
 

 

ピロキサスルホン（案） 
 

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適用拡大申請に伴う基準値設定依

頼が農林水産省からなされたこと及び関連企業から「国外で使用される農薬等に係る残留基

準の設定及び改正に関する指針について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴

い、食品安全委員会において食品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬

品部会において審議を行い、以下の報告を取りまとめるものである。 

 

１．概要 

（１）品目名：ピロキサスルホン[ Pyroxasulfone (ISO) ] 

 

（２）用 途：除草剤 

   イソキサゾリン系除草剤である。植物の構成成分である超長鎖脂肪酸の合成を阻害

することにより、植物を枯死させると考えられている。 

 

（３）化学名及びCAS番号 

3-[[[5-(Difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4- 

 yl]methyl]sulfonyl]-5,5-dimethyl-4,5-dihydroisoxazole（IUPAC） 

 

Isoxazole, 3-[[[5-(difluoromethoxy)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H- 

 pyrazol-4-yl]methyl]sulfonyl]-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-  

（CAS：No. 447399-55-5） 

 

（４）構造式及び物性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分 子 式  C12H14F5N3O4S 

分 子 量  391.32 

水溶解度 3.49 × 10-3 g/L (20℃) 

分配係数 log10Pow ＝ 2.39 (pH 8.7) 
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２．適用の範囲及び使用方法 

本剤の適用の範囲及び使用方法は以下のとおり。 

  作物名となっているものについては、今回農薬取締法（昭和23年法律第82号）に基づく

適用拡大申請がなされたものを示している。 

  また、小麦、大麦等に係る残留基準の設定についてインポートトレランス申請がなされ

ている。 

 

（１）国内での使用方法 

  ① 50%ピロキサスルホン顆粒水和剤 

作物名 適用 
使用量 

使用時期 
使用 
回数 

使用方法 
ﾋﾟﾛｷｻｽﾙﾎﾝを 
含む農薬の
総使用回数 薬量 

希釈 
水量 

小麦 
スズメノカタビラ 
一年生広葉雑草 

10～20 
g/10 a 

100 
L/10 a 

秋播栽培のは種後 
～小麦3葉期 
（雑草発生前 

～雑草発生揃期） 

1回 

雑草茎葉散布
又は 

全面土壌散布 

1回 

 

一年生雑草 
20～40 
g/10 a 

は種後出芽前 
（雑草発生前） 

全面土壌散布 

 

たまねぎ 

定植後 
ただし、 

定植7日後まで 
（雑草発生前） 

 
 
（２）海外での使用方法 

① 85%ピロキサスルホン顆粒水和剤（米国） 

作物名 一回当たりの使用量 年間総使用量 
使用
回数 

使用時期 使用方法 

小麦 

40～90 g ai/ha（粗粒土） 

60～120 g ai/ha（中粒土） 

60～150 g ai/ha（細粒土） 

150 g ai/ha 

2回 
以内 

播種14日前 

～4葉期 

空中散布 

土壌散布 

灌漑同時

処理 

とうもろこし 

60～165 g ai/ha（粗粒土） 

90～180 g ai/ha（中粒土） 

120～240 g ai/ha（細粒土） 

165 g ai/ha（粗粒土） 

300 g ai/ha（中粒土） 
300 g ai/ha（細粒土） 

播種 

45日前 

～4葉期 

大豆 

60～125 g ai/ha（粗粒土） 

90～180 g ai/ha（中粒土） 

105～210 g ai/ha（細粒土） 

120～210 g ai/ha 

（細粒土、茎葉処理） 

125 g ai/ha（粗粒土） 

210 g ai/ha（中粒土） 

210 g ai/ha（細粒土） 

播種 

45日前 

～3葉期 

 ai:active ingredient（有効成分） 
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  ① 85%ピロキサスルホン顆粒水和剤（米国）（つづき） 

作物名 一回当たりの使用量 年間総使用量 
使用
回数 

使用時期 使用方法 

豆類（成熟） 
（大豆を除く） 

60～300 g ai/ha 300 g ai/ha 
3回 
以内 

播種30日前 

～3葉期 

空中散布 

土壌散布 
灌漑同時 

処理 

ピーナッツ 
播種14日前 
～鞘形成期 

いも類 
塊茎野菜類 
球茎野菜類 

播種後～出芽前 
出芽後（畦間処理） 

ねぎ類 
鱗茎野菜類 

75～150 g ai/ha 150 g ai/ha 
2回 
以内 

定植後出芽前 

～6葉期 
収穫60日前まで 

セロリ類 
葉柄野菜類 

60～300 g ai/ha 300 g ai/ha 
1回 

定植後 
収穫60日前まで 

えだまめ 60～245 g ai/ha 245 g ai/ha 播種14日前～3葉期 

ひまわり類 60～300 g ai/ha 300 g ai/ha 
3回 
以内 

秋冬処理 
播種45日前 
～本葉展開時 

収穫60日前まで 

棉 

45～60 g ai/ha 

（粗粒土） 

45～90 g ai/ha 

（粗粒土畦間処理） 

60～90 g ai/ha 

（中粒土） 

45～90 g ai/ha 

（中粒土茎葉処理、 

畦間処理） 

90～125 g ai/ha 

（細粒土） 

180 g ai/ha 

（粗粒土） 

180 g ai/ha 

（中粒土） 
250 g ai/ha 
（細粒土） 

2回 
以内 

播種45日前 

～出芽前 

1葉期～開花期始め

（茎葉処理） 
4葉期～開花期始め

（畦間処理） 

アマ 

60～300 g ai/ha 300 g ai/ha 

3回 
以内 

播種30日前 
～出芽後 

草丈4インチまで 

ミント 
1回 
以内 

休眠時 

 

  ② 85%ピロキサスルホン顆粒水和剤（豪州） 

作物名 適用 使用量 使用回数 使用時期 使用方法 

小麦 
ライ小麦 

一年生イネ科雑草 100 g ai/ha 1回 発芽前 
播種時土壌混和 
播種後出芽処理 

ひよこ豆 

フィールドピー 

レンズ豆 

ハウチワマメ 
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３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

 【国内】 

  ① 分析対象物質 

・ピロキサスルホン 

・(5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4- 

 イル)メタンスルホン酸（以下、代謝物M1という） 

・5-ジフルオロメトキシ-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4- 

 カルボン酸（以下、代謝物M3という） 

・(5-ジフルオロメトキシ-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-イル)メタンス

ルホン酸（以下、代謝物M25という） 

・3-[1-カルボキシ-2-(5,5-ジメチル-4,5-ジヒドロイソオキサゾール-3-イルチオ)

エチルアミノ]-3-オキソプロピオン酸（以下、代謝物M28という） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       代謝物M1 代謝物M3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       代謝物M25 代謝物M28 

 

  ② 分析法の概要 

   ⅰ）ピロキサスルホン 

     試料から水・アセトニトリル・ギ酸（5：45：1）混液で抽出し、グラファイトカ

ーボン/NH2積層カラムを用いて精製した後、液体クロマトグラフ・タンデム型質量

分析計（LC-MS/MS）で定量する。 

 

     定量限界：0.01 mg/kg 
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   ⅱ）代謝物M1及び代謝物M25 

     試料から水・アセトニトリル・ギ酸（5：45：1）混液又はギ酸酸性下、含水アセ

トニトリルで抽出し、スチレンジビニルベンゼン共重合体カラム及び3級アルキル

アミン修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラムの連結カラムを

用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。なお、代謝物M1及び代謝物M25の分析値

は、それぞれ換算係数1.26及び1.32を用いてピロキサスルホン濃度に換算した値と

して示した。 

 

     定量限界：代謝物M1  0.013 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

          代謝物M25 0.013 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

 

   ⅲ）代謝物M3及び代謝物M28 

     試料から水・アセトニトリル・ギ酸（5：45：1）混液又はギ酸酸性下、含水アセ

トニトリルで抽出し、スチレンジビニルベンゼン共重合体カラム及び4級アンモニ

ウム塩修飾ジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラムの連結カラムを

用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。なお、代謝物M3及び代謝物M28の分析値

は、それぞれ換算係数1.50及び1.29を用いてピロキサスルホン濃度に換算した値と

して示した。 

 

     定量限界：代謝物M3  0.015 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

          代謝物M28 0.013 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

 

 【海外】 

  ① 分析対象物質 

・ピロキサスルホン 

・代謝物M1 

・代謝物M3 

・代謝物M25 

・代謝物M28 

 

  ② 分析法の概要 

   ⅰ）ピロキサスルホン、代謝物M1、代謝物M3及び代謝物M25 

     試料から水及びアセトニトリルで抽出し、アセトニトリル/ヘキサン分配又は抽

出液をn-ヘキサンで洗浄した後、LC-MS/MSで定量する。 

     または、試料に水を加えて放置した後アセトニトリルで抽出し、n-ヘキサンで洗

浄する。ピロキサスルホン及び代謝物M3については、抽出液に飽和塩化ナトリウム

溶液及び0.5 mol/L炭酸水素ナトリウム溶液又は0.5 mol/L炭酸ナトリウム溶液を

加え、ギ酸を加え酸性として代謝物M3をn-ヘキサン・酢酸エチル（7：3）混液又は

n-ヘキサン・酢酸エチル（3：7）混液で抽出し、必要に応じてグラファイトカーボ

ンカラムを用いて精製する。代謝物M1及び代謝物M25については、抽出液をさらに

酢酸エチルで洗浄する。または代謝物M1については、抽出液に酢酸緩衝液（pH 5）

を加えて酢酸エチルで洗浄した後、飽和塩化ナトリウム溶液を加えてアセトニトリ

ルに転溶する。いずれもLC-MS/MSで定量する。 

     あるいは、試料に水を加えて放置した後アセトニトリルで抽出し、n-ヘキサンで
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洗浄する。ピロキサスルホン及び代謝物M3については、NH2・C18連結カラムを用い

て精製する。代謝物M1及び代謝物M25については、C18カラムを用いて精製する。い

ずれもLC-MS/MSで定量する。 

      

   ⅱ）ピロキサスルホン、代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28 

     試料から水及びアセトニトリルで抽出する。ピロキサスルホン、代謝物M1及び代

謝物M3はスチレンジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共重合体カラム及びNH2

カラムの連結カラムを用いて、代謝物M25及び代謝物M28は溶媒を留去し、水溶液と

して酢酸エチルで洗浄した後、スチレンジビニルベンゼン-N-ビニルピロリドン共

重合体カラムを用いて精製し、LC-MS/MSで定量する。 

     または、試料からアセトニトリル・水（1：1）混液で抽出し、n-ヘキサンで洗浄

する。代謝物M1、代謝物M25及び代謝物M28はLC-MS/MSで定量する。ピロキサスルホ

ン及び代謝物M3は、0.5 mol/L炭酸水素ナトリウム溶液を加えてn-ヘキサンで抽出

し、次いで、水層に0.5 mol/Lクエン酸溶液を加えて約pH 4とし、n-ヘキサン・酢

酸エチル（3：7）混液で抽出してこれら抽出液を合わせ、グラファイトカーボンカ

ラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。 

     または、試料からアセトニトリル・水（1：1）混液で抽出する。代謝物M28はLC-

MS/MSで定量する。ピロキサスルホン及び代謝物M3は、0.5 mol/L炭酸水素ナトリウ

ム溶液を加えてn-ヘキサンで抽出し、次いで、0.5 mol/Lクエン酸溶液を加えて約

pH 4とし、n-ヘキサン・酢酸エチル（3：7）混液で抽出して先のヘキサン抽出液に

合わせた後、代謝物M1及び代謝物M25は、ジルコニアコート化シリカゲル及びC18粉

末を用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。 

     あるいは、試料からアセトニトリル・水（1：1）混液で抽出し、n-ヘキサンで洗

浄する。代謝物M28はLC-MS/MSで定量する。ピロキサスルホン及び代謝物M3は、0.5 

mol/L炭酸水素ナトリウム溶液を加えてn-ヘキサンで抽出し、次いで、0.5 mol/Lク

エン酸溶液を加えて約pH 4とし、n-ヘキサン・酢酸エチル（7：3）混液で抽出して

先のn-ヘキサン抽出液に合わせた後、代謝物M1及び代謝物M25は、飽和塩化ナトリ

ウム溶液を加えてアセトニトリルに転溶した後、LC-MS/MSで定量する。 

      

   ⅲ）代謝物M25 

     試料に水を加えて放置した後アセトニトリルで抽出し、n-ヘキサン及び酢酸エチ

ルで洗浄する。NH2カラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。 

     

   ⅳ）代謝物M28 

     試料に水を加えて放置した後アセトニトリルで抽出し、LC-MS/MSで定量する。 

     または、試料からアセトニトリル・水（1：1）混液で抽出し、酢酸エチルで洗浄

した後、LC-MS/MSで定量する。 

     あるいは、試料に水を加えて放置した後アセトニトリルで抽出し、SCX・ジオー

ル（2OH）連結カラムを用いて精製した後、LC-MS/MSで定量する。 

 

なお、代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28の分析値は、それぞれ換算

係数1.26、1.50、1.32及び1.29を用いてピロキサスルホン濃度に換算した値として

示した。 
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     定量限界：ピロキサスルホン 0.005～0.01 mg/kg 

代謝物M1  0.006～0.013 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

代謝物M3  0.008～0.015 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

代謝物M25 0.007～0.013 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 

代謝物M28 0.013～0.065 mg/kg（ピロキサスルホン換算濃度） 
 

（２）作物残留試験結果 

   国内で実施された作物残留試験の結果の概要については別紙1-1、海外で実施された

作物残留試験の結果の概要については別紙1-2及び1-3を参照。 

 

４．ADI及びARfDの評価 

食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第1号の規定に基づき、食品安全委

員会あて意見を求めたピロキサスルホンに係る食品健康影響評価において、以下のとおり

評価されている。 

 

（１）ADI 

無毒性量：2 mg/kg 体重/day 

 （ADI設定根拠資料１）亜急性毒性試験①及び亜急性毒性試験② 

 （動物種） 雄イヌ 

 （投与方法）カプセル経口 

 （期間）  90日間 

 

 （ADI設定根拠資料２）慢性毒性試験 

 （動物種） イヌ 

 （投与方法）カプセル経口 

 （期間）  1年間 

安全係数：100 

ADI：0.02 mg/kg 体重/day 

 

   ラットを用いた2年間発がん性試験において、雄で膀胱移行上皮乳頭腫、雌で副腎褐

色細胞腫の発生頻度増加が認められたが、腫瘍の発生機序は遺伝毒性メカニズムとは考

え難く、評価に当たり閾値を設定することは可能であると考えられた。 

 

（２）ARfD  設定の必要なし  

 

ピロキサスルホンの単回経口投与等により生ずる可能性のある毒性影響は認められ

なかったことから、急性参照用量（ARfD）は設定する必要がないと判断した。 

 

５．諸外国における状況 

JMPRにおける毒性評価はなされておらず、国際基準も設定されていない。 

米国、カナダ、EU、豪州及びニュージーランドについて調査した結果、米国において小

麦、とうもろこし等に、カナダにおいて大豆、ひまわりの種子等に、豪州において穀類、

豆類等に、ニュージーランドにおいて小麦、ライ小麦等に基準値が設定されている。 
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６．基準値案 

（１）残留の規制対象 

ピロキサスルホンとする。 

 

作物残留試験においては、ピロキサスルホン、代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及

び代謝物M28の分析が行われているが、その多くは定量限界未満であり、代謝物が検出

されたセロリの作物残留試験においては、ピロキサスルホンが検出されており、その

使用状況を確認するのに十分と考え、規制対象はピロキサスルホンとする。 

 

（２）基準値案 

別紙2のとおりである。 

 

（３）暴露評価対象 

ピロキサスルホンとする。 

 

作物残留試験においては、代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28の分析が

行われているがその多くは定量限界未満であるが、セロリの作物残留試験において、

代謝物Ｍ1が検出されている。しかしながら、その濃度自体は低く、ラットの亜急性毒

性試験において毒性影響は認められていないことから、規制対象はピロキサスルホン

とする。 

 

   なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物及び畜産物中の暴露評

価対象物質をピロキサスルホン（親化合物のみ）としている。 

 

（４）暴露評価 

  ① 長期暴露評価 

1日当たり摂取する農薬等の量のADIに対する比は、以下のとおりである。詳細な暴

露評価は別紙3参照。 

 

 TMDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.3 

幼小児（1～6歳） 0.6 

妊婦 0.2 

高齢者（65歳以上）   0.3 

注）各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業

務報告書による。 

  TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量 
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      ＜参考＞ 

 EDI／ADI(%)注） 

国民全体（1歳以上） 0.2 

幼小児（1～6歳） 0.5 

妊婦 0.2 

高齢者（65歳以上）   0.2 

注）各食品の平均摂取量は、平成17～19年度の食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業

務報告書による。 

  EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量 
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（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

大豆 134 圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
（乾燥子実） 119 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

未成熟とうもろこし 105 圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
（種子） 73 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

とうもろこし 128 圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
（子実） 115 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
えだまめ 63 圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
（さや） 71 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
たまねぎ 105 圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013
（鱗茎） 209 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

　代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28の残留濃度は、ピロキサスルホン濃度に換算した値で示した。

注）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験
（いわゆる最大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

圃場A:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

130 圃場B:<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

75小麦
（玄麦）

2

50%顆粒水和剤

20 g/10 a
散布

1

2

40 g/10 a
散布

2

2

2

2

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（国内）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3
/代謝物M25/代謝物M28】
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

71 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

69 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

61 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

70 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

68 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

83 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

73 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

79 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

40 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

82 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

56 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

104 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

79 圃場M：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

83 圃場N：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

132 圃場A：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-
注2）

123 圃場B：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

133 圃場C：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

110 圃場D：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

111 圃場E：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

109 圃場F：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

109 圃場G：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

116 圃場H：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

143 圃場I：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

127 圃場J：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

133 圃場K：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

97 圃場L：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

127 圃場M：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

135 圃場N：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

146 圃場O：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

112 圃場P：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

138 圃場Q：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

112 圃場R：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

96 圃場A：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

122 圃場B：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

74 圃場A：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

69 圃場B：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

47 圃場C：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

43 圃場D：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

53 圃場E：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

49 圃場F：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

49 圃場G：<0.005/<0.006/0.010/<0.007/-

60 圃場H：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

77 圃場I：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

50 圃場A：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

66 圃場B：<0.005/<0.006/<0.008/<0.007/-

118 圃場A：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

96 圃場B：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.013

110 圃場C：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

137 圃場D：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

104 圃場E：<0.005/<0.013/0.025/<0.007/0.013

85 圃場F：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.032

88 圃場G：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.013

102 圃場H：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

113 圃場I：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

94 圃場J：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

102 圃場K：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

112 圃場L：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

97 圃場M：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

112 圃場N：<0.005/<0.013/<0.008/0.007/0.030

92 圃場O：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

104 圃場P：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.028

105 圃場Q：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.017

102 圃場R：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/<0.013

103 圃場A：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.013

113 圃場B：<0.005/<0.013/<0.008/<0.007/0.014

大豆
（乾燥子実）

20 85%顆粒水和剤

散布
209 g ai/ha

散布
125 g ai/ha

1

1

スイートコーン
（穀粒+皮むき穂

軸）
11 85%顆粒水和剤

散布
300 g ai/ha

1

散布
166 g ai/ha

1

フィールドコーン
（穀粒）

20 85%顆粒水和剤

散布
300 g ai/ha

1

散布
166 g ai/ha

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3/代謝物M25
/代謝物M28】

小麦
（穀粒）

14 85%顆粒水和剤
散布

150 g ai/ha
1
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3/代謝物M25
/代謝物M28】

73 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

89 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

75 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

102 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.030

65 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

78 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.014

74 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

105 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

111 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

90 圃場A：<0.01/<0.013/0.017/<0.013/<0.013

89 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

75 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

74 圃場D：<0.01/<0.013/0.040/<0.013/<0.013

74 圃場E：<0.01/<0.013/0.035/<0.013/<0.013

159 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

163 圃場G：<0.01/<0.013/0.016/<0.013/<0.013

107 圃場A：<0.01/<0.013/0.020/<0.013/<0.013

100 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

101 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

92 圃場D：<0.01/<0.013/0.041/<0.013/<0.013

92 圃場E：<0.01/<0.013/0.046/<0.013/<0.013

105 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

89 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

97 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

80 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

80 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

97 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

148 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

154 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

139 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

141 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

148 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

143 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

150 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

150 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

146 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

150 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

161 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

158 圃場L：<0.01/0.037/<0.015/0.034/0.021

140 圃場M：<0.01/0.025/<0.015/0.036/<0.013

91 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

90 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.019

78 圃場C：<0.01/0.015/<0.015/<0.013/0.019

80 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

99 圃場E：<0.01/<0.013/0.017/<0.013/<0.013

92 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.015

98 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.016

107 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

95 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

111 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.016

107 圃場K：<0.01/0.013/<0.015/<0.013/<0.013

98 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.030

72 圃場M：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.16

ささげ
（乾燥子実）

6 85%顆粒水和剤
土壌処理200 g ai/ha+
茎葉処理100 g ai/ha

2

ピーナッツ
（種子）

13 85%顆粒水和剤
土壌処理

300 g ai/ha
1

13 85%顆粒水和剤
茎葉処理

300 g ai/ha
1

えんどうまめ
（乾燥子実）

12 85%顆粒水和剤

土壌処理200 g ai/ha 1

2
土壌処理200 g ai/ha+
茎葉処理100 g ai/ha

いんげんまめ
（乾燥子実）

9 85%顆粒水和剤

土壌処理200 g ai/ha+
茎葉処理100 g ai/ha

土壌処理200 g ai/ha 1

2

- 12 -



（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3/代謝物M25
/代謝物M28】

81 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

77 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

81 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

66 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

89 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

105 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

107 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

101 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

98 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

98 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

89 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

127 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

106 圃場M：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

66 圃場N：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

81 圃場O：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

74 圃場P：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

63 圃場Q：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

59 圃場R：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

94 圃場S：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013<0.013

87 圃場T：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

101 圃場U：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

46 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

43 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

21 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

41 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

39 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

58 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

53 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

73 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

65 圃場I：<0.01/0.015/<0.015/<0.013/<0.013

56 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

48 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

87 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

78 圃場M：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

36 圃場N：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

43 圃場O：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

48 圃場P：<0.01/<0.013/<0.015/0.020/<0.013

35 圃場Q：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

38 圃場R：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

57 圃場S：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

58 圃場T：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

63 圃場U：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

75 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

118 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

110 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

85 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

89 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

1 茎葉処理150 g ai/ha 72 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

75 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)
注3）

118 圃場B：<0.01/0.016/<0.015/<0.013/<0.013(#)

110 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

85 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

89 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

72 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

75 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

118 圃場C：<0.01/0.032/<0.015/<0.013/<0.013(#)

110 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

85 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

89 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

29 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

59 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理112.5 g ai/ha 26 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

29 圃場A：<0.01/0.014/<0.015/<0.013/<0.013(#)

59 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理225 g ai/ha 26 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(#)

ばれいしょ
（塊茎）

21 85%顆粒水和剤
土壌処理

250 g ai/ha
1

21

6 茎葉処理302.5 g ai/ha

葉たまねぎ
（茎葉）

6 85%顆粒水和剤

茎葉処理75 g ai/ha

85%顆粒水和剤
土壌処理150 g ai/ha+
茎葉処理150 g ai/ha

2

たまねぎ
（鱗茎）

5

85%顆粒水和剤

茎葉処理112.5 g ai/ha

15 茎葉処理225 g ai/ha

1

茎葉処理150 g ai/ha
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3/代謝物M25
/代謝物M28】

定植後処理312 g ai/ha 85 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理301 g ai/ha 78 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理297 g ai/ha 70 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理288 g ai/ha 89 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理290 g ai/ha 89 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理307 g ai/ha 89 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理147 g ai/ha 89 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理293 g ai/ha 112 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理161 g ai/ha 111 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理305 g ai/ha 85 圃場J：<0.01/0.014/<0.015/<0.013/<0.013

定植後処理148 g ai/ha 85 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理319 g ai/ha 43 ,51,58,65 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013(1回,58日)

茎葉処理317 g ai/ha 57 圃場B：<0.01/0.015/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理291 g ai/ha 62 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理304 g ai/ha 59 圃場D：<0.01/0.023/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理287 g ai/ha 60 圃場E：0.011/0.051/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理286 g ai/ha 60 圃場F：<0.01/0.036/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理301 g ai/ha 57 圃場G：0.017/0.063/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理149 g ai/ha 57 圃場H：0.012/0.051/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理297 g ai/ha 58 圃場I：0.052/0.064/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理150 g ai/ha 58 圃場J：0.021/0.040/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理300 g ai/ha 61 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理151 g ai/ha 61 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理328 g ai/ha 61 圃場M：<0.01/0.021/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理148 g ai/ha 61 圃場N：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理302 g ai/ha 61 圃場O：0.024/0.038/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理151 g ai/ha 60 圃場P：0.014/0.033/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理306 g ai/ha 57 圃場Q：0.021/0.090/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理151 g ai/ha 57 圃場R：<0.01/0.034/<0.015/<0.013/<0.013

土壌処理243.8 g ai/ha 110 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

土壌処理251.2 g ai/ha 104 圃場B：<0.01/<0.013/0.016/<0.013/<0.013

土壌処理247.5 g ai/ha 88 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

土壌処理278.2 g ai/ha 92 圃場D：<0.01/<0.013/0.028/<0.013/<0.013

土壌処理250.5 g ai/ha 65 圃場E：<0.01/<0.013/0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理240.2 g ai/ha 90 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/0.013

茎葉処理252.8 g ai/ha 79 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

茎葉処理246.4 g ai/ha 63 圃場H：<0.01/<0.013/0.016/<0.013/0.029

茎葉処理258.8 g ai/ha 75 圃場I：<0.01/<0.013/0.032/<0.013/<0.013

茎葉処理249.5 g ai/ha 45 圃場J：<0.01/<0.013/0.015/<0.013/<0.013

128 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

135 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

113 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

113 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

127 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

133 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

111 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

112 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

148 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

161 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

125 圃場K：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

126 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

64 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

60 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

58 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

58 圃場D：<0.01/0.015/<0.015/<0.013/<0.065

57 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

58 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

57 圃場G：<0.01/0.016/<0.015/<0.013/<0.065

57 圃場H：<0.01/0.054/<0.015/<0.013/<0.065

60 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

58 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.065

61 圃場K：<0.01/0.033/<0.015/<0.013/<0.065

60 圃場L：0.015/0.037/<0.015/<0.013/<0.065

ひまわり
（種子）

12 85%顆粒水和剤 土壌処理300 g ai/ha 1

12 85%顆粒水和剤 茎葉処理300 g ai/ha 1

セロリ
（茎葉）

11 85%顆粒水和剤 1

18 85%顆粒水和剤 1

えだまめ
（さや付）

10 85%顆粒水和剤 1
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（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（米国）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3/代謝物M25
/代謝物M28】

59 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

60 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

60 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

64 圃場D：<0.01/<0.013/0.017/<0.013/<0.013

59 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

61 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

67 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

61 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

59 圃場I：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

61 圃場J：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

60 圃場K：0.013/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

59 圃場L：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

139 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

101 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

74 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

111 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

111 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

117 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

107 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

117 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

131 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

118 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/<0.013

　表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの期間が最短の場合にの
み最大残留濃度が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留濃度が得られた場合は、その使用回数及び経過日数について（　）内に記載した。
注2）-：分析せず
注3）(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体で示した。

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最大使用条件下
の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28の残留濃度は、ピロキサスルホン濃度に換算した値で示した。

アマ
（種子）

10 85%顆粒水和剤

ワタ
（種子）

12 85%顆粒水和剤
土壌処理125 g ai/ha+
茎葉処理125 g ai/ha

2

土壌処理200 g ai/ha+
茎葉処理100 g ai/ha

土壌処理200 g ai/ha 1

2
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（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

176 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-
注2）

183 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

167 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

171 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

166 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

153 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

176 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

168 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

176 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)
注3）

183 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

167 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

171 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

166 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

153 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

176 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

176 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

183 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

167 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

171 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

166 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

153 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

176 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

168 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

176 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

183 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

167 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

171 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

166 圃場E：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

153 圃場F：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

176 圃場G：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場H：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

175 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

167 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

182 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

168 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

182 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

175 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

167 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

182 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

175 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

167 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

182 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

168 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-

182 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

175 圃場A：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

167 圃場B：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

182 圃場C：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

168 圃場D：<0.01/<0.013/<0.015/<0.013/-(#)

注2）-：分析せず
注3）(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。また、適用範囲内ではない試験条件を斜体
で示した。

4
播種後出芽処理
250 g ai/ha

1

注1）当該農薬の登録又は申請された適用の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験（いわゆる最
大使用条件下の作物残留試験）を複数の圃場で実施し、それぞれの試験から得られた残留濃度の最大値を示した。

　代謝物M1、代謝物M3、代謝物M25及び代謝物M28の残留濃度は、ピロキサスルホン濃度に換算した値で示した。

1

4
播種後出芽処理
125 g ai/ha

1

2
播種後出芽処理
150 g ai/ha

1

ライコムギ

4

85%顆粒水和剤

播種時土壌混和
125 g ai/ha

1

2
播種時土壌混和
150 g ai/ha

1

4
播種時土壌混和
250 g ai/ha

小麦

8

8
播種時土壌混和
250 g ai/ha

1

8
播種後出芽処理
125 g ai/ha

1

85%顆粒水和剤

播種時土壌混和
125 g ai/ha

1

8
播種後出芽処理
250 g ai/ha

1

ピロキサスルホンの作物残留試験一覧表（豪州）

農作物
試験

圃場数

試験条件
各化合物の残留濃度（mg/kg）

注1）

【ピロキサスルホン/代謝物M1/代謝物M3
/代謝物M25/代謝物M28】
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農薬名 ピロキサスルホン （別紙２）

食品名
基準値
案
ppm

基準値
現行
ppm

登録
有無

国際
基準
ppm

作物残留試験成績等
ppm

zzz
小麦 0.01 申・IT 0.03 米国 【<0.01(n=14)(米国)】

とうもろこし 0.01 申・IT 0.02 米国 【<0.005(n=18)(米国)】

その他の穀類 0.01 IT 0.01 豪州 【豪州ライ小麦<0.01(n=8)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.01 申・IT 0.06 米国 【<0.005(n=18)(米国)】

小豆類 0.01 IT 0.15 米国
【米国いんげんまめ<0.01(n=7)、ささげ

<0.01(n=6)】

えんどう 0.01 IT 0.15 米国 【<0.01(n=7)(米国)】

そら豆 0.01 IT 0.15 米国 【米国いんげんまめ、ささげ参照】

らっかせい 0.01 IT 0.30 米国 【<0.01(n=13)(米国)】

その他の豆類 0.01 IT 0.15 米国 【米国いんげんまめ、ささげ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.01 IT 0.08 米国 【<0.01(n=21)(米国)】

さといも類（やつがしらを含む。） 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】

かんしょ 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】

やまいも（長いもをいう。） 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】

その他のいも類 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のきく科野菜 0.07 IT 0.80 米国 【米国セロリ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.01 申・IT 0.15 米国 【<0.01(n=5)(米国)】

ねぎ（リーキを含む。） 0.01 IT 0.15 米国 【米国葉たまねぎ参照】

にんにく 0.01 IT 0.15 米国 【米国葉たまねぎ参照】

にら 0.01 IT 0.15 米国 【米国葉たまねぎ参照】

わけぎ 0.01 IT 0.15 米国 【米国葉たまねぎ参照】

その他のゆり科野菜 0.01 IT 0.15 米国 【米国葉たまねぎ<0.01(#)(n=5)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
セロリ 0.07 IT 0.80 米国 【<0.01～0.052(n=18)(米国)】※
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のうり科野菜 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
しょうが 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】

えだまめ 0.01 申・IT 0.40 米国 【<0.01(n=10)(米国)】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 0.07 IT 0.80 米国 【米国セロリ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 0.02 IT 0.30 米国 【<0.01～0.015(n=12)(米国)】

べにばなの種子 0.02 IT 0.30 米国 【米国ひまわり参照】

綿実 0.02 IT 0.04 米国 【<0.01～0.013(n=12)(米国)】

その他のオイルシード 0.02 IT 0.30 米国 【米国ひまわり参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス（根又は根茎に限る。） 0.01 IT 0.08 米国 【米国ばれいしょ参照】
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 0.07 IT 0.80 米国 【米国セロリ参照】

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

外国
基準値

ppm
注）

参考基準値

「登録有無」の欄に「申」の記載があるものは、国内で農薬の登録申請等の基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

「登録有無」の欄に「IT」の記載があるものは、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請に基づく基準値設定依頼がなされたものであることを示している。

※セロリにおいて最大使用量の1/2で行われた作物残留試験については、プロポーショナリティ（proportionality）の原則に基づき、
使用量の比例性を考慮して換算した。

(#)印で示した作物残留試験成績は、登録又は申請された適用の範囲内で行われていないことを示す。

注）米国及び豪州の規制対象は代謝物を含むが、国内の規制対象はピロキサスルホンのみであるため、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請に基づく基準
値についても、ピロキサスルホンのみで基準値を設定した。
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（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

国民全体
(1歳以上)

EDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

EDI

妊婦
TMDI

妊婦
EDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

高齢者
(65歳以上)

EDI

小麦 0.01 0.01 0.6 0.6 0.4 0.4 0.7 0.7 0.5 0.5
とうもろこし 0.01 0.01 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
その他の穀類 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 0.01 0.01 0.4 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5
小豆類 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
えんどう 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
そら豆 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
らっかせい 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他の豆類 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 0.01 0.01 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4
さといも類（やつがしらを含む。） 0.01 0.01 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1
かんしょ 0.01 0.01 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
やまいも（長いもをいう。） 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のいも類 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のきく科野菜 0.07 0.018 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 0.01 0.01 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.3 0.3
ねぎ（リーキを含む。） 0.01 0.01 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
にんにく 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
にら 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
わけぎ 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のゆり科野菜 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
セロリ 0.07 0.018 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のうり科野菜 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
しょうが 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
えだまめ 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 0.07 0.018 0.9 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2 1.0 0.3zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
べにばなの種子 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
綿実 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のオイルシード 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のスパイス（根又は根茎に限る。） 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A ## #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 0.07 0.018 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

計 3.3 2.4 2.0 1.6 2.9 2.3 3.5 2.5
ADI比（％） 0.3 0.2 0.6 0.5 0.2 0.2 0.3 0.2

ピロキサスルホンの推定摂取量 （単位：µg／人／day）
暴露評価に
用いた数値

(ppm)

TMDI：理論最大1日摂取量（Theoretical Maximum Daily Intake）

EDI試算法：作物残留試験成績の平均値×各食品の平均摂取量

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量
EDI:推定１日摂取量（Estimated Daily Intake）
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答申（案） 

ピロキサスルホン

食品名 残留基準値

ppm

zzz #N/A小麦 0.01
とうもろこし 0.01

その他の穀類
注1） 0.01

#N/A#N/A大豆 0.01

小豆類
注2） 0.01

えんどう 0.01
そら豆 0.01
らっかせい 0.01

その他の豆類
注3） 0.01

#N/A#N/Aばれいしょ 0.01
さといも類（やつがしらを含む。） 0.01
かんしょ 0.01
やまいも（長いもをいう。） 0.01

その他のいも類
注4） 0.01

#N/A#N/Aその他のきく科野菜
注5） 0.07

#N/A#N/Aたまねぎ 0.01
ねぎ（リーキを含む。） 0.01
にんにく 0.01
にら 0.01
わけぎ 0.01

その他のゆり科野菜
注6） 0.01

#N/A#N/Aセロリ 0.07
#N/A#N/Aその他のうり科野菜

注7） 0.01
#N/A#N/Aしょうが 0.01

えだまめ 0.01
#N/A#N/Aその他の野菜

注8） 0.07
#N/A#N/Aひまわりの種子 0.02

べにばなの種子 0.02
綿実 0.02

その他のオイルシード
注9） 0.02

#N/A#N/Aその他のスパイス
注10）

（根又は根茎に限る。） 0.01zzz
#N/A

zzz
#N/Aその他のハーブ

注11） 0.07
#N/A #N/A
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注10）「その他のスパイス（根又は根茎に限る。）」とは、アサフェチダ、ウコン、ガジュツ、ガランガ
ル又はカンゾウの根又は根茎をいう。
注11）「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎
及びセロリの葉以外のものをいう。

注9）「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの
種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

注5）「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコ
リ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス(サラダ菜及びちしゃを含む。）及びハーブ以外のものをいう。
注6）「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ（リーキを含む。）、にんにく、
にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。
注7）「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり（ガーキンを含む。）、かぼちゃ（スカッ
シュを含む。）、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。
注8）「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野
菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、
未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

注4）「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類（やつがしらを含む。）、かん
しょ、やまいも（長いもをいう。）及びこんにゃくいも以外のものをいう。

注1）「その他の穀類」とは、穀類のうち、米（玄米をいう。）、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそ
ば以外のものをいう。
注2）「小豆類」には、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト
豆、ライマ豆及びレンズ豆を含む。
注3）「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス
以外のものをいう。
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