 

「不検出」の意義については、食品規格に、「定量限界未満で検出された残留物は未検出と

して取り扱う」と規定されている。 

 

食品規格 2021 

第 1 章 

2. 規格・仕様の適用 

7）食品中の農薬および動物用医薬品の残留物の試験など、本通知で定量限界（LOQ）が特定されている試験において、LOQ 未

満で検出された残留物は未検出として取り扱うものとする。 

MCR 仮訳 

  

 
29 Food Code(No.2021-54, 2021.6.29.) (韓国政府による非公式英訳; 本文全 8章のうち第 1~7 章のみ; 調査時
点での最終改正(2021.9.30)は未反映; 最新版および第 8 章は下記食品医薬品安全省の website参照) 
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69982&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=
0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3 
食品医薬品安全省 website（韓国語のみ）：https://foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_01.jsp 

https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69982&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69982&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=3
https://foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_01.jsp
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⑤ 試験法と定量限界/検出限界 

本食品規格において定められた規格・仕様への適否は、「原則として、本規格に規定した試

験法により試験を実施して判定する」と規定されている。 

残留農薬の試験法は、本規格の第 8 章第 7節30に示されている。 

ここでは、一般原則として産品ごとの検査使用部位および検体の前処理が記載され、一般農

産物に関する抽出・精製法の異なる 3 種の一斉試験法、19 種の複数物質試験法および 103 農

薬の個別試験法、ならびに高麗人参に関する一斉試験法と個別試験法が提示されている。この

ほか、畜水産物における残留農薬の試験法も提示されている。 

個別試験法にはそれぞれの試験法の定量下限が示されており、前述のように、試験結果が定

量限界未満の場合は未検出として取り扱うことが規定されている。 

 

食品規格 2021 

第 1 章 一般規定 

1. 一般原則 

3) 原則として、本告示に定められた規格および仕様に対する適否判定は、本告示で規定した試験方法で実施して判定する。

ただし、本告示で規定した試験方法よりも精度・真度がより高い方法を使用してもよく、また微生物及び毒素等に対する

試験には商品化されたキットまたは装置を使用することができるが、その結果が疑わしい場合は、ここで規定した方法に

より試験し、判定しなければならない。 

4) 本告示で規格および仕様が定められていない事項は、食品医薬品安全大臣が、当該事項に関する国際食品規格委員会

（Codex Alimentarius Commission: CAC）の規定または主要外国規格/仕様、一日摂取許容量（Acceptable Daily Intake: 

ADI）、および当該食品の摂取量など、各事項の関連資料を総合的に検討し、暫定的に適否を判定することができる。 

5）本通知の「第 5 章. 食品別基準及び規格」において個別に定められた試験方法がない食品については、「第 8 章．一般試

験法」の該当する試験方法に従い、本告示に規格・仕様が定められていない食品、または規格・仕様が定められているが試

験方法が提示されていない食品については、食品医薬品安全大臣が認定した試験方法、国際食品規格委員会（Codex 

Alimentarius Commission、CAC）規定、国際分析化学会（Association of Official Analytical Chemists、AOAC）、国際

標準化機構（International Standard Organization、ISO）、農薬分析マニュアル（Pesticide Analytical Manual、PAM）

などの試験方法に従い試験を行ってもよい。もし、上記試験方法にもない場合には、他の法令に定められている試験方法、

国際的に通用している公認試験方法に従って試験してもよいが、それらの試験方法を提示しなければならない。 

MCR 仮訳 

  

 
30 食品医薬品安全省 website 
https://foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_02.jsp?idx=263 

https://foodsafetykorea.go.kr/foodcode/01_02.jsp?idx=263
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(6) 中国 

 

① 概要 

中国では、食品安全法により残留農薬の含有量が国家標準の制限値を超過している食品の製

造、販売が禁止され、その制限値（すなわち MRL）は、食品国家標準の「GB2763-2021: 食品中

農薬最大残留限量」に示されている。 

MRL 未設定の場合の対応については、これらの法・標準には規定されていない。しかし、国

際的な MRL 設定状況に関するいくつかの報告書・資料では、「ゼロトレランス（すなわち不検

出）」が適用されるとしている。 

試験法は上記国家標準に示されている。ただし、不検出の定義はなく、また検出限界も示さ

れていない。 

 

② 残留農薬規制 

中国において、残留農薬は、食品安全法31 第 34 条の「残留農薬の含有量が食品安全国家標

準の制限量を超過している食品の製造または販売を禁止する」旨の規定により規制されている。 

食品安全国家標準の「GB2763-2021: 食品中農薬最大残留限量32」には、564件の農薬と 376

種の食品/食品カテゴリーに対する 10,092件の MRL で設定されている。 

中国の標準は、日本における JIS 規格と同様の任意規格とともに、強制力を有する国家標準

があり、これに適合しない製品の製造、販売、輸入は禁止されている。食品中の残留農薬に関

する GB2763-2021 は国家標準であり、かつ本標準中で MRLは「農薬残留物の許容される法定最

大濃度」と定義されており、本標準で定められている MRLには法的な拘束力があり、不適合の

場合は販売、輸入することはできない。 

 

食品安全法 

第 34 条 以下の食品、 食品添加物、食品関連製品の製造・販売を禁止する。 

（1）… 

（2）病原性微生物、残留農薬、 残留動物用薬品、生物毒素、重金属等の汚染物質及びその他の人体の健康に危害を及ぼす

物質の含有量が食品安全基準の制限量を超過している食品、食品添加物、食品関連製品 

 … 

食品安全国家標準 《食品中農薬最大残留限量》（GB2763-2021） 

最大残留限度（MRL） 

食品または農産物の内部または表面の農薬残留物の許容される法定最大濃度。食品または農産物 1 kg あたりの残留農薬の

mg（mg/kg）として表される。 

中華人民共和国食品安全法: JETRO 仮訳 
食品安全国家標準 食品中農薬最大残留限量: USDA 英訳より MCR 仮訳 

③ 一律基準 

食品衛生法の条文は、「残留農薬の含有量が食品安全標準の制限量を超過している食品は製

 
31 中华人民共和国食品安全法 
http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/25/content_2852919.htm 
中華人民共和国食品安全法 (2015): 日本貿易振興機構（JETRO）仮訳 
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html 

32 食品安全国家标准食品中农药最大残留限量 
http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm 
National Food Safety Standard Maximum Residue Limits for Pesticides in Food (USDA 英訳) 
https://www.fas.usda.gov/data/china-translation-maximum-residue-limits-pesticides-foods 

http://www.gov.cn/xinwen/2015-04/25/content_2852919.htm
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2015/02/a4e2198aab9fbd50.html
http://www.aqsc.agri.cn/zlbz/gzdt/202106/t20210603_379939.htm
https://www.fas.usda.gov/data/china-translation-maximum-residue-limits-pesticides-foods
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造・販売を禁止する」旨の規定であり、MRL が設定されていない農薬/産品の組み合わせに関す

る規定は、法・国家標準には言及されておらず、一律基準に関する記載もない。 

ただし、このことは、MRL 未設定の場合は規制がない（ポジティブリスト制に移行する前の

日本の状態）というわけではないようである。 

FAO の世界 19 か国の農薬残留基準と Codex MRL との調和状況に関する調査報告書33では、

MRL 未設定の場合の各国の対応の中で、中国については「未確認。公的手続きが制定されてい

ない場合は、ゼロトレランスが適用されるものと仮定」と記載されている。 

また、米国国際貿易委員会の MRL 未設定および低レベル MRLの貿易に及ぼす影響に関する報

告書34には、「中国には、MRL が未設定の農薬/産品の組み合わせに対する一律基準はない。し

かし、いくつかの農産物業界団体によると、これは数値で示される一律基準はないが、事実上、

中国市場における作物に、検出可能なレベルの残留農薬が残留することは許可されないことを

意味している。すなわち、MRL 未設定の農薬で処理された農産物は中国への輸入は許可されな

い」旨の記述がある。 

ただし、同報告書は続けて、「業界団体の報告では、MRLが未設定であっても、場合によって

は、中国は輸出国の MRLに従う可能性がある」と述べている。 

以上のように、MRL 未設定の農薬/産品の組み合わせについての取り扱いについて、明確に示

している中国の公的な文書はない。したがって中国では未登録の農薬で処理した産品を中国に

輸出する場合は、あらかじめ中国当局に取り扱いについて確認をするべきと思われる。 

 

④ 不検出規定/不検出の定義 

法および国家標準の条文中に、特定の農薬の残留基準を「不検出」とする規定はない。また、

中国で使用を禁止されている農薬のいくつかについて、MRLを確認したが、いずれも何らかの

数値が設定されており、「0」または「不検出」とする例はなかった。 

不検出の定義は、調査した範囲（法および標準）では見いだされなかった。 

 

⑤ 試験法 

残留農薬の試験法は、前記の残留農薬標準 GB GB2763-2021に参照する一斉試験法および個

別試験法が列挙されており、MRL が確定している農薬については、採用する試験法が指定され

ている。ただし、暫定 MRL に関する試験法は、いくつかの例外を除いて指定されていない。 

なお、米国農務省のレポート35によると、暫定 MRL は以下の場合に設定されるものである。 

1) 摂食によるリスクの評価が未完了 

2) 許容一日摂取量（ADI）が暫定的 

3) 分析法未確立 

 
33 FAO (2020) Understanding international harmonization of pesticide maximum residue limits with 
Codex standards: A case study on rice. 
https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0463en 

34 United States International Trade Commission (2020) Impact of Missing and Low Pesticide Maximum 
Residue Levels, Vol. 1 
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5071_0.pdf 

35 USDA (2021) Translation of Maximum Residue Limits for Pesticides in Foods 
https://www.fas.usda.gov/data/china-translation-maximum-residue-limits-pesticides-foods 

https://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0463en
https://www.usitc.gov/publications/332/pub5071_0.pdf
https://www.fas.usda.gov/data/china-translation-maximum-residue-limits-pesticides-foods
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4) MRL 未設定産品への緊急使用 

 

各標準の一斉試験法、個別試験法ともに、定量限界は示されているが、検出限界については記

載されていない。 
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(7) シンガポール 

 

① 概要 

シンガポールにおける残留農薬の MRL は食品規則の付表に設定され、MRL 未設定の場合は、

コーデックス委員会の採択した MRL を超えてはならないとされている。 

コーデックスの MRL が未設定の場合については、一律基準に関する規定もなく、輸入・販売

等は不可である。したがって MRL 未設定の農薬/産品の組み合わせに対しては、「不検出」が適

用されるものと理解される。 

ただし、「不検出」の定義は、法令中には言及されておらず、運用についても不明である。 

また、試験法および検出限界については、調査した範囲では言及されていなかった。 

 

② 残留農薬規制 

シンガポールにおける残留農薬は、食品販売法36第 13条「ある物質を、規則で許容された割

合を超える割合で含有する食品を販売してはならない」との規定に基づき、食品規則37の第 30

条で、残留農薬の含有割合が付表 9 に設定されている MRL 以外の食品は、輸入・販売等を行っ

てはならないと規定されている。 

また、付表 9 に MRL が設定されていない場合は、コーデックス委員会が採択した MRLまたは

EMRL を超えてはならないと規定されている。 

シンガポールの食品規則には複数農薬の残留についても規定があり、各農薬の残留レベルと

それぞれの MRL との比率の合計が 1 を超えないこととされている。 

なお、植物管理法38においても、未加工果実・野菜の輸入の要件として、禁止農薬残留物ま

たは規定レベルを超えるレベルでの残留農薬を含有しないことが規定されている。 

 

食品販売法 

許容割合を超えて物質を含有する食品 

第 13 条  

何人も、何らかの物質を、本法の下で制定された何らかの規則により許容された割合を超える割合で含有するすべての食品

を販売してはならない。 

 

食品規則 

第 30 条 

（1）本規則において、「農薬」とは、農業、牧畜、園芸、家庭用または産業用として、真菌、細菌、ウイルス、昆虫、ダ

ニ、軟体動物、線虫、植物または動物の生長、発生を制御し、駆除しまたは予防するため、またはその他の関連した目的の

ために使用される、または使用される可能性がある物質または化合物を意味する。 

（2）何人も、付表第 9 の列 3 に特定された産品に関し、列 2 に特定された割合で、列 1に特定されているものを除く残留

農薬を含有する食品を、輸入、販売、宣伝、製造、引き渡しまたは配送してはならない。 

（3）本規則に別途定められている場合を除き、食品に含有される残留農薬は、当該農薬についてコーデックス委員会が採

択した最大残留限度または外因性最大残留限度を超えてはならない。 

（4）残留農薬が許容されている食品を 1 つまたは複数含む加工食品または混合食品は、当該加工または混合食品の調製に

使用された当該農薬を含有する食品に対して許容された量を超えて当該農薬を含有してはならない。 

 
36 Sale of Food Act 
https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA1973?ValidDate=20210102&Timeline=Off&ProvIds=P1I-#P1I- 

37 Food Regulation 
https://sso.agc.gov.sg/SL/283-RG1?DocDate=20210913 

38 Control of Plants Act 
https://sso.agc.gov.sg/Act/CPA1993?WholeDoc=1 

https://sso.agc.gov.sg/Act/SFA1973?ValidDate=20210102&Timeline=Off&ProvIds=P1I-#P1I-
https://sso.agc.gov.sg/SL/283-RG1?DocDate=20210913
https://sso.agc.gov.sg/Act/CPA1993?WholeDoc=1
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（5）付表第 9 に特定されている複数の農薬の残留物を含有する食品であって、存在する各農薬の量を、それぞれの農薬が

単独で存在する場合に許容される最大量で除した割合の合計が、1 を超えない場合を除き、何人もこれらの残留農薬を含有

する食品を輸入、販売、宣伝、製造、引き渡しまたは配送してはならない。 

 

植物管理法 

無許可の未加工果実、野菜の輸入または積み替えの禁止 

第 8 条 

（1）ライセンス保持者は、以下の場合を除き、販売、供給、または流通目的で未加工果実または野菜を輸入してはならな

い。 

 … 

（c）積荷全体に、禁止農薬の残留物、または規定レベルを超えるレベルの残留農薬または有毒化学物質が含まれていな

い。 

 … 

【注: シンガポールでは、輸入業者はライセンスが必要とされている】 

MCR 仮訳 

 

③ MRL 未設定の場合の対応 

前述のように、食品規則付表 9 に MRL が設定されていない場合は、コーデックス MRLを適用

する旨が規定されているが、コーデックス MRL も未設定の場合については、一律基準を含め、

特に規定されていない。 

規則第 30 条(2)では「付表 9 に設定されている農薬であって残留割合が MRLの範囲内である

もの」以外は輸入・販売等してはならないと規定していることから、MRL未設定の場合は輸入・

販売等はできないと理解され、したがって、MRL未設定の農薬は「不検出」でなければならな

いと考えられる。 

 

④ 不検出規定/不検出の定義 

法および規則の条文に特定の農薬の残留基準を「不検出」とする規定はない。また、付表 9

に設定されている MRL は、すべて「0」以外の数値であり、「0」または「不検出」とした例は

ない。 

一方、上述のように、国内 MRL およびコーデックス MRL が未設定の場合は、「不検出」が適

用されるものと理解される。 

ただし、食品販売法および食品規則には「不検出」は定義されておらず、また、運用につい

ても調査した範囲では確認できなかった。 

 

⑤ 試験法 

試験法は公開されておらず、「検出限界についても不明である。 

なお、行政の試験を担当している国立食品科学センター（National Centre for Food Science）

も試験所としての認証を受けており、その認定証には、認証を受けた食品の残留農薬と試験法

が記載されているが、試験法はいずれも「in house method」と記載されており、公定試験法

はないものと推察される。 
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(8) マレーシア 

マレーシアでは残留農薬に関し、1985 年食品規則39の規則 41 に、規定値（MRL）を超えて残

留農薬を含有する食品の輸入・販売等をしてはならないとされている。 

MRL は別表 1640に定められている。また、別表 16 に定められていない場合は Codex の設定

値、両者ともに設定されていない場合は、デフォルト値の 0.01mg/kgを用いることとされてい

る。 

なお、別表 16 の MRL、および Codex設定の MRL 値に対しては、これらの値を「超えて（greater 

than）」と規定しているが、デフォルト値 0.01mg/kgについては「0.01mg/kg以上（0.01 mg or 

more per kilogram）」とされている。この「以上」は、2020年の修正規則41により「超えて」

から「以上」に改定された経緯があるが、規定理由や意義は不明である。 

なお、別表 16 の MRL はすべて「0」以外の数値であり、「不検出」相当または「0」とする設

定例はない42。 

また、規則には明記されていないが、別表 16、Codexの両者とも規定がないもののうち一部

は、ASEANの MRL が国の MRLとして採用されている43。 

 

食品規則 1985 

規則 41 

（2）いかなる者も、水を除くすべての食品の調製、保管、包装、配送、輸入、または販売のために陳列する過程で、農薬へ

のばく露により、食品中または表面の残留量が別表 16 に設定されている量よりも多くなる場合には、これらの食品を農薬に

ばく露し、ばく露されるようにし、またはばく露されることを許可してはならない。 

（3）いかなる者も、以下の食品を輸入、販売のための調製、または販売してはならない。 

（a）ある残留農薬を、当該農薬について当該食品に対して別表 16 に設定された割合を超える割合で含有する食品。 

（b）ある農薬について別表 16 に設定されていない場合は、当該残留農薬を、当該残留農薬について当該食品に対してコー

デックス委員会で推奨されている割合を超える割合で含有する食品。 

（c）何らかの農薬について、別表 16 またはコーデックス委員会において、当該農薬残留について当該食品に対して設定

されていない場合は、当該残留農薬を 1 キログラムあたり 0.01 ミリグラム以上含有する食品。 

（3A）パラグラフ(3)(c)にかかわらず、食品は、局長の事前の書面による承認を得れば、残留農薬を 1 キログラムあたり 0.01

ミリグラム以上含有していてもよい。 

MCR 仮訳 

  

 
39 P.U.(A) 437/85 FOOD REGULATIONS 1985： 
https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC027305/ 

40 Department of Agriculture ウェブサイト: Pesticide Information→ Pesticide Residue→ 16 Schedule 
Food Act 1983：http://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/302?mid=141 

41 Food (Amendment) (NO. 3) Regulations 2020.：http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mal196914.pdf 
42 2020 年修正規則で別表 16の MRL一覧は差し替えられており、本規則のマレー語版には「Propikonazola Beras 
kilang  0.0」と記載されている。しかし、英語版は「propiconazole Milled rice  0.05」であり、また 2014
年までの更新を反映した旧版でも同様に「0.05」であることから、マレー語版の「0.0」は誤植と思われる。 

43 Department of Agriculture ウェブサイト: Pesticide Information→ Pesticide Residue→ List of 
Adopted ASEAN MRLs As National MRLs 
http://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/302?mid=141 

https://www.fao.org/faolex/results/details/en/c/LEX-FAOC027305/
http://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/302?mid=141
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/mal196914.pdf
http://www.doa.gov.my/index.php/pages/view/302?mid=141
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(9) インドネシア 

 

① 概要 

インドネシアでは、輸入食品に関する残留農薬基準が、農業大臣規則（2016）により規定さ

れており、食品中の含有量が附属書に示した化学物質（大部分が農薬）汚染、生物汚染の限度

を超えてはならないとされている。 

この規則のほか、保健大臣・農業大臣共同政令（1996）、さらに、国家規格「農産物の残留農

薬の最大限度（2008）」においても残留基準が設定されている。 

これらの三者間には、掲載活性成分の有無に相違が散見し、また、同じ有効成分／作物の組

み合わせで MRL が異なる場合が見られる。しかし、これら三者の関係は不明確である。 

これら三者とも、特定の農薬（または農薬／産品の組み合わせ）について「不検出」とする

規定はない。掲載されている基準値は数値で示されているが、「0」とする例はない。また掲載

されていない農薬／産品の組み合わせの取り扱いについて、「一律基準」または「デフォルト

値」の規定はなく、また「不検出」とする規定もない。したがって、「不検出」の定義に関する

記載もない。 

サンプリング方法と試験法は、国家規格には示されており、また検査部位についても、他の

ガイドライン（未入手）参照の旨が記載されている。 

大臣規則、共同政令には、検査部位、試験法に関する記載はない。 

 

② 食品に関する規則 

インドネシアでは、食品法 18/201244 の下で食品の管理・規制が行われている。 

この法律の食品の品質および安全性について規定した第 VII 章の第 90 条で、汚染食品の流

通が禁止され、化学物質関連では以下の食品などが汚染食品と規定されている。 

1) 有毒、危険、または人の生命と健康を危険にさらす可能性のある物質を含有する食品。 

2) 定められた最大限度を超える汚染物質を含有する食品。 

3) 食品生産工程または作業での使用が禁止されている素材を含有する食品。 

また、食品を商用のために輸入する者は、食品の品質・安全基準を満たさなければならない

とされている。 

 

食品法（18/2012） 

第 90 条 

（1）何人といえども汚染食品を流通してはならない。 

（2）前項でいう汚染食品とは、以下の食品をいう： 

a. 有毒、危険、または人の生命と健康を危険にさらし得る物質を含有する。 

b. 所定の最大限度を超える汚染物質を含有する。 

c. 食品生産工程または作業での使用が禁止されている素材を含有する。 

… 

MCR 仮訳 

 
44 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN 
https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2012/uu18-2012bt.pdf 
英訳 Food Law（FAO: FAOLEX Database から入手） 
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins139381E.pdf 

https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2012/uu18-2012bt.pdf
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ins139381E.pdf
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なお、米国農務省45は、食品・農産物の輸出先国の規制・規格についてのレポートを毎年公

表しているが、そのインドネシア編には以下のような記述があり、インドネシアへの輸出は慎

重を期す必要があろう。 

 

米国農務省 (2021) 食品・農産物の規制・規格国別報告書 インドネシア 【p5】 

食品および加工製品のマーケティングに係るインドネシアの規制の多くは、不明確かつ分かりにくく、施行されていなかっ

たり、施行されていても大雑把で無計画であったりする。関連規制を精査することは重要であるが、実際には、行われてい

ることがまったく異なる場合がある。したがって、輸出業者は地元の輸入業者/代理店と協議して、輸入に関する一般的な要

件を決定することが不可欠である。 

MCR 仮訳 

 

③ 農業大臣規則 

③-1 残留農薬規制 

農業大臣規則46（2016）は、「植物由来生鮮食品の輸入に係る食品安全検査に関するインドネ

シア共和国農業大臣規則第 55 号/Permentan/KR.040/11/2016」と題する規則であり、対象は輸

入品である。 

本規則第 6 条に、商用に輸入する植物由来生鮮食品（Fresh Food of Plant Origin : FFPO）

は、安全性に関する要件を満たさねばならず、その要件として、附属書に示した化学物質（大

部分が農薬）汚染、生物汚染の限度を超えてはならないことが規定されている。 

附属書では、FFPO に対する種々の有効成分または汚染物質の MRL が掲載されている。FFPO

は 6 類型（果物、野菜、穀類、ナッツ、豆類、エステート作物（大規模農園作物; コーヒー豆、

コショウ、サトウキビ、茶））の 100 種作物、汚染物質として、残留農薬、重金属、マイコト

キシンが挙げられている。 

 

③-2 不検出規定／不検出の定義 

本規則の条文中、特定の農薬（または農薬／産品の組み合わせ）について「不検出」とする

規定はなく、または何らかの条件を付すような規定はない。 

また、附属書の MRL はすべて「0」以外の数値であり、「不検出」相当または「0」とする設

定例はない。 

「不検出」相当の規定はないことから、「不検出」の定義は記載されていない。 

 

③-3 MRL 未設定の場合の対応 

附属書に MRL が掲載されていない有効成分／作物の組み合わせについての取り扱いは規定

されておらず、「一律基準」または「デフォルト値」の規定、または「不検出」とする規定はな

 
45 US Department of Agriculture: Food and Agricultural Import Regulations and Standards 
Country Report: Indonesia. January 27,2021 
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agr
icultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2020 

46 PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55/PERMENTAN/KR.040/11/2016 
https://karantina.pertanian.go.id/hukum/index.php?lnk=view_uu 
本文英訳（在インドネシア大使館）REGULATION OF MINISTER OF AGRICULTURE OF REPUBLIC OF INDONESIA No. 
55/Permentan/KR.040/11/2016: REGARDING FOOD SAFETY INSPECTION OVER IMPORT OF FRESH FOOD OF PLANT 
ORIGIN 
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-9.pdf 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2020
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=Food%20and%20Agricultural%20Import%20Regulations%20and%20Standards%20Country%20Report_Jakarta_Indonesia_12-31-2020
https://karantina.pertanian.go.id/hukum/index.php?lnk=view_uu
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/attach/pdf/id_lab-9.pdf
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い。 

本規則の条文は、「附属書に示されている農薬は、上限を超えてはならない」と読めること、

また特定の農薬について「不検出」等とする規定はないことから、附属書に示されていない農

薬については規制対象外と理解してよさそうである。 

 

③-4 試験法と検査部位 

MRL の検査部位、試験法に関する記載はない。 

 

インドネシア共和国農業大臣規制 No.55 / Permentan / KR.040 / 11/2016 

植物由来生鮮食品の輸入に関する食品安全検査について 

第 III 章 輸入の要件 

第 6 条 

（1）流通に供する植物由来生鮮食品（FFPO）の輸入は、FFPO の安全性の要件を満たさなければならない。 

（2）上記（1）でいう FFPO の安全性には、化学的および生物学的汚染物質が上限を超えないことを含む。 

（3）上記（2）でいう化学的汚染物質、生物学的汚染物質、および上限、ならびに FFPO の種類は、本規則本パートと不可分

の一部である本規則附属書 I に記載されている。 

MCR 仮訳 

④ 保健大臣・農業大臣共同政令 

農産物中の残留農薬に関する保健大臣・農業大臣共同政令 No. 881/Menkes/SKB/VIII/1996、

711/Kpts/TP.270/8/96 では、農産物中の残留農薬について、以下のように規定している。 

1) 人が直接または間接的に消費する製品の最大許容残留量は、別表のとおりである。 

2) インドネシアで流通する農産物は、国内生産品であれ輸入品であれ、別表のレベルを超えて

はならない。 

3) 別表のレベルを超えて残留農薬を含有する輸入農産物は輸入を拒否する。 

4) 残留農薬の検査は、MOH または MOA が指定した施設で、適用される法令に従って実施する。 

なお、別表では、農薬ごとに種々の作物における残留限度が示されている。 

MRL が掲載されていない有効成分／作物の組み合わせについての取り扱いは規定されていない。 

MRL の適用部位については、上記 4）で言う適用される法令に記載されている可能性がある

が、本政令において具体的な言及はない。 

 

農産物の残留農薬の最大限度に関する保健大臣・農業大臣共同政令 

No. 881/Menkes/SKB/VIII/1996、711/Kpts/TP.270/8/96 

 

第一：食用作物、園芸作物、畜産物、水産物、栽培林産物など、直接であれ間接であれ、消費する可能性がある農産物の残

留農薬の最大限度値は、本共同政令の別表のとおりである。 

第二：インドネシアで流通する農産物は、国内産および国外産とも、第一項で言う限度値を超える残留農薬を含有してはな

らない 

第三：第一項で言う限度値を超える残留農薬を含有する国外からの輸入農産物は輸入を拒否する。 

第四：農産物の残留農薬の検査は、保健大臣または農業大臣が指定した試験所において、適用される法律および規則に従っ

て実施するものとする。 

MCR 仮訳 

⑤ 国家規格 

国家規格 SNI 7313:2008「農産物の残留農薬の最大限度」は、流通が許可されている農産物

の残留農薬の最大限度、サンプルの採取方法、および検査方法を設定するもので、別表に MRL

が掲載されている。 
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MRL が掲載されていない有効成分／作物の組み合わせについての取り扱いは規定されていな

い。 

MRL の適用部位については、植物保護局、食品作物生産開発局策定の「農産物中の残留農薬

検査のガイドライン（2004）」を参照すると規定されている（本ガイドラインは未調査）。 
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(10) タイ 

 

① 概要 

タイにおいて残留農薬は、残留有害物質を含む食品に関する告示により規制されている。 

ここでは、別途危険物質法で製造・輸出入・所持が禁止されている農薬は、残留農薬の「不

検出」が規定されており、その他の農薬は、①タイ国設定の MRL/EMRL、②コーデックス MRL、

③特例一律基準（一部の農薬について、すべての植物由来産品に対する各農薬の基準値として

下記④の一律基準値以外の値が設定されている）、④一律基準: 0.01mg/kgが適用される。 

「不検出」の定義に関し、最近、不検出農薬に追加された 5種農薬については、分析科学的

な検出限界が定められ、残留農薬はこの限界値未満であることが規定されていることから、こ

れらについては「不検出」は明らかに検出限界未満を意味している。その他農薬も同様の意味

合いであるものと類推されるが、特段の定義はなく、不明確である。 

試験法としてタイ国が具体的に指定するものはないが、告示において試験法の要件が示され

ており、国家機関・国際機関または国際的に認知されているマニュアル・出版物に公表された

試験法、またはガイドラインに準拠してバリデーションが行われ文書化されている試験法であ

ることが規定されている。 

 

② 残留農薬規制、MRL 未設定時の対応 

タイでは、食品法47第 6 条の「保健大臣は食品を管理するために、食品の品質や基準に関す

る規定を制定することができる」との規定に基づき、残留有害物質を含む食品に関する告示48

（および 2 件の修正告示49）において残留農薬を規制している。 

この告示では、危険物質法50において第 4 種危険物質に指定されている農薬（付属文書の付

表 1; 農薬以外の関連一般化学品も含む全 87 物質; 製造、輸出入、所持が禁止）については、

「不検出51」、その他の農薬は所定の基準値を超えないことが規定されている。 

基準値は以下の優先順で適用される。 

1) 本告示付表 2 に設定されている MRL、付表 4 に設定されている EMRL 

 
47 Food Act （Unofficial translation） 
http://food.fda.moph.go.th/law/announ_moph1-150.php 

48 Ministry of Public Health Notification No. 387 B.E. 2560 (2017) Re: Food Containing Pesticide 
Residues (Pesticide Residues in Food) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.387.pdf 
保健省告示第 387号 JETRO和訳 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH387.pdf 

49 Notification of the Ministry of Public Health (No.393) (2018) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.393.pdf 
Notification of the Ministry of Public Health (No.419) (2020) 
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P419_E.pdf 
保健省告示第 419号 JETRO 和訳 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH419.pdf 

50 HAZARDOUS SUBSTANCE ACT, B.E. 2535 (1992) 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/e_activity/pdf/hazsubact2535.pdf 
本法の第 18 条で、危険物質は以下の 4 カテゴリーに分類され、製造・輸出入・所持の要件が規定されてい
る。第 1 カテゴリー: 定められた規則・手順を遵守、第 2 カテゴリー: 事前の届け出、かつ規則・手順を遵
守、第 3 カテゴリー: 認可が必要、第 4 カテゴリー: 禁止 

51 タイ政府の Unofficial Translation では、農薬を「含有してはならない（shall not contain）」としている
が、JETROの仮訳は農薬が「検出されない」としており、またタイ語原文のツールによる和訳/英訳（Google、
エキサイトなど）も「検出されない」の意であるため、「不検出」とした。 

http://food.fda.moph.go.th/law/announ_moph1-150.php
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.387.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH387.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.393.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P419_E.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/food/MoPH419.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/thailand/e_activity/pdf/hazsubact2535.pdf
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2) 付表 2 に MRL が設定されていない場合、コーデックス MRL 

3) 1)、2)に該当しない場合、付表 3 に定められている一律基準 

付表 3 には、17 種の農薬について、すべての植物由来産品に対する各農薬の基準値が定

められている。基準値は下記 4)で定める 0.01mg/kg 以外の値であり、「不検出」～0.1mg/kg

が設定されている。 

4) 1)～3)のいずれにも該当しない場合は、一律基準 0.01mg/kg 

 

食品法 

第 6 条 食品を管理するために、大臣は以下に関して政府官報に掲載する権限を与えられるものとする。 

（1）管理食品を規定すること。 

（2）管理食品について、販売用に生産、販売用に輸入または販売される食品の名称、種類・種別、または性質を考慮して、

販売用の生産、販売用の輸入または販売の原則、条件および方法を含めた品質または基準を規定すること。 

（3）（1）に規定された管理食品以外の食品について、販売用の生産、販売用の輸入または販売の原則、条件および方法とと

もに、またはこれらを伴うことなく、品質または基準を規定すること。 

… 

（9）食品の検査、保管、押収、および分析の原則的な条件および方法を、参照文書を含めて規定すること。 

 

残留有害物質を含む食品 保健省告示 第 387 号 (2017)  

および修正告示 第 419号 (2020) 

第 4 項 残留有害物質を含有する食品の基準を設定し、本告示付属書の付表 1「仏歴 2535 年（1992 年）有害物質法に基づく

第 4 種危険物質」が検出されることを禁じる。その他の農業有害物質は以下の通りとする。 

（1） 本告示付属書の付表 2 で定める残留有害物質の最大値(Maximum Residue Limit; MRL)を超えてはならない。 

（2） 本告示付属書付表 2 以外の残留有害物質の最大値(Maximum Residue Limit; MRL)は、コーデックス委員会(Codex 

Alimentarius commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)が定める規定を超えてはならない。 

（3） （１）及び（２）以外の場合、植物及び動物の残留有害物質はデフォルト値（Default Limit）である 0.01mg/kg を超

えてはならない。ただし、本告示付属書の付表３にデフォルト値（Default Limit）が定められた植物は除く。 

（4） 本告示付属書の付表 4 で定める避けることが出来ない原因による混入による残留有害物質の上限値(Extraneous 

Maximum Residue Limit, EMRL)を超えてはならない。 

第 5 項 学術的な分析検査手法は、本告示付属書の付表 5 に従うものとする。 

食品法: Unofficial translation より MCR 仮訳 
保健省告示第 387 号、419 号: JETRO 仮訳 

 

③ 不検出規定/不検出の定義 

前述のように、第 4 種危険物に指定されている農薬（付表 1）については「不検出」が規定

されている。また、MRL が未設定の場合に適用される一律基準の特例（すなわち 0.01mg/kg以

外の基準値）が付表 3 に規定されているが、この中で、オメトエート（omethoate）は、「不検

出」と規定されている。 

なお、MRL が設定されている農薬/産品の組み合わせについては、すべて「0」以外の数値と

して設定されている。「不検出」についての定義は、法令には規定されていない。 

ただし、付表 1 にリストされている農薬は「不検出」が規定されているが、修正告示により

付表 1 に追加されたクロルピリホス、パラコートおよびこれらの類縁体の計 5 物質について

は、試験法として備えるべき最低限の検出限界が設定されており、かつ検出された場合は設定

された検出限界値未満でなければならないと規定されている。これは、たとえば検出限界が、

試験法として備えるべき検出限界よりも極めて低い分析法を用いた場合に、「不検出」が適用

されるこれら 5 種の残留農薬が検出されたとしても、修正告示に設定された検出限界値を下

回っていれば問題はないものと理解される。 

なお、ここでの「検出限界」は、特段の定義はなく、また文脈からも、通常の分析科学で用
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いる「検出限界」を意味していると考えられる。 

したがって、少なくともこれら 5 種の農薬については、「不検出」は検出限界未満を意味す

ると考えてよいと思われる。 

その他の農薬についても、「不検出」は検出限界未満を指すと類推されるが、明確な規定は

ない。 

 

④ 試験法と検出限界 

残留農薬の試験法は、残留有害物質を含む食品に関する告示第 419 号の付属書 5に、「基準に

関係する国家機関もしくは国際機関、または国際的に認められたマニュアルもしくは出版物に

より公表された方法」か、または、「試験法性能に関して、国際的なガイドラインに基づいた

バリデーションが行われ、その結果が ISOに準拠して文書化された試験法」のいずれかと規定

されている。具体的な試験法の例示はされていない。 

検出限界は、前述のようにクロルピリホス、パラコートおよびこれらの類縁体の計 5物質に

ついては、試験法として備えるべき最低限の検出限界が下表のように設定されている。他の物

質については不明である。 

 

表 4 クロルピリホス等の検出限界 

農薬名 産品 
検出限界 (LOD) 

(mg/kg) 

クロルピリホス 
(Chlorpyrifos) 

生鮮果実および野菜、その他の野菜 0.005 

穀物および豆類 0.01 

肉、牛乳、卵 0.005 

クロルピリホスメチル 

(chlorpyrifos-methyl) 

生鮮果実および野菜、その他の野菜 0.005 

穀物および豆類 0.01 

肉、牛乳、卵 0.005 

パラコート 
(paraquat) 

パラコートジクロリド 
(paraquat dichloride) 

パラコートジメチルサルフェート {paraquat[bis(methyl sulfate)]} 
パラコートメトサルフェート (paraquat methosulfate) 

生鮮果実および野菜、その他の野菜 0.005 

穀物および豆類 0.02 

肉、牛乳、卵 0.005 

 

残留有害物質を含む食品 修正告示 第 419 号 (2020) 

付属書付表 5 

農薬使用に起因する食品中の残留有害物質の分析検査方法は、以下のいずれかとする。 

1. 基準に関係する国家機関もしくは国際機関、または国際的に認められたマニュアルもしくは出版物により公表された方

法。 

2. 残留有害物質の分析検査方法は正確さと適切さ（performance characteristics）とを備えているか妥当性確認

（validation）を行う。妥当性確認は一般的に認知された国際的なガイドラインに基づき、共同研究（collaborative study）

を行う試験所または単一試験所（single laboratory validation）によって行う。文書化された結果は、最新版の ISO/IEC17025 

品質システムに準拠し、検証可能なものである必要がある。 

 

2017 年第 387 号保健省告示「残留有害物質を含有する食品」付属文書付表 1 の農薬使用による食品中の残留有害物質の学

術的な分析検査方法は、少なくとも本告示の付属文書で定める分析方法検出限界（LOD）での検出・分析が可能な能力を有す

る試験所で行わなければならない。また検出される残留有害物質の量は本告示付属文書の表に定める規定値を下回らなけれ

ばならない。 

 【表: 上表参照】 

JETRO 仮訳、一部 MCR 改変 
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(11) ベトナム 

ベトナムの食品安全法52では、技術標準に不適合な食品や許容汚染限界値を超えた汚染にさ

れている食品の生産、取引は禁止され、食品安全保障の一般的な条件として、相応する技術標

準規定に応じ、残留農薬等に関する許容限度量に関する規定を遵守することが定められている。 

残留農薬に関する基準は、食品中の残留農薬の最大レベルを規定する通達53に規定されてい

る。この MRL は概ねコーデックス MRL、一部、ASEANが設定した MRL を採用している。 

設定されている MRL 値はいずれも「0」以外の数値であり、「0」または「不検出」とする設

定例はない。 

MRL 未設定の農薬/産品の組み合わせについては、特に記載はなく、一律基準に関する規程も

ない。 

ただし、JETRO54によると「通達で記載されていない農薬の残留は認められていない。残留が

認められない、もしくは残留許容量を超えた物質が食品から発見された場合、法律に従って処

分される」。したがって、MRL 未設定の場合は「不検出」と考えられる。 

「不検出」の定義、試験法および検出限界に関する記述は、調査した範囲では見いだせなかっ

た。 

 

食品安全法 

第 5 条. 禁止行為 

（5）生産、取引:  

 … 

b) 相応する技術標準に不適合である食品。  

…  

d) 毒性のある物質を有する食品、毒物に汚染された食品、許容汚染限界値を超えた汚染にさらされている食品。 

第 10 条. 食品安全保証の一般的な条件  

（1）相応する技術標準規定に応じ、微小な病原体、残留農薬量、（獣医の投与する）動物用医薬の残留量、重金属類、汚染の

原因となる物質、食品に含まれて人間の健康や生命を害する可能性を有するその他の化学物質に関する（許容）限度量

に関する規定を遵守すること。 

 

食品中の残留農薬の最大レベルを規定する通達 

第 3 条 食品中の最大残留レベルの公布 

食品中の残留農薬の最大レベルは、本通達の添付文書に規定されている。 

食品安全法: JETRO 仮訳 

通達: ベトナム政府参考英訳より MCR 仮訳 

  

 
52 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Luật số: 55/2010/QH12 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx 
食品安全法 政令番号: 55/2010/QH12（JETRO 仮訳） 
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/trade_05/pdfs/vietnam_syokuhinanzenhou.pdf 

53 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH GIỚI HẠN TỐI ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM Số: 
50/2016/TT-BYT 
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-
thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx 
Circular No.: 50/2016/TT-BYT dated December 30, 2016 of the Ministry of Health on regulations on 
maximum residue levels of pesticide in food (参考英訳) 
http://asemconnectvietnam.gov.vn/Law.aspx?ZID1=10&ID1=2&MaVB_id=2553 

54 JETRO (2019) ベトナムにおける加工食品の輸入制度 
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/02/c4428793fc13b7ae.html 
なお、JETRO ウェブサイト「青果物の輸入規制、輸入手続き: ベトナムの食品関連の規制」も参照 
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/foods/exportguide/vegetables.html 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-an-toan-thuc-pham-2010-108074.aspx
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/vn/trade_05/pdfs/vietnam_syokuhinanzenhou.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Thong-tu-50-2016-TT-BYT-gioi-han-toi-da-du-luong-thuoc-bao-ve-thuc-vat-trong-thuc-pham-337490.aspx
http://asemconnectvietnam.gov.vn/Law.aspx?ZID1=10&ID1=2&MaVB_id=2553
https://www.jetro.go.jp/world/reports/2019/02/c4428793fc13b7ae.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/foods/exportguide/vegetables.html
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(12) フィリピン 

 

① 概要 

フィリピンでは、農薬を含有する食品について、当該農薬の MRLが設定されており、含有量

がその MRL の範囲内にある場合を除き、当該食品は粗悪品と見なされ、製造、輸入、販売が禁

止されている。 

MRL は、一つまたは複数の産品を対象としたいくつかの国家規格において設定されている。

ただし、設定済の産品は 20 品目のみである。 

MRL 未設定の場合の取り扱いについて、法令では特に言及されず、また何らかの一律基準も

規定されていないが、いくつかの規格の序文には、その取扱いについて言及されている。輸入

作物（りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン、ライチ、オレンジ、なし）に関する規格では、

コーデックス MRL を適用することが明記され、コーデックス MRL が未設定の場合は原産国の

MRL を適用する場合もある旨が記載されている。またアスパラガスとオクラについての規格で

は、それぞれの規格の序文に、MRL 未設定の場合は、コーデックス MRL、ASEAN MRL、または他

国政府の設定した MRL を適用する場合がある旨が記載されている。その他の規格では、MRL未

設定の場合の取り扱いは言及されていない。 

特定の残留農薬について「不検出」とする規定はなく、また個別の MRLを「不検出」または

「0」とした設定例はないが、MRL 未設定の農薬は、その取扱いに関して何らかの規定がなされ

ている場合を除き、検出されてはならない、すなわち「不検出」との理解が妥当と考えられる。 

「不検出」についての特段の定義はない。 

 

② 食品規制と残留農薬規制 

フィリピンでは、食品、医薬品および化粧品法 196355（1987年に大統領令56により、一部条

文とともに、法令略称も食品、医薬品及び医療機器ならびに化粧品法と改定され、また 2009年

食品医薬品局法（FDA 法）57によりさらに一部改定された）、および食品安全法 201358の下で食

品の規制、安全確保が行われている。 

法において、食品を含む健康関連製品について、粗悪なものは製造・輸入・販売を行っては

 
55 Food, Drug, and Cosmetic Act of 1963: Republic Act No. 3720, 1963. An Act to ensure the safety and 
purity of foods, drugs, and cosmetics being made available to the public  by creating the Food and 
Drug Administration which shall administer and enforce the laws pertaining thereto. 
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1963/ra_3720_1963.html 

56 Executive Order No. 175, May 22, 1987. Further amending Republic Act No. 3720, entitled “An Act 
to ensure the safety and purity of foods, drugs, and cosmetics being made available to th e public 
by creating the Food and Drug Aministration which shall administer and enforce the laws pertaining 
thereto”, as amended, and for other purposes. 
https://lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_175_1987.html 

57 Food and Drug Administration (FDA) Act of 2009: Republic Act No. 9711, August 18, 2009. An Act 
strengthening and rationalizing the regulatory capacity of the Bureau of Food and Drugs (BFAD) by 
establishing adequate testing laboratories and field offices, upgrading its equipment, augmenting 
its human resource complement, giving authority to retain its income, renaming it the Food and 
Drug Administration (FDA), amending certain sections of Republic Act no. 3720, as amen ded, and 
appropriating funds thereof. 
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9711_2009.html 

58 Food Safety Act of 2013: Republic Act No. 10611. An Act to strengthen the food safety regulatory 
system in the country to protect consumer health and facilitate market access of local foods and 
food products, and for other purposes. 
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10611_2013.html 

https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1963/ra_3720_1963.html
https://lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_175_1987.html
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9711_2009.html
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10611_2013.html
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ならないと規定し、粗悪な食品とは毒物、劇物を含むものと規定している。ただし当該物質が

未加工農産物中または表面の農薬であって、当該農薬に対して許容範囲が設定されており、か

つその許容範囲に適合している場合を除くとされている。 

この規定から、残留農薬については、MRLに適合している場合のみ輸入・販売が可能であり、

MRL に不適合、または MRL 未設定の農薬の場合は輸入・販売は不可と理解される。すなわち、

フィリピンの残留農薬規制は、いわゆるポジティブリスト制である。 

なお、残留農薬の規制に関する「粗悪品の輸入・販売を禁止する。残留農薬含有食品は粗悪

品とみなす。ただし、限度値以内であれば粗悪品とは見なさない。」というロジックは、米国

の食品・医薬品・化粧品法と同様であり、多くの用語は同一のものが用いられている。 

 

食品、医薬品および化粧品法 1963 

（大統領令 175-1987、および FDA 法 2009 により一部改定） 

 

定義 

第 10 条 本法では、以下の定義を用いるものとする。 

(ff) 「健康関連製品」とは、食品、医薬品、化粧品、医療機器、生物学的製剤、ワクチン、体外診断用試薬、家庭用／都

市有害物質、および／またはそれらの組み合わせや誘導体を意味する。さらに、健康に対し、規制を必要とするよう

な影響を与える可能性があるとして、FDA が定める製品も指すものとする。 

禁止行為 

第 11 条 以下の行為およびその原因となる行為は、禁止する。 

(a) 粗悪、未登録または虚偽表示された健康関連製品の製造、輸入、輸出、販売、販売の申し出、流通（distribute）、譲

渡、非消費者的な使用（non-consumer use）、宣伝、広告、または後援をすること。 

(b) いかなる健康関連製品を粗悪化または虚偽表示すること。 

… 

粗悪食品 

第 14 条 以下の食品は粗悪品とみなす。 

(a)  

(1) 健康を害するおそれのある毒物または劇物を含有する場合。ただし、当該物質が添加された物質ではない場合、当

該食品中の当該物質の量が、通常、健康を害する量ではないときは、本条における粗悪化されているとはみなされ

ないものとする。 

(2) 添加された毒物または劇物を保持または含有している場合。ただし当該物質が未加工農産物中または表面の農薬

であって、当該農薬に対して許容範囲が設定されており、かつその許容範囲に適合している場合を除く。 

… 

MCR 仮訳 

 

③ 残留農薬基準 

残留農薬基準は、強制力のあるフィリピン国家規格（PNS）において設定されている。 

ただし、多くの国の残留農薬基準は一つの法令や規格（日本の食品、添加物等の規格基準や、

中国の食品安全国家標準など）にまとめられているが、フィリピンでは、一つまたは複数の産

品ごとに一つの規格が制定されている。MRL が設定されている産品は 20 品目であり、これら

を PNS 規格名とともに下表に示した。なお、これらについて検索可能なデータベース59が作成

されている。 

  

 
59 MRLS of Pesticide Residues of CROPS Commodities 
http://www.bafs.da.gov.ph/commodities_pesticides 

http://www.bafs.da.gov.ph/commodities_pesticides
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表 5 MRL が設定されている産品及びPNS規格 
品目 規格 

Apple Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Asparagus Asparagus PNS/ BAFS 157:2015 

Banana Banana PNS/ BAFS 161:2021 

Bittergourd Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Citrus Fruits Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Coffee Beans Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Eggplant Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Garlic Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Grapes Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Longan Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Lychee Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Mango Mango PNS/ BAFS 160:2021 

Okra Okra PNS/ BAFS 158:2015 

Onion Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Orange Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Pear Imported Crops PNS/ BAFS 292:2020 

Pineapple Pineapple PNS/ BAFS 159:2021 

Rice Milled Rice PNS/ BAFS 162:2020 

Stringbeans Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

Tomato Selected Crops PNS/ BAFS 265:2018 

 

④ MRL 未設定の場合の取り扱いと一律基準 

法令において、MRL未設定の場合の取り扱いについての言及はなく、また一律基準に関する

規定はない。 

なお、食品安全法では、基準設定に当たっての指針が示されており、この中に、コーデック

ス基準は、特に不都合がない場合は採用しなければならないと規定されている。これはあくま

でも規格策定の際の指針であって、規格未制定の産品に対しコーデックスの残留農薬基準値を

適用することを意味するものではないと考えられるが、実務上の取り扱いは不詳である60。 

 

食品安全法 2013 

第 9 条 食品安全基準の設定 - DA および DOH は、強制力のある食品安全基準を設定しなければならない。基準設定の指針

は、以下の通りである。 

(a) 基準は、科学、リスク分析、専門機関／団体からの科学的助言、他国の基準、既存のフィリ ピン国家基準（PNS）、コー

デックス委員会の基準（存在し適用可能な場合）に基づき設定するものとする。 

(b) コーデックス基準は、消費者保護に必要なものと矛盾し、その措置に科学的正当性が存在する場合を除き、採用しな

ければならない。 

MCR 仮訳 

 

一方、上記のいくつかの規格では、MRL 未設定の農薬／産品の組み合わせの場合の取り扱い

について、その序文において言及している。 

「輸入作物（りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン、ライチ、オレンジ、なし）」に関する

PNS/BAFS 292: 202061では、規格に含まれていない農薬についてはコーデックス MRLを適用す

る（shall apply）とされ、さらにコーデックス MRL が未設定の場合は、原産国が設定した MRL

 
60 JETRO のウェブサイトでは、一部の成果物を除き、「それ以外の農薬については、フィリピン農務省植物産業局
は、2013 年食品安全法（Republic Act No.10611）に基づきコーデックス委員会（CODEX)が定めるガイドライ
ンを実務上参照しています」と記載されている。 
https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/foods/exportguide/vegetables.html 

61 PHILIPPINE NATIONAL STANDARD PNS/BAFS 292:2020. Maximum Residue Limits on Selected Imported Crops 
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/PNS%20BAFS%20292-
2020%20MRLs%20of%20Pesticides%20on%20Selected%20Imported%20Crops.pdf 

https://www.jetro.go.jp/world/asia/ph/foods/exportguide/vegetables.html
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/PNS%20BAFS%20292-2020%20MRLs%20of%20Pesticides%20on%20Selected%20Imported%20Crops.pdf
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/PNS%20BAFS%20292-2020%20MRLs%20of%20Pesticides%20on%20Selected%20Imported%20Crops.pdf
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を適用する場合がある（may apply）と規定されている。 

また、2015 年に制定されたアスパラガスおよびオクラの規格（PNS/BAFS 157: 201562、158: 

201563）では、未設定農薬については、コーデックス MRL、ASEAN MRL、または他国政府の設定

した MRL を適用する場合がある（may apply）旨が規定されている。 

しかし、その他の作物に関する規格では、規格設定にコーデックス MRL等を参照したとの記

載はあるものの、MRL 未設定の場合の取り扱いは言及されていない。 

上記のように MRL 未設定の農薬が残留している食品は粗悪品とみなすとの規定、および一律

基準に関する規定はないことから、規格において MRL未設定の農薬／産品の組み合わせについ

ては、輸入・販売が不可と理解される。 

 

代表的な輸入作物の MRL: りんご、かんきつ類、ぶどう、ロンガン、ライチ、オレンジ、なし. PNS/BAFS 292: 2020 

序 

… 

今回採用された輸入作物の MRL は、ASEAN MRLs データベースの農薬製品の調和 MRL のリストを採用したものである。この最

初のリストは、BAFS による定期的な見直しと更新の対象となる。リストに含まれていない農薬の残留物については、コーデッ

クス MRL が適用されるものとする。コーデックス MRL がない場合は、所轄官庁の評価に従い、原産国が設定した MRL を適用

する場合がある。 

 

アスパラガスの MRL. PNS/BAFS 157: 2015; オクラの MRL. PNS/BAFS 158: 2015 

FPA（肥料・農薬局）未登録農薬が残留している可能性のある輸入品については、コーデックス MRL、ASEAN MRL、または他の

政府当局が設定した MRL を適用する場合がある（may apply）。 

【両規格で同文】 

MCR 仮訳 

 

⑤ 不検出基準と不検出の定義 

特定の残留農薬について「不検出」とする規定はなく、また個別の MRLを「不検出」または

「0」とした設定例はない。 

上記の粗悪品に関する法律の規定から、MRL未設定の農薬の場合は輸入・販売は不可と理解

されるため、MRL 未設定の場合の取り扱いについて特段の規定がない農薬については検出され

てはならない、すなわち「不検出」との理解が妥当と考えられる。 

「不検出」についての特段の定義はない。 

  

 
62 PNS/BAFS 157:2015. Maximum Residue Limits on Asparagus 
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-
PNS%20BAFS%20157_2015%20Pesticide%20residues%20in%20asparagus-
Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf 

63 PNS/BAFS 158:2015. Maximum Residue Limits on Okura 
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-
PNS%20BAFS%20158_2015%20Pesticide%20residues%20in%20Okra-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf 

http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-PNS%20BAFS%20157_2015%20Pesticide%20residues%20in%20asparagus-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-PNS%20BAFS%20157_2015%20Pesticide%20residues%20in%20asparagus-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-PNS%20BAFS%20157_2015%20Pesticide%20residues%20in%20asparagus-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-PNS%20BAFS%20158_2015%20Pesticide%20residues%20in%20Okra-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf
http://www.bafs.da.gov.ph/bafs_admin/admin_page/pns_file/2021-02-24-PNS%20BAFS%20158_2015%20Pesticide%20residues%20in%20Okra-Maximum%20Residue%20Limits%20(MRLs).pdf
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(13) インド 

 

① 概要 

インドでは、食品安全法において、食品（article of food）は、残留農薬を規則で定める

許容限度を超えて含有してはならないと規定され、残留農薬限度（MRL）は食品安全および標

準規則において、超えてはならない値として定められている。 

「不検出」または「0」とする例はなく、したがって「不検出」は定義されていない。 

MRL 未設定の農薬については一律基準の 0.01mg/kg が適用される。 

 

② 残留農薬の規制 

インドでは、食品安全法64において、食品（article of food）は、残留農薬を規則で定める

許容限度を超えて含有してはならないと規定している。 

また、食品（food）の性質や品質が、人の健康を害するほどに影響を受けているものは「安

全でない食品（unsafe food）」と定義（第 3条）し、その原因の一つに、規則で定められた量

を超えて農薬やその他の汚染物質を含有することを挙げている。 

一方、輸入業者および食品事業者はこのような安全ではない食品を輸入・製造・貯蔵・販売・

流通してはならないと規定（第 25 条、第 26 条）、それぞれの事業者の責任を明確化している

（第 27 条）。 

 

食品安全法  

第 3 条 定義 

(1) 本法律においては、文脈上別段の定めがある場合を除き、それぞれの用語は以下を意味する。 

(zz) 「安全でない食品」とは、その性質、物質または品質が、以下により、健康を害するほど影響を受けている食品の物

品を意味する:  

(i) … 

(xii) 規制で指定された量を超える農薬やその他の汚染物質を含むことによる。 

 

第 21 条 残留農薬、残留動物用医薬品、残留抗生物質および残留微生物数 

(1) 食品（article of food）は、殺虫剤、残留農薬、残留動物用医薬品、残留抗生物質、残留溶剤、薬理活性物質及び微生

物数を、規則で定める許容限度を超えて含有してはならない。 

(2) 1968 年殺虫剤法（46 - 1968）に基づき登録・承認された燻蒸剤を除き、殺虫剤を食品に直接使用してはならな い。 

 

説明 - 本条においては以下を適用する 

(1) 「残留農薬」とは、ある農薬を使用した結果として食品（food）に含まれる特定の物質をいい、農薬の誘導体、例えば変

換生成物、代謝物、反応生成物および毒性学的に重要と考えられる不純物を含み、さらに環境から食品中に混入する残

留物も含まれる。 

（2）「動物用医薬品残留物」とは、動物由来製品の可食部分における親化合物またはその代謝物、あるいはその両方を含み、

また当該動物用医薬品に関連した不純物の残留物を含む。 

 

第 5 章 輸入に関する規定 

第 25 条 食品の輸入はすべてこの法律の適用を受ける。 

(1) 何人も、インドに以下のものを輸入してはならない。 

(i) 安全でない食品、誤ったブランド名、規格外の食品、または外因性物質を含む食品。 

第 6 章 食品安全に関する特別な責任 

第 26 条 食品事業者の責任 

 
64 FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006 No. 34 OF 2006 [23rd August, 2006] 
https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2027/1/A2006-34.pdf#search=Food%20safety%20act 

https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2027/1/A2006-34.pdf#search=Food%20safety%20act
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(1) 食品事業者は、その管理下にある事業において、食品（article of food）が生産、加工、輸入、流通および販売のすべ

ての段階において、本法律およびこれに基づく規則の要件を確実に満たさなければならない。 

(2) 食品事業者は、自らまたは代理の者により、以下の食品を製造、貯蔵、販売または流通させてはならない。 

(i) 安全でないもの。 

… 

第 27 条 製造業者、包装業者、卸売業者、流通業者および販売業者の責任 

（略） 

MCR 仮訳 

 

③ 残留農薬基準 

残留農薬限度（MRL）は食品安全および標準規則65において、超えてはならない値として定め

られている。 

なお、この規則では、殺虫剤（insecticide）という用語が用いられている。その定義は殺虫

剤法66における定義が採用されている。ただし、説明的な文言ではなく、殺虫剤法の別表に掲

げる物質として定義されている。別表の物質は、いわゆる殺虫剤のみではなく、除草剤・殺菌

剤等も含まれており、一般的な意味での農薬とみなしてよいであろう。 

 

食品安全および標準規則 

2.3.1. 殺虫剤使用の制限 

(1) 「殺虫剤」という用語は、1968 年殺虫剤法 (46-1968)において付与された意味を持つものとする。 

(2) (3)の規定に従い、殺虫剤を食品の成形品に直接使用してはならない。 

ただし、殺虫剤法（46-1968 ）第 5 条に基づき設立された登録委員会が、食品の燻蒸用として登録し、推奨する燻蒸剤につ

いては、本規則のいかなる規定も適用されない。 

(3) 表の（2）欄に規定する殺虫剤は、同表の（3）欄に規定する食品（article of food）について（4）欄に規定する最大残

留限度値（MRL）を超えてはならない。 

 

表欄外注 

注）MRL が設定されていない農薬については、許容限度（tolerance limit）として 0.01mg/kg を適用する。 

 

殺虫剤法 1968 

第 3 条 定義 

(e) 「殺虫剤」とは、以下のものをいう。 

(i) 別表に定める物質。 

(ii) 中央政府が理事会と協議の上、官報の通知により随時別表に記載するその他の物質（殺菌剤、殺草剤を含む）、ま

たは 

(iii) これらの物質を 1 つ以上含む製剤 

MCR 仮訳 

④ 不検出基準と一律基準 

インドの MRL はすべて数値で設定されており、「不検出」に相当する文言による規定はなく、

また「0」とする例もない。 

MRL 未設定の農薬については一律基準の 0.01mg/kgが適用される（食品安全および標準規則

2.3  表の欄外注に記載）。 

  

 
65 FOOD SAFETY AND STANDARDS (CONTAMINANTS, TOXINS AND RESIDUES) REGULATIONS, 2011 Version-VI 
(27.01.2022) 
https://archive.fssai.gov.in/home/fss-legislation/fss-regulations.html 
https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Contaminants_Regulations_28_01_2022.pdf 

66 THE INSECTICIDES ACT, 1968 
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1551?sam_handle=123456789/1362 

https://archive.fssai.gov.in/home/fss-legislation/fss-regulations.html
https://fssai.gov.in/upload/uploadfiles/files/Compendium_Contaminants_Regulations_28_01_2022.pdf
https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1551?sam_handle=123456789/1362
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(14) 米国 

 

① 概要 

米国において、米国内で登録されている農薬については、ある産品との組み合わせに対して

残留農薬基準（トレランス）が設定されている。しかし、一部の農薬／産品の組み合わせに対

してはトレランスが設定されておらず、これらについては、「ゼロトラランス」が適用される。

また米国内で登録されていない物質に対してはトレランスが設定されておらず、これらの農薬

についてもゼロトレランスが適用される。 

ゼロトレランスは、出荷時に未加工農産物中またはその表面に農薬化学物質が残存していな

いことを意味し、実質的に「不検出」である。 

「不検出」は法的に定義されていない。しかし、各種マニュアル等から、分析科学的な意味

での「検出限界未満」を指すものと理解される。 

米国では、トレランスの設定は EPA が行うが、その取り締まりは FDAが担当している。残留

農薬の分析には、FDA の Pesticide Analytical Manual掲載の分析法を用いることが、規則で

規定されている。本マニュアルには一斉分析法、および個別分析法が掲載されている。通常の

ルーチンの分析には、本マニュアルに詳細が規定されている一斉分析法が用いられている。場

合により個別分析法が用いられるが、これについては農薬の目次のみで、分析法の詳細は公表

されていない。 

検出限界値、定量限界値は明示されていない。 

 

② 残留基準（Tolerance）における不検出 

②-1 「不検出」相当の設定 

米国内で登録されている農薬は、トレランス免除されている場合を除き、何らかの産品との

組み合わせに対してトレランスが設定されているが、トレランスは必ず数値（ ppm単位）とし

て設定されている。また、米国のトレランスには、「不検出」に相当する用語による規定はな

い。 

ただし、以下のようにゼロトレランスの規定があり、またトレランス未設定の農薬もある。

これらの農薬は残留が検出されれば、規定に違反しているものと見なされ、実質的に「未検出」

である。 

②-2 ゼロトレランス 

残留農薬に関する規定の中に、「ゼロトレランス」規定がある67。これは出荷時に未加工農産

物中またはその表面に農薬化学物質が残存していないことを意味し、実質的に「不検出」であ

る。 

ゼロトレランスは、当該農薬が発がん性その他の重大な影響を及ぼし、その安全レベルが 2

つの動物種で確定されていないものの、一方で、残留しないようなタイミングや方法で使用さ

れ、かつ取引に供される前に適正農業規範に設定されている洗浄やブラッシングまたは自然分

解などにより残留物が除去されるはずのものについて設定される。 

 
67 40 CFR 180.5   Zero tolerances. 
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-A 

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-E/part-180/subpart-A
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ただし、「ゼロトレランス」が適用される農薬、農薬／産品の組み合わせは具体的には示さ

れていない。 

実際は、ある農薬または農薬／産品の組み合わせに対して「ゼロトレランス」を設定すると

いうよりも、トレランスを設定しない、または既設定のトレランスを撤廃して、トレランスが

設定されていない状態とすることが「ゼロトレランス」設定に相当するものと思われる。 

②-3 トレランス未設定 

我が国では、残留基準が設定されていない農薬の場合は、一律基準（0.01mg/kg）が適用さ

れるが、米国では、トレランスが設定されていない農薬の場合、検出されれば違反となり、実

質的に「不検出」が適用される。 

上述の「ゼロトレランス」の対象となる農薬／産品の組み合わせ（すなわちトレランス未設

定）が該当し、「不検出」が適用される。また、米国内では登録されていない農薬については、

トレランスは設定されていないため、これら未登録農薬も「不検出」が適用される。 

 

②-4 アクションレベル68 

また、かつては使用されていたが、現在では使用が禁止されている農薬などもトレランスは

設定されていない。しかし、食品には、環境に残留する農薬による汚染など、適正農業規範や

製造慣行では回避できない汚染源からの農薬残留物が含有されている場合がある。 

これらの回避不能の残留物のうち、トレランス未設定またはトレランス免除未規定のものに

対し、FDA は「アクションレベル」を設定することがある。アクションレベルは、ある汚染物

質が超えるべきではない勧告値である。 

アクションレベルには法的拘束力はないが、その他の要因も考慮した上で、ケースバイケー

スで行政措置を講じることもある。 

表 6 に、今回調査対象作物に対し設定されているアクションレベルを示した。 

 

表 6 いくつかの農薬/作物のアクションレベル 

作物 

アルドリンおよび

ディルドリンの 
合計 

BHC クロルデン 
DDT、TDE および

DDE 

ヘプタクロルおよ

びヘプタクロルエ
ポキシド 

リンデン 

コメ 0.02 *1 0.05 *1 
  

0.5 *1 0.03  0.1  

りんご 0.03 *2 0.05 
 

0.1 *1 0.1 *2     

かんきつ類 
 

*3 0.05 *2 0.1 *2 0.1 *3 0.05 *1 0.5 *1 

温州みかん 
 

*3 0.05 *2 0.1 *2 0.1 *3 0.05 *1 0.5 *1 

なし 0.03 *2 0.05 
 

0.1 
 

0.1 *2 0.05    

かき 
       

     

ぶどう 0.05 *4 0.05 *3 0.1 *3 0.05  0.05 *2 0.5 *2 

いちご 0.05 *4 0.05 *3 0.1 *3 0.1 *4 0.05 *2 0.5 *2 

もも 0.02 
 

0.05 *4 0.1 *4 0.2 *5 0.05 *3   

メロン 0.1 
 

0.05 *5 0.1 
 

0.1  0.05    

茶 
       

     

かんしょ 0.1 
 

0.05 *6 0.1 
 

1    0.5 *3 

ながいも 
 

*5 0.05 *6 
 

*5 
 

   0.5 *3 

トマト 0.05 
 

0.05 
 

0.1 
 

0.05      

たまねぎ 0.1 *6 0.05 
 

0.1 
 

0.2 *6     

  

 
68 USFDA web」 site: Pesticide Residue Monitoring Program Questions and Answers 
https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-program-questions-and-answers 

https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-program-questions-and-answers
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アルドリンおよびディルドリンの合計 
*1 Cereal grains (except buckwheat, millet, teosinte, and wild rice) 
*2 Pome Fruits (except crabapples and loquats) 
*3 「かんきつ類」としての指定なし; Oranges, Grapefruits, Lemons, Tangerinesは個別指定有

り: それぞれ 0.02 
*4 Small fruits and berries 
*5 ながいもとしての指定なし; Potatoes, Sweet potatoesは個別指定有り: それぞれ 0.1 
*6 Bulb vegetables 

BHC 
*1 Cereal grains (except buckwheat, millet, teosinte, and wild rice) 
*2 Citrus Fruits 
*3 Small fruits and berries 
*4 Stone fruits (except Chickasaw, 0.05 Damson, and Japanese plums) 
*5 Cucurbit vegetables (except Balsam,0.05 pears, Chinese waxgourds, gherkins, gourds) 
*6 Root and tuber vegetables 

クロルデン 
*1 Pome fruits (except crabapples and loquats) 
*2 Citrus fruits 
*3 Small fruits and berries (except cranberries, currants, elderberries, gooseberries, and 

olallie berries) 
*4 Stone fruits (except, Chickasaw, Damson, and Japanese plums) 
*5 ながいもとしての指定なし; Potatoes, Sweet potatoesは個別指定有り: それぞれ 0.1 

DDT、TDE および DDE 
*1 "Cereal grains (except buckwheat, fresh sweetcorn, millet, popcorn, teosinte, and wild 

rice)" 
*2 Pome fruits (except crabapples and loquats) 
*3 Citrus fruits  
*4 Small fruits and berries (except elderberries, grapes, and olallie berries) 
*5 Stone fruits (except Chickasaw, Damson, and Japanese plums) 
*6 Onions (dry bulb) 

ヘプタクロルおよびヘプタクロルエポキシド 

*1 Citrus fruits 
*2 Small fruits 
*3 Stone fruits 

リンデン 
*1 Citrus fruits 
*2 Small fruits 
*3 Root vegetables 

 

③ 不検出の定義 

CFR において、「不検出」は定義されていない。 

しかし、FDAの Pesticide Analytical Manual の第 1巻69には、「検出可能だが定量下限未満

の場合は、“トレース（Trace）”と報告する」旨が記載されていることから、分析化学的な意

味での「検出限界」未満を不検出と理解してよいものと思われる。 

このように理解すると、米国のトレランスにおける「ゼロ」または「不検出」と、我が国の

残留基準における「不検出」とは、明らかに定義が異なる。 

したがって、日本の残留基準では、「検出限界」を「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」すなわち、分析化学でいう定量下限に相当す

る量または濃度と定義しているため、日本において「不検出」であっても、米国の基準では「不

 
69 Pesticide Analytical Manual vol 1 Chapter 1 section 104 B および 105 
https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/pesticide-analytical-manual-pam 

https://www.fda.gov/food/laboratory-methods-food/pesticide-analytical-manual-pam
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検出」に該当しない場合があり得る点に留意する必要がある。 

なお、米国における定量限界（Limit of Quantitation: Lq）は、「ルーチンの条件で作業を

する行政の試験室で、ある所定の方法で定量可能、かつその同一性が確認可能である残留物の

最低レベル」と定義されている。 

 

Pesticide Analytical Manual vol 1 Chapter 1  

【p 104-2】 

Trace 

Residues that are detectable by the method but present at less than the limit of quantitation are reported as 

“Trace.” 

ある分析法で検出可能だが存在量が定量下限未満の場合は「トレース（Trace）」と報告する。 

 

【p 105-1】 

105 A: DEFINITION 

FDA defines limit of quantitation (Lq) as the lowest level of residue that can be quantitated by a given method 

and whose identity can be confirmed in regulatory laboratories operating under routine conditions. Levels less 

than the Lq are defined as trace. When MRMs are used, a separate Lq applies to each residue determined by the 

method because each represents a different analytical situation. 

FDA は、定量限界（limit of quantitation: Lq）を、ルーチンの条件で作業をする行政の試験室で、ある所定の方法で定量

可能、かつその同一性が確認可能である残留物の最低レベルと定義している。 Lq 未満のレベルはトレースと定義する。一斉

試験法（Multiresidue method: MRM）を用いる場合、分析時の各残留物の状況が異なるため、Lq は残留物ごとに MRM によっ

て個別に決定する。 

MCR 仮訳 

 

④ 検出限界値 

検出限界値は、分析する産品、分析対象の農薬および分析法により当然異なるが、これらの

組み合わせ（例えば、コメに残留する農薬 A を、GCを用いた一斉分析法により分析した場合）

の検出限界値は、公表されていない。 

同様に、定量下限値も公表されていない。 

ただし、残留農薬モニタリングプログラムの年次報告書70には、FDA が行うある具体的な農

薬の分析における残留物の測定下限は、一般的なトレランスのレベル（0.01 から 100 ppm 超

の範囲）をはるかに下回っている。分析対象農薬の大部分は、FDAのデフォルトの定量下限（LOQ）

である 0.01 ppm で定量可能であると記載されている。 

なお、通常の分析では、分析法検討時に算出された定量限界値が 0.01 ppm 以下の場合は、

デフォルトの 0.01 ppm とするとされている。 

 

⑤ 分析法 

米国では、トレランスの設定は EPA が行うが、その取り締まりは FDA が担当している。 

残留農薬の分析には、FDA の Pesticide Analytical Manual 掲載の分析法を用いることが、

下記のように、規則で規定されている71。 

本マニュアルは 2 巻で構成され、第 1 巻に一斉分析法、第 2巻に個別分析法が掲載されてい

る。 

 
70 Pesticide Residue Monitoring Program Fiscal Year 2019 Pesticide Report  
https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-report-and-data-fy-2019 

71 40 CFR 180.101   Specific tolerances; general provisions. 

https://www.fda.gov/food/pesticides/pesticide-residue-monitoring-report-and-data-fy-2019

