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令和元年６月 21 日付け厚生労働省発生食 0621 第２号をもって諮問された、食品衛生

法（昭和 22 年法律第 233 号）第 11 条第１項の規定に基づくセトキシジムに係る食品中

の農薬の残留基準の設定について、当部会で審議を行った結果を別添のとおり取りまと

めたので、これを報告する。 



 

 

セトキシジム 
 
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

依頼及び魚介類への基準値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品中の農薬

等のポジティブリスト制度導入時に新たに設定された基準値（いわゆる暫定基準）の見直

しを含め、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：セトキシジム[ Sethoxydim (ISO) ]  

 
（２）用 途：除草剤 

シクロヘキサンジオン系の除草剤である。植物体内での脂肪酸生合成に関与するア

セチルCoAカルボキシラーゼを阻害することにより作用するものと考えられている。 

 

（３）化学名及び CAS 番号 

(5RS)-(2E)-2-[(1EZ)-1-(Ethoxyimino)butyl]-5-[(2RS)-2-(ethylthio)propyl]-3- 

hydroxycyclohex-2-en-1-one（IUPAC） 

 

2-Cyclohexen-1-one, 2-[1-(ethoxyimino)butyl]-5-[2-(ethylthio)propyl]-3- 

hydroxy-（CAS：No. 74051-80-2） 

 

（４）構造式及び物性 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 体 Z 体 
 

分 子 式  C17H29NO3S  

分 子 量 327.48 
水溶解度 1.0 × 10-1 g/L（20℃，純水） 
 4.4 g/L（25℃，pH 7） 
分配係数  log10Pow ＝  3.51（25℃，pH 5） 
  ＝  1.65（25℃，pH 7） 
  ＝ -0.03（25℃，pH 9） 



 

 

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。 

使用時期、薬量、希釈水量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。 

 

（１）国内での使用方法 

① 20.0% セトキシジム乳剤 

作物名 適用 使用時期 
使用量 本剤の 

使用回数 
使用方法 

セトキシジム 

を含む農薬の 

総使用回数 薬量 希釈水量 

あずき 

一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

150～200 

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

2回以内 

雑草茎葉

散布又は

全面散布 

2回以内 

雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫14日前まで 

200 

mL/10 a 

いんげんまめ 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

150～200 

mL/10 a 

雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫14日前まで 

200 

mL/10 a 

えんどうまめ 雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 

150～200 

mL/10 a 

1回 1回 

だいず 

雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫30日前まで 

200 

mL/10 a 

100 

L/10 a 

雑草生育期 

イネ科雑草9～10葉期 

ただし収穫30日前まで 
 

 

250～300 

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

べにばないんげん 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 

150～200 

mL/10 a 
らっかせい 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫90日前まで 

豆類(未成熟) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

 

 

 

 



 

 

① 20.0%セトキシジム乳剤（つづき） 

作物名 適用 使用時期 
使用量 本剤の 

使用回数 
使用方法 

セトキシジム 

を含む農薬の 

総使用回数 薬量 希釈水量 

かんしょ 

一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 

150～200

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

1回 

雑草茎葉

散布又は

全面散布 

1回 

雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫30日前まで 

200 

mL/10 a 

100 

L/10 a 

さといも 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 150～200

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

ばれいしょ 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫前日まで 
2回以内 2回以内 

雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫前日まで 

200 

mL/10 a 

100 

L/10 a 

こんにゃく 雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 

150～200

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 
1回 1回 

やまのいも 雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫60日前まで 

200 

mL/10 a 

やまのいも(むかご) 

キャベツ 

はくさい 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

150～200

mL/10 a 

かぶ 

ブロッコリー 

カリフラワー 

非結球あぶらな科 

葉菜類 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫7日前まで 

だいこん 

すいか 

かぼちゃ 

トマト 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

いちご 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫開始 

14日前まで 

 

 

 

 

 



 

 

① 20.0%セトキシジム乳剤（つづき） 

作物名 適用 使用時期 
使用量 本剤の 

使用回数 
使用方法 

セトキシジム 

を含む農薬の 

総使用回数 薬量 希釈水量 

にんじん 

一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

150～200 

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

1回 

雑草茎葉

散布又は

全面散布 

1回 
雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫14日前まで 

200 

mL/10 a 

セルリー 

雑草生育期 

イネ科雑草3～6葉期 

ただし収穫28日前まで 

150～200 

mL/10 a 

2回以内 2回以内 

ごぼう 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 

1回 1回 にんにく 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫7日前まで 

ねぎ 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 

100 

L/10 a 

たまねぎ 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

100～150 

L/10 a 

2回以内 2回以内 
雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫14日前まで 

200 

mL/10 a 

もりあざみ 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫7日前まで 

150～200 

mL/10 a 

1回 1回 

しょうが 
150 

mL/10 a 

ほうれんそう 

レタス 

150～200 

mL/10 a 

アスパラガス 

にら 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫前日まで 

チコリ 

根株養成期の 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし根株掘上 

30日前まで 
2回以内 2回以内 

チコリ(根株) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 



 

 

① 20.0%セトキシジム乳剤（つづき） 

作物名 適用 使用時期 
使用量 本剤の 

使用回数 
使用方法 

セトキシジム 

を含む農薬の 

総使用回数 薬量 希釈水量 

てんさい 

一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

育苗期の雑草生育期 

イネ科雑草1～3葉期 

ただし収穫30日前まで 
 

150～300 

mL/10 a 

(0.3～

0.6 mL/

ペーパー

ポット 

6冊) 

150 

L/10 a 

(300 mL/ 

ペーパー 

ポット 

6冊) 

2回以内 

雑草茎葉

散布又は

全面散布 

2回以内 雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫30日前まで 
 

200 

mL/10 a 

100 

 L/10 a 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 
 

150～200 

mL/10 a 

25～150 

L/10 a 
 

レッドトップ 

シバムギ 

300～400 

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

そば 

一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

150～200 

mL/10 a 

1回 1回 雑草生育期 

イネ科雑草6～8葉期 

ただし収穫30日前まで 
 

200 

mL/10 a 

食用ゆり 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫30日前まで 

150～200 

mL/10 a 

2回以内 2回以内 

なたね 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 

1回 1回 

はっか 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

100 

 L/10 a 

2回以内 2回以内 

せり 

水田一年生 

イネ科 

雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 

100～150 

L/10 a 

雑草茎葉

散布 

 

 

 

 

 

 



 

 

② 12.5%セトキシジム乳剤 

作物名 適用 使用時期 
使用量 本剤の 

使用回数 
使用方法 

適用 

地帯 

セトキシジム 

を含む農薬の 

総使用回数 薬量 希釈水量 

だいず 畑地一年生 

イネ科雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 
100～200 

mL/10 a 

100～150 

L/10 a 

1回 

雑草茎葉

散布 

全域 1回 

あずき 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期  

ただし収穫14日前まで 

2回以内 

東北 

以北 

2回以内 

てんさい 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫60日前まで 

北海道 

レッドトップ 

シバムギ 

200 

mL/10 a 

いんげんまめ 

畑地一年生 

イネ科雑草 

(スズメノ 

カタビラ 

を除く) 

雑草生育期 

イネ科雑草3～5葉期 

ただし収穫14日前まで 

100～200 

mL/10 a 

 
（２）海外での使用方法 

① 2%セトキシジム・20%ジクロホップメチル乳剤（豪州） 

作物名 適用 1回当たりの使用量 使用時期 使用方法 

小麦 
Annual ryegrass 
 (Lalium rigidum) 

20 g ai/ha 収穫49日前まで 散布 

ai:active ingredient（有効成分） 

 
② 18%セトキシジム乳剤（米国） 

作物名 1回当たりの使用量 1期間当たりの使用量 使用時期 使用方法 

小豆類 

2.5 pints/acre 
(0.47 lb ai/acre) 

4 pints/acre 
(0.75 lb ai/acre) 

収穫30日前まで 

散布 

さやいんげん 
さやえんどう 

収穫15日前まで 

だいず 

5 pints/acre 
(0.94 lb ai/acre) 

収穫75日前まで 

なたね 
サブグループ 

収穫60日前まで 

あま 
1.5 pints/acre 

(0.28 lb ai/acre) 
4 pints/acre 

(0.75 lb ai/acre) 
収穫75日前まで 



 

 

② 18%セトキシジム乳剤（米国）（つづき） 

作物名 1回当たりの使用量 1期間当たりの使用量 使用時期 使用方法 

ひまわり 
2.5 pints/acre 

(0.47 lb ai/acre) 
2.5 pints/acre 

(0.47 lb ai/acre) 

収穫70日前まで 

散布 

らっかせい 
1.5 pints/acre 

(0.28 lb ai/acre) 
収穫40日前まで 

木の実類 

2.5 pints/acre 
(0.47 lb ai/acre) 

10 pints/acre 
(1.9 lb ai/acre) 

収穫15日前まで 

かんきつ 

ぶどう 

5 pints/acre 
(0.94 lb ai/acre)) 

収穫50日前まで 

ばれいしょ 

収穫30日前まで 

かんしょ 

ブルーベリー 
(ハイブッシュ) 

収穫1日前まで 

ブルーベリー 
(ローブッシュ) 

収穫30日前まで 

クランベリー 収穫45日前まで 

 
３．作物残留試験 

（１）分析の概要 

 【国内】 

① 分析対象物質 

・セトキシジム 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3- 

ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物Bという） 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3- 

ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物Cという） 

・6-[2-(エチルチオ)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7- 

テトラヒドロベンゾオキサゾール（以下、代謝物Gという） 



 

 

・6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7- 

テトラヒドロベンゾオキサゾール（以下、代謝物Hという） 

・6-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7- 

テトラヒドロベンゾオキサゾール（以下、代謝物Iという） 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3,5- 

ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物Jという） 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-3,5- 

ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物Kという） 

・6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-6-ヒドロキシ-2- 

プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール（以下、代謝物Mという） 
 

  

 

 

 

代謝物B 代謝物C 代謝物G 

  

 

 

 

 

 

代謝物H 代謝物I  

  

 

 

 

 

 

 

代謝物J 代謝物K 代謝物M 

 

② 分析法の概要 

試料からメタノールで抽出し、必要に応じて、水酸化カルシウム及びケイソウ土

を加えて凝固処理する。30%過酸化水素水を加え50℃で16～17時間放置し、オキサゾ

ール化及びスルホキシド化を行う。n-ヘキサンで洗浄後ジクロロメタンに転溶又は

多孔性ケイソウ土カラムを用いて精製した後、m－クロロ過安息香酸を加えてスル

ホン化を行い、6化合物（セトキシジム、代謝物B、代謝物C、代謝物G、代謝物H及び

代謝物I）を代謝物Iに統一、3化合物（代謝物J、代謝物K及び代謝物M）を代謝物M

に統一する。必要に応じて、多孔性ケイソウ土/グラファイトカーボン連結カラム及

びシリカゲルカラムを用いて精製又はジクロロメタンに転溶し、紫外分光光度型検

出器付き高速液体クロマトグラフ(HPLC-UV)又は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。 

C2H5S

O

O

N

O

O

C2H5S O

NOH
OC2H5

O

O

OH
C2H5S O

NOH
OC2H5

O
OH



 

 

なお、代謝物I及び代謝物Mの分析値は、それぞれ換算係数1.04及び0.9を用いてセ

トキシジム濃度に換算した値として示した。 
 

定量限界：セトキシジム 0.005～0.05 mg/kg 

定量限界：代謝物B    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物C    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物G    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物H    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物I    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物J    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物K    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

定量限界：代謝物M    0.005～0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

 

【海外】 

① 分析対象物質 

・セトキシジム 

・2-シクロヘキセン-1-オン構造を有する代謝物 

 

 

 

 

 

2-シクロヘキセン-1-オン 

 

② 分析法の概要 

試料からメタノールで抽出する。水酸化カルシウムを加えて凝固処理する。過酸

化水素水を加え還流し、3-(2-エチルスルフォニルプロピル)ペンタン-1,5,-二酸

（変換物DME）及び3-(2-エチルスルフォニルプロピル)-3-ヒドロキシペンタン

-1,5-二酸（変換物OH-DME）に変換する。カタラーゼを加え過酸化水素を分解除去

し、シリカゲルカラム及びC18カラムを用いて精製した後、ガスクロマトグラフ・質

量分析計（GC-MS）で定量する。 

または、試料から水及びイソプロパノールで抽出する。水酸化カルシウムを加え

て凝固処理する。ジクロロメタンに転溶し、水酸化バリウム溶液を加えた後、過酸

化水素水で還流し酸化する。カタラーゼを加え過剰の過酸化水素を分解除去した後、

ピロ亜硫酸カリウムを加えて酸性とし、有機過酸化物を除去する。硫酸及びメタノ

ールを加えて還流してメチル化し、変換物DME及び変換物OH-DMEに変換する。飽和炭

酸ナトリウム溶液を加えてジクロロメタンに転溶し、シリカゲルカラム及びC18カラ

ムを用いて精製した後、炎光光度型検出器（硫黄用干渉フィルター）付きガスクロ

マトグラフ（GC-FPD(S)）で定量する。 



 

 

または、試料からメタノール又はメタノール・水（3：1）混液で抽出し、水酸化

カルシウムを加えて凝固処理する。ジクロロメタンに転溶し、水酸化バリウム溶液

を加えた後、過酸化水素で還流して酸化する。カタラーゼを加え過剰の過酸化水素

を分解除去した後、2 mol/L塩酸・無水メタノールでメチル化し変換物DME及び変換

物OH-DMEに変換する。飽和炭酸ナトリウム溶液を加えてジクロロメタンに転溶し、

シリカゲルカラムを用いて精製した後、HPLC-UVで定量する。 

または、試料からメタノールで抽出し、水酸化カルシウムを加えて凝固処理する。

水酸化バリウムを加え、過酸化水素で環流して酸化する。酸・メタノールでメチル

化し変換物DME及び変換物OH-DMEに変換する。シリカゲルカラム及びC18カラムを用

いて精製した後、GC-FPD（S）で定量する。 

あるいは、試料から水及びイソプロパノールで抽出し、水酸化カルシウムを加え

て凝固処理する。過酸化水素で酸化し、酸化生成物を活性炭に吸着して、変換物DME

及び変換物OH-DMEにエステル化する。シリカゲルカラム及びC18カラムを用いて精製

した後、GC-FPD（S）で定量する。 

 

定量限界：0.1 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

 

 

 

 

 

 

変換物DME 変換物OH-DME 

 

（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．魚介類における推定残留濃度 

本剤については水系を通じた魚介類への残留が想定されることから、本剤の水産動植

物被害予測濃度注1)及び生物濃縮係数（BCF：Bioconcentration Factor）から、以下のと

おり魚介類中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）水産動植物被害予測濃度 

本剤が水田及び水田以外のいずれの場合においても使用されることから、水田

PECtier2注２）及び非水田 PECtier1注３）を算出したところ、水田 PECtier2は2.3 µg/L（変

換物DMEの分析値からの予測濃度）、非水田PECtier1は0.0079 µg/Lとなったことから、

水田 PECtier2の2.3 µg/L を採用した。 

 

（２）生物濃縮係数 
14C 標識セトキシジム（2.33 ± 0.20 mg/L）を用いた28日間の取込期間及び14日間

の排泄期間を設定したブルーギルの魚類濃縮性試験が実施された。セトキシジムの分

S

COOCH3

O

O

COOCH3



 

 

析の結果から、魚全体の変換物 DME の BCFk 注4）は11.8 L/kg と算出された。 

 

（３）推定残留濃度  

（１）及び（２）の結果から、セトキシジムの水産動植物被害予測濃度：2.3 µg/L、

BCF：11.8 L/kg とし、下記のとおり推定残留濃度を算出した。 

 

推定残留濃度 ＝ 2.3 µg/L × (11.8 L/kg × 5) ＝ 140 µg/kg ＝ 0.14 mg/kg 

 

注1）農薬取締法第4条第1項第8号に基づく水産動植物の被害防止に係る農薬の登録基準設定におけ

る規定に準拠 

注2）水田中や河川中での農薬の分解や土壌・底質への吸着、止水期間等を考慮して算出 

注3）既定の地表流出率、ドリフト率で河川中に流入するものとして算出 

注4）BCFk：被験物質の取込速度定数と排泄速度定数から求められた BCF  

（参考）平成19年度厚生労働科学研究費補助金食品の安心・安全確保推進研究事業「食品中に残留す

る農薬等におけるリスク管理手法の精密化に関する研究」分担研究「魚介類への残留基準設

定法」報告書 

 
５. 畜産物における推定残留濃度 

本剤については、飼料として給与した作物を通じ家畜の筋肉等への移行が想定される

ことから、飼料の最大給与割合等から算出した飼料中の残留農薬濃度と動物飼養試験の

結果を用い、以下のとおり畜産物中の推定残留濃度を算出した。 

 

（１）分析の概要 

① 分析対象物質 

・セトキシジム 

・代謝物 B 

・代謝物 C 

・代謝物 G 

・代謝物 H 

・代謝物 I 

・代謝物 J 

・代謝物 K 

・代謝物 M 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(メチルスルフィニル)プロピル]-3- 

ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物 Tという） 

・2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(メチルスルフォニル)-プロピル]-3- 

ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン（以下、代謝物 Uという） 



 

 

 

 

代謝物T 代謝物U 

 
 

② 分析法の概要 
試料をメタノールで抽出する。水酸化カルシウムを加えて沈殿処理し、ろ液を酸

性にしてジクロロメタンに転溶する。水酸化バリウム溶液を加えてから過酸化水素

水を加えて還流する。ついで、無水メタノール・塩酸を加え還流することにより、

セトキシジム、代謝物B、代謝物C、代謝物G、代謝物H及び代謝物Iは変換物DMEに、

代謝物J、代謝物K及び代謝物Mは変換物OH-DMEに、代謝物T及び代謝物Uは変換物

nor-DMEにそれぞれ変換される。炭酸水素ナトリウム溶液を加え、ジクロロメタンに

転溶する。シリカゲルカラムを用いて精製し、さらにシリカゲルカラムを装着した

HPLCで分画した後、GC-FPD(S)で定量する。 

なお、変換物 DME、変換物 OH-DME 及び変換物 nor-DME の分析値は、それぞれ換算

係数を用いてセトキシジム濃度に換算した値として示した。 

 

定量限界：牛の筋肉及び乳    0.01 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

牛の肝臓及び腎臓   0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

鶏の筋肉、肝臓及び卵 0.05 mg/kg（セトキシジム換算濃度） 

 

 

 

 

変換物nor-DME 

 

（２）家畜残留試験（動物飼養試験） 

① 乳牛における残留試験 

乳牛（3頭/群）に対して、50 ppmのセトキシジムを30日間にわたり経口投与し、筋

肉、肝臓、腎臓及び乳に含まれる変換物DME、変換物OH-DME及び変換物nor-DMEの濃度

をGC-FPD(S)で測定した。結果は表1を参照。 

 

 

 

 

 



 

 

 
 表1. 乳牛の試料中の残留濃度(mg/kg) 

 
50 ppm 投与群 

変換物 DME 変換物 OH-DME 変換物 nor-DME 

筋肉 
<0.01 （最大） 

0.01*（平均） 
ND  ND  

肝臓 
0.10 （最大） 

0.07*（平均） 
ND  

0.06 （最大） 

0.05*（平均） 

腎臓 
0.09 （最大） 

0.06*（平均） 
ND  

0.05 （最大） 

0.05*（平均） 

乳 0.04 （平均） ND  0.01*（平均） 

     定量限界：筋肉及び乳 0.01 mg/kg  肝臓及び腎臓  0.05 mg/kg 

     ND：検出限界（筋肉及び乳 0.005 mg/kg  肝臓及び腎臓  0.02 mg/kg）未満 

     * 定量限界未満の分析値を定量限界の値として平均値を算出。 

 

② 産卵鶏における残留試験 
14C 標識セトキシジムを用いたニワトリの代謝試験で、筋肉及び肝臓での総残留放

射能（TRR）に対する代謝物の分布割合は代謝物 Bが58～60%、代謝物 Cが21～30%で

あったことから、分析対象は分析操作の酸化・エステル化で誘導される変換物 DME

とした。 

産卵鶏（13羽/群）に対して、1、10及び100 ppm のセトキシジムを30日間にわた

り経口投与し、筋肉及び肝臓に含まれる変換物 DME 濃度を GC-FPD(S)で測定した。卵

については、毎日採取し、卵中の変換物 DME の濃度を GC-FPD(S)で測定した。結果は

表2を参照。 
 

表2．産卵鶏の試料中の残留濃度(mg/kg) 

 

 

 1 ppm 投与群 10 ppm 投与群 100 ppm 投与群 

変換物 DME 変換物 DME 変換物 DME 

筋肉 
<0.05 (最大） 

 0.05*(平均） 

0.08 (最大） 

0.06*(平均） 

0.16 (最大） 

0.13*(平均） 

肝臓 
<0.05 (最大） 

 0.05*(平均） 

0.11 (最大） 

0.09*(平均） 

0.40 (最大） 

0.35 (平均） 

卵 
0.14 (最大） 

0.06*(平均） 

0.32 (最大） 

0.14*(平均） 

1.76 (最大） 

1.01*(平均） 

      定量限界：0.05 mg/kg 

     * 定量限界未満の分析値を定量限界の値として平均値を算出。 

 

（３）飼料中の残留農薬濃度 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）に定め



 

 

る飼料一般の成分規格等と飼料の最大給与割合等から、飼料の摂取によって家畜が暴

露されうる飼料中の残留農薬濃度を算出した。 

成分規格等で定められている基準値上限まで飼料中に農薬が残留している場合を仮

定し、これに飼料の最大給与割合等を掛け合わせることにより飼料中の最大飼料由来

負荷（MDB)注1）を算出したところ、乳牛において20.5 ppm、肉牛において17.7 ppm、産

卵鶏において4.33 ppm、肉用鶏において6.44 ppmと推定された。また、平均的飼料由

来負荷（STMR dietary burden）注2）は、乳牛において14.9 ppm、肉牛において15.4 ppm、

産卵鶏において4.33 ppm、肉用鶏において5.32 ppmと推定された。 
 

注1）最大飼料由来負荷（Maximum Dietary Burden：MDB）: 飼料として用いられる全ての飼料品

目に農薬が残留基準まで残留していると仮定した場合に、飼料の摂取によって畜産動物が暴露

されうる最大濃度。飼料中濃度として表示される。 

注2）平均的飼料由来負荷（STMR dietary burden又はmean dietary burden）：飼料として用いら

れる全ての飼料品目に農薬が平均的に残留していると仮定した場合に（作物残留試験から得ら

れた残留濃度の中央値を試算に用いる）、飼料の摂取によって畜産動物が暴露されうる最大濃

度。飼料中濃度として表示される。 

 

（４）推定残留濃度 

牛及び鶏について、MDB又はSTMR dietary burdenと家畜残留試験結果から、変換物

DMEから換算したセトキシジムの畜産物中の推定残留濃度を算出した。結果は表3-1及

び3-2を参照。 
 

表3-1．畜産物中の推定残留濃度：牛（mg/kg） 

 筋肉 肝臓 腎臓 乳（平均） 

乳牛 
<0.0041 

(<0.0030) 

 0.0409 

(<0.0208) 

 0.0369 

(<0.0178) 

0.0164 

(0.0119) 

肉牛 
<0.0035 

(<0.0031) 

 0.0353 

(<0.0216) 

 0.0318 

(<0.0185) 
 

上段：最大残留濃度   下段括弧内：平均的な残留濃度 
 

表3-2．畜産物中の推定残留濃度：鶏（mg/kg） 

 筋肉 肝臓 卵 

産卵鶏 
<0.0611 

(<0.0537) 

<0.0722 

(<0.0648) 

0.2065 

(0.0896) 

肉用鶏 
<0.0681 

(<0.0548) 

<0.0863 

(<0.0692) 
 

上段：最大残留濃度   下段括弧内：平均的な残留濃度 
 

６．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号及び第2項の規定に基づき、

食品安全委員会あて意見を求めたセトキシジム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：8.86 mg/kg 体重/day  

（動物種）   イヌ   

（投与方法）  混餌 

（試験の種類）慢性毒性試験 

（期間）     1年間 

安全係数：100  

ADI：0.088 mg/kg 体重/day 

 

（２）ARfD 

無毒性量：180 mg/kg 体重/day 

（動物種）   ラット   

（投与方法）  強制経口 

（試験の種類）発生毒性試験（投与期間）妊娠6～15日 

安全係数：100 

ARfD：1.8 mg/kg 体重 

 
７．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

そば、ぶどう等に、カナダにおいて豆類、なす等に、豪州においてあぶらな科葉菜類、

トマト等に基準値が設定されている。 

 

８．基準値案 

（１）残留の規制対象 

農産物にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物 I に変換され

る化合物（セトキシジム、代謝物 B、代謝物 C、代謝物 G、代謝物 H 及び代謝物 I）を

セトキシジムに換算したもの並びにオキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物

M に変換される化合物（代謝物 J、代謝物 K 及び代謝物 M）をセトキシジムに換算した

ものの和とする。 

畜産物及び魚介類にあっては、オキサゾール化及びスルホン化反応により代謝物 I

に変換される化合物（セトキシジム、代謝物 B、代謝物 C、代謝物 G、代謝物 H 及び代

謝物 I）をセトキシジムに換算したものとする。 

 

なお、食品安全委員会は、食品健康影響評価において、農産物中の暴露評価対象物

質をセトキシジム、代謝物 B、代謝物 C、代謝物 H 及び代謝物 K（いずれも抱合体を含

む。）、畜産物中の暴露評価対象物質をセトキシジム、代謝物 B 及び代謝物 C 並びに魚



 

 

介類中の暴露評価対象物質をセトキシジム（親化合物のみ）としている。 

 

（２）基準値案 

別紙2のとおりである。 

 

（３）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） 38.3 

幼小児（1～6歳） 71.0 

妊婦 31.1 

高齢者（65歳以上）   44.3 

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 
 

② 短期暴露評価 

各食品の短期推定摂取量（ESTI）を算出したところ、国民全体（1歳以上）、幼小

児（1～6歳）のそれぞれにおける摂取量は急性参照用量（ARfD）を超えていない注）。

詳細な暴露評価は別紙4-1及び4-2参照。 

注）基準値案又は作物残留試験における中央値（STMR）を用い、平成17～19年度の食品摂取頻

度・摂取量調査及び平成22年度の厚生労働科学研究の結果に基づき ESTI を算出した。 
 
（４）本剤については、平成17年11月29日付け厚生労働省告示第499号により、食品一般の

成分規格7に食品に残留する量の限度（暫定基準）が定められているが、今般、残留基

準の見直しを行うことに伴い、暫定基準は削除される。 



（別紙1-1）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

1 200 mL/100 L/10 a 散布 1 43,60,74 圃場A：3.37(1回,43日) 圃場A：*3.26/*0.19(*1回,43日)

30,45,60 圃場A：1.33 圃場A：1.20/0.14

28,42,56 圃場B：6.57(1回,28日) 圃場B：*6.08/*0.49(*1回,28日)

28,39,56 圃場C：7.02(1回,28日) 圃場C：*6.60/*0.42(*1回,28日)

49,63 圃場A：2.00(1回,49日) 圃場A：*1.32/*0.68(*1回,49日)

53,69 圃場B：1.96(1回,69日) 圃場B：*1.08/*0.88(*1回,69日)

30,45,57,90 圃場A：1.14(1回,57日) 圃場A：*0.72/*0.42(*1回,57日)

29,42,58,89 圃場B：2.2(1回,29日) 圃場B：*1.34/**0.89(*1回,29日, **1回,42日)

28,42,56,84 圃場A：7.32(1回,56日) 圃場A：*4.32/*3.01(*1回,56日)

28,40,56,84 圃場B：5.00(1回,28日) 圃場B：*3.02/**2.16(*1回,28日, **1回,40日)

圃場C：8.78(1回,28日) 圃場C：*6.30/**2.91(*1回,28日, **1回,42日)

圃場D：3.94(1回,42日) 圃場D：*2.64/*1.30(*1回,42日)

28,41,56,84 圃場E：9.78(1回,41日) 圃場E：*6.16/*3.62(*1回,41日)

27,42,56,84 圃場F：3.18(1回,42日) 圃場F：*1.78/*1.40(*1回,42日)

圃場A：2.02(1回,29日) 圃場A：*1.97/**0.06(*1回,29日, **1回,15日)

圃場B：1.30(1回,29日) 圃場B：*1.25/**<0.05(*1回,29日, **1回,15日)

65 圃場A：0.31(#) 圃場A：0.26/0.05(#)
注3）

72 圃場B：<0.04(#) 圃場B：<0.02/<0.02(#)

14,27,55 圃場A：4.52(2回,27日) 圃場A：*4.44/*0.08(*2回,27日)

14,28,56 圃場B：2.97(2回,28日) 圃場B：*2.88/*0.09(*2回,28日)

300  mL/100 L/10 a 散布 21,51,80 圃場A：0.68(1回,21日)(#) 圃場A：*0.66/**0.13(*1回,21日, **1回,51日)(#)

200 mL/100 L/10 a 散布 17,45,80 圃場B：1.28(1回,17日) 圃場B：*1.22/**0.15(*1回,17日, **1回,45日)

13,27,51 圃場A：4.46(2回,13日) 圃場A：*4.00/*0.46(*2回,13日)

14,28,56 圃場B：0.47 圃場B：0.42/<0.05

56,70,102 圃場A：0.10(2回,56日)(#) 圃場A：*0.080/*<0.022(*2回,56日)(#)

73,92,122 圃場B：0.07(2回,73日)(#) 圃場B：*0.048/*<0.022(*2回,73日)(#)

27,58,92 圃場A：0.60(1回,27日) 圃場A：*0.38/*0.24(*1回,27日)

31,63,90 圃場B：0.34(1回,31日) 圃場B：*0.20/*0.18(*1回,31日)

70,99,136 圃場A：<0.10(1回,70日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,70日)

45 ,75,101 圃場B：0.47(1回,75日) 圃場B：*0.40/*0.10(*1回,75日)

81,111,141 圃場C：2.14(1回,81日) 圃場C：*1.85/*0.29(*1回,81日)

31,92 圃場A：0.23(1回,31日) 圃場A：*0.12/*0.11(*1回,31日)

27,92 圃場B：0.32(1回,27日) 圃場B：*0.20/*0.12(*1回,27日)

14,30,59,89 圃場A：0.23(1回,30日) 圃場A：*0.14/*0.09(*1回,30日)

14,30,60,89 圃場B：0.17(1回,30日) 圃場B：*0.12/*<0.05(*1回,30日)

1,7,14,28,55 圃場A：0.33(2回,7日) 圃場A：*0.22/**0.16(*2回,7日, **2回,55日)

1,7,14,28,56 圃場B：0.30(2回,28日) 圃場B：0.19/*0.12(*2回,56日)

30,92,122 圃場A：0.15 圃場A：0.10/<0.05

30,92,122 圃場B：0.13 圃場B：0.08/<0.05

30,60,91 圃場C：<0.10 圃場C：<0.05/<0.05

30,62,92 圃場D：<0.10 圃場D：<0.05/<0.05

31,62,92 圃場A：0.17(1回,31日) 圃場A：*0.14/*<0.05(*1回,31日)

32,60,91 圃場B：0.25(1回,32日) 圃場B：*0.20/*<0.05(*1回,32日)

5 ,66,129 圃場A：<0.10(1回,66日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,66日)

54,117,178 圃場B：<0.10(1回,54日) 圃場B：*<0.05/*<0.05(*1回,54日)

60,88,119 圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

65,94,124 圃場B：<0.10(1回,65日) 圃場B：*<0.05/*<0.05(*1回,65日)

95 圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

102 圃場B：<0.04 圃場B：<0.02/<0.02

58 圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

62 圃場B：0.14 圃場B：0.12/<0.02

28 ,56,83 圃場A：0.27(2回,28日) 圃場A：*0.25/<0.02(*2回,28日)

28 ,55,84 圃場B：0.40(2回,55日) 圃場B：*0.36/0.05(*2回,55日)

28 ,56,83 圃場A：0.43(2回,28日) 圃場A：*0.40/*0.03(*2回,28日)

28 ,55,84 圃場B：0.37(2回,28日) 圃場B：*0.34/0.03(*2回,28日)

95 圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

102 圃場B：<0.04 圃場B：<0.02/<0.02

58 圃場A：0.21 圃場A：0.17/0.04

62 圃場B：0.81 圃場B：0.63/0.18

7 ,21,35 圃場A：0.10(1回,21日) 圃場A：*0.08/*<0.02(*1回,21日)

7 ,21,35 圃場B：0.06(1回,21日) 圃場B：*0.04/*0.02(*1回,21日)

7 ,20,35 圃場C：0.13(1回,20日) 圃場C：*0.08/*<0.05(*1回,20日)

14,28,45,60 圃場D：0.43 圃場D：0.38/<0.05

14,28,45,60 圃場F：0.20 圃場F：*0.19/<0.05(*1回,28日)

7 ,21,35 圃場A：0.10(1回,21日) 圃場A：*0.08/*0.02(*1回,21日)

7 ,21,35 圃場B：0.40(1回,21日) 圃場B：*0.22/*0.18(*1回,21日)

7 ,20,38 圃場C：0.13(1回,20日) 圃場C：*0.08/*<0.05(*1回,20日)

14,28,45,60 圃場D：3.94 圃場D：3.67/0.27

14,28,45,60 圃場F：0.50 圃場F：0.48/*0.08(*1回,28日)

13

6

3 200 mL/100 L/10 a 散布 1

4 1200 mL/100 L/10 a 散布

2200 mL/100 L/10 a 散布

200 mL/100 L/10 a 散布

2

2 2

1

5 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

2 400  mL/100 L/10 a 散布

2

いんげんまめ
(乾燥子実)

2

20.0%乳剤

2

てんさい
(根部)

20.0%乳剤

2

2

2

2

2

20.0%乳剤2 200 mL/100 L/10 a 散布 1

2

2

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【代謝物I/代謝物M】

やまのいも
(塊根)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

2

20.0%乳剤 2

2

2 20.0%乳剤 1

らっかせい
(乾燥子実)

20.0%乳剤

べにばないげん
(子実)

2

さといも
(球茎)

20.0%乳剤

1

ばれいしょ
(塊茎)

そば
(種子)

だいず
(乾燥子実)

2

2

300 mL/100 L/10 a 散布

2 200 mL/100 L/10 a 散布

あずき
(乾燥子実)

2 200 mL/100 L/10 a 散布

200 mL/100 L/10 a 散布
20.0%乳剤

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

えんどうまめ
(乾燥子実)

200 mL/100 L/10 a 散布

250 mL/125 L/10 a 散布

250 mL/100 L/10 a 散布

かんしょ
(塊根)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

2 250 mL/100 L/10 a 散布

2 400 mL/100 L/10 a 散布

こんにゃくいも
(球茎)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

だいこん
(葉部)

250 mL/100 L/10 a 散布

400 mL/100 L/10 a 散布

てんさい
(葉部)

2

20.0%乳剤

だいこん
(根部)

1

200 mL/100 L/10 a 散布

1

1

28,42,56,84

1 8 ,15,29,43,68

20.0%乳剤

1

2 200 mL/ 25 L/10 a 散布

400 mL/100 L/10 a 散布

2 1

2 1

2 1

5 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布
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剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【代謝物I/代謝物M】

7,14,26 圃場A：1.01(1回,14日) 圃場A：*0.96/<0.05(*1回,14日)

7,14,28 圃場B：0.45(1回,14日) 圃場B：*0.40/<0.05(*1回,14日)

7,14,26 圃場A：1.05 圃場A：1.00/*0.06(*1回,14日)

7,14,28 圃場B：1.09 圃場B：1.04/*0.06(*1回,14日)

7 ,21,35 圃場A：0.05(1回,21日) 圃場A：*0.03/*<0.02(*1回,21日)

6 ,21 圃場B：0.14(1回,21日) 圃場B：*0.12/*<0.02(*1回,21日)

1 200 mL/100 L/10 a 散布 2 6 圃場A：0.16(#) 圃場A：0.14/<0.02(#)

14,28,44,60 圃場A：0.42(1回,28日) 圃場A：*0.37/<0.05(*1回,28日)

14,28,45,60 圃場B：0.41(1回,28日) 圃場B：*0.36/<0.05(*1回,28日)

圃場A：0.32(1回,21日) 圃場A：*0.30/**0.03(*1回,21日, **1回,35日)

圃場B：0.72(1回,35日) 圃場B：*0.70/*0.02(*1回,35日)

14,28,42,59 圃場A：0.51 圃場A：0.46/<0.05

14,28,45,60 圃場B：0.57 圃場B：0.52/<0.05

圃場A：2.63(1回,14日) 圃場A：*2.52/*0.11(*1回,14日)

圃場B：1.74 圃場B：1.65/*0.11(*1回,14日)

圃場A：1.17 圃場A：1.12/0.05

圃場B：1.32 圃場B：1.27/<0.05

圃場A：1.38 圃場A：1.26/*0.17(*1回,14日)

圃場B：4.52 圃場B：4.38/0.14

圃場A：0.27 圃場A：0.22/<0.05

圃場B：0.59 圃場B：0.54/<0.05

圃場A：5.39 圃場A：5.25/*0.24(*1回,14日)

圃場B：0.83 圃場B：0.76/0.07

圃場A：<0.10(1回,35日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,35日)

圃場B：<0.10(1回,35日) 圃場B：*<0.05/*<0.05(*1回,35日)

35,57,96 圃場A：<0.10(1回,35日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,35日)

29,60,91 圃場B：<0.10(1回,29日) 圃場B：*<0.05/*<0.05(*1回,29日)

圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

圃場B：<0.10 圃場B：<0.05/<0.05

圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

圃場B：<0.10 圃場B：<0.05/<0.05

7,28,45 圃場A：1.03 圃場A：0.98/<0.05

7,17,29 圃場B：0.31 圃場B：0.26/<0.05

圃場A：0.81 圃場A：0.76/<0.05

圃場B：0.74 圃場B：0.69/<0.05

33 圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

14,28 圃場B：0.37 圃場B：0.35/<0.02

14,28,42,55 圃場C：0.15(2回,28日) 圃場C：*0.10/<0.05(*2回,28日)

14,28,42,56 圃場D：0.11(2回,28日) 圃場D：*0.06/<0.05(*2回,28日)

28,44,57 圃場A：0.21(1回,28日) 圃場A：*0.16/*<0.05(*1回,28日)

30,45,61 圃場B：<0.10 圃場B：*0.06/<0.05(*1回,45日)

29,45 圃場A：<0.10(1回,29日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,29日)

28,44,57 圃場B：0.11(1回,28日) 圃場B：*0.06/*<0.05(*1回,28日)

1 400  mL/100 L/10 a 散布 1 60 圃場A：<0.10(#) 圃場A：<0.05/<0.05(#)

10,17,31 圃場A：0.88(1回,10日)(#) 圃場A：*0.86/*<0.02(*1回,10日)(#)

7,14,30 圃場B：0.64 圃場B：0.62/<0.02

圃場C：0.88 圃場C：0.86/<0.02

圃場D：0.56(1回,14日) 圃場D：*0.54/<0.02(*1回,14日)

圃場A：0.66 圃場A：0.64/<0.02

圃場B：2.42 圃場B：2.40/<0.02

圃場C：8.5 圃場C：8.46/<0.05

圃場D：0.9 圃場D：0.86/<0.05

圃場E：1.1 圃場E：1.02/<0.05

圃場F：5.5 圃場F：5.44/<0.05

圃場G：3.1 圃場G：3.09/*0.09(*1回,14日)

圃場H：2.6 圃場H：2.55/<0.05

圃場A：0.46 圃場A：0.44/<0.02

圃場B：0.96 圃場B：0.94/<0.02

圃場C：0.47 圃場C：0.42/<0.05

圃場D：0.47 圃場D：0.42/<0.05

圃場A：<0.10(1回,28日) 圃場A：*<0.05/*<0.05(*1回,28日)

圃場B：0.38(1回,28日) 圃場B：*0.32/*0.06(1回,28日)

圃場A：0.06(1回,35日) 圃場A：*0.04/<0.02(*1回,35日)

圃場B：0.20(1回,21日) 圃場B：*0.24/*<0.02(*1回,21日)

14,28,45,60 圃場A：0.24 圃場A：0.19/<0.05

13,27,42,57 圃場B：0.47(1回,13日) 圃場B：*0.42/*<0.05(*1回,13日)

圃場A：2.77 圃場A：2.75/<0.02

圃場B：0.81 圃場B：0.79/<0.02

圃場C：0.58 圃場C：0.56/<0.02

61,67,74 圃場A：<0.10(1回,61日) 圃場A：*<0.05/*<0.044(*1回,61日)

58,64,69 圃場B：<0.10(1回,58日) 圃場B：*<0.05/*<0.044(*1回,58日)

1,7,141200 mL/100 L/10 a 散布8

20.0%乳剤

30,37,44

2 1

7,28,45

20.0%乳剤

28,42,56
セルリー
(茎葉)

3 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 2

7 ,21,35

2

1

200 mL/100 L/10 a 散布 1

せり
(茎葉)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

250 mL/100 L/10 a 散布

2

にんじん
(根部)

2

20.0%乳剤

1,7,14

食用ゆり
(鱗茎)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1 7 ,28,44

200 mL/100 L/10 a 散布4

たまねぎ
(鱗茎)

20.0%乳剤

1

200 mL/100 L/10 a 散布根深ねぎ
(茎葉)

葉ねぎ
(茎葉)

2

1
アスパラガス

(若茎)
20.0%乳剤

7,14,28,42,56

にら
(茎葉)

20.0%乳剤

2
20.0%乳剤

1

にんにく
(鱗茎)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

4 200 mL/100 L/10 a 散布 1

7,14,28

ごぼう
(根部)

20.0%乳剤

7,21 ,35

1

65,72,792

2 200 mL/100 L/10 a 散布

チコリ
(軟化茎葉部)

1

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

2 200 mL/100 L/10 a 散布

ブロッコリー
(花蕾)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

7 ,21,35

2 200 mL/100 L/10 a 散布 1

2 1 7,14,28

7,14,28

2 1 7,14,2820.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

2

20.0%乳剤

250 mL/125 L/10 a 散布
250 mL/ 80 L/10 a 散布

1

かぶ
(葉部)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

1

2 200 mL/100 L/10 a 散布 1

1

チンゲンサイ
(茎葉)

こまつな
(茎葉)

やまごぼう
(根部)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

200 mL/100 L/10 a 散布

2

1

チコリ
(根株部)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 2

レタス
(茎葉)

7,14,28
カリフラワー

(花蕾)
2

キャベツ
(葉球)

2

かぶ
(根部)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

はくさい
(茎葉)

2

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

20.0%乳剤

200 mL/100 L/10 a 散布

みずな
(茎葉)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

2 200 mL/100 L/10 a 散布 2
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剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【代謝物I/代謝物M】

圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

圃場B：0.06 圃場B：0.04/<0.02

圃場C：0.5(1回,28日) 圃場C：*0.40/*0.12(*1回,28日)

圃場D：<0.1 圃場D：<0.05/<0.05

13 ,28,42 圃場A：0.15 圃場A：0.10/<0.05

14,28,41 圃場B：0.95(1回,28日) 圃場B：*0.90/<0.05(*1回,28日)

圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

圃場B：0.07 圃場B：0.05/<0.02

圃場A：0.8 圃場A：0.78/<0.05

圃場B：0.7(1回,28日) 圃場B：*0.61/<0.05(*1回,28日)

圃場A：0.4 圃場A：0.38/<0.05

圃場B：0.2 圃場B：0.18/<0.05

圃場A：0.7 圃場A：0.63/<0.05
注4)

圃場B：0.5(1回,28日) 圃場B：*0.40/<0.05
注4)

(*1回,28日)

21 圃場A：<0.04 圃場A：<0.02/<0.02

30 圃場B：<0.04 圃場B：<0.02/<0.02

7,14,21,35 圃場A：0.7 圃場A：0.55/0.12

7,14,28,42 圃場B：0.6 圃場B：0.50/<0.05

圃場A：0.10(1回,7日)(#) 圃場A：*0.05/*<0.05(*1回,7日)(#)

圃場B：0.14(1回,7日)(#) 圃場B：*0.09/*<0.05(*1回,7日)(#)

14,48,55 圃場A：0.07 圃場A：0.05/<0.02

30,45,60 圃場B：0.22(1回,30日) 圃場B：*0.18/*0.08(*1回,30日)

圃場A：0.6 圃場A：0.38/0.21

圃場B：0.11 圃場B：0.06/<0.05

13,27,43 圃場A：0.67(1回,13日) 圃場A：*0.56/*0.11(*1回,13日)

14,28,42 圃場B：1.64 圃場B：1.34/0.3

圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

圃場B：<0.10 圃場B：<0.05/<0.05

圃場A：<1.00 圃場A：<0.5/<0.5

圃場B：<1.00 圃場B：<0.5/<0.5

31 圃場A：0.04 圃場A：<0.02/0.02

30 圃場B：0.35 圃場B：0.13/0.22

1 ,14,28,41 圃場A：1.4 圃場A：1.20/*0.50(*1回,28日)

1 ,14,28,42 圃場B：2.0 圃場B：1.79/*0.37(*1回,28日)

33 ,61,90 圃場A：0.09(1回,61日) 圃場A：*0.06/*0.03(*1回,61日)

32 ,60,90 圃場B：0.15 圃場B：0.11/0.04

14,30,60 圃場A：4.61 圃場A：4.22/0.39

10 ,14,30,57 圃場B：3.67 圃場B：3.30/0.37

注4）果皮と果肉の重量比から計算した。

2

14,28,45

1 14,28,45

1 14,28,42

200 mL/100 L/10 a 散布 1

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布 1

7,28,45

1

200 mL/100 L/10 a 散布

2

20.0%乳剤

1

2

20.0%乳剤

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

しょうが
(塊茎)

1

ほうれんそう
(茎葉)

2

20.0%乳剤

すいか
(全果実)

20.0%乳剤

200 mL/100 L/10 a 散布 1

えだまめ
(さや)

かぼちゃ
(果実)

2 20.0%乳剤

200 mL/100 L/10 a 散布

1

すいか
(果肉)

2

20.0%乳剤

いちご
(果実)

30

2 14,28,42

1

200 mL/100 L/10 a 散布 1

14,28,42

2 14,28,42

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

2

1
すいか
(果皮)

2 20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

さやいんげん
(さや)

2

トマト
(果実)

20.0%乳剤

14,28

200 mL/100 L/10 a 散布4

1 ,7 ,14,28

1

さやえんどう
(さや)

200 mL/100 L/10 a 散布

はっか
(茎葉)

20.0%乳剤 200 mL/100 L/10 a 散布

200 mL/100 L/10 a 散布

200 mL/100 L/10 a 散布

200  mL/100 L/10 a 散布 1

2 200 mL/100 L/10 a 散布 1

2 20.0%乳剤

2

2 200 mL/100 L/10 a 散布

2 200 mL/100 L/10 a 散布

なたね
(種子)

20.0%乳剤

1

1

むかご
(球茎)

2

　代謝物I及び代謝物Mの残留濃度は、セトキシジム濃度に換算した値で示した。

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）セトキシジムを含む6化合物を統一した代謝物I及び2化合物を統一した代謝物Mの合計濃度（セトキシジムに換算した値）を示した。

    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）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。



（別紙1-2）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A：<0.1

圃場B：<0.1

圃場C：<0.1

注）セトキシジムを含む化合物を統一した変換物DME及び変換物OH-DMEの合計濃度（セトキシジムに換算した値）を示した。

1

セトキシジムの作物残留試験一覧表（豪州）

試験
圃場数

試験条件 各化合物の残留濃度の合計

（mg/kg）
注）農作物

49小麦 2%乳剤3 18.7 g ai/ha



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

圃場A：5.58 圃場A：5.32/0.26

圃場B：9.88 圃場B：9.70/0.18

圃場C：9.88 圃場C：9.33/0.55

圃場D：8.95 圃場D：7.91/1.04

圃場E：13.3 圃場E：12.3/0.96

圃場F：4.41 圃場F：4.16/0.25

圃場G：7.68 圃場G：7.02/0.66

圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

圃場B：<0.10 圃場B：<0.05/<0.05

圃場A：3.89 圃場A：3.71/0.18

圃場B：7.49 圃場B：5.80/1.69

圃場C：3.63 圃場C：2.28/1.35

圃場D：4.76 圃場D：4.07/0.69

圃場E：5.69 圃場E：4.06/1.63

圃場F：0.52 圃場F：0.35/0.17

圃場A：4.29 圃場A：3.86/0.43

圃場B：3.94 圃場B：3.72/0.22

圃場C：3.06 圃場C：2.88/0.18

圃場D：5.08 圃場D：4.85/0.23

圃場E：4.64 圃場E：4.40/0.24

圃場F：2.76 圃場F：2.65/0.12

圃場A：13.0 圃場A：12.61/0.37

圃場B：2.41 圃場B：2.30/0.11

圃場A：3.86 圃場A：2.89/0.98

圃場B：5.74 圃場B：4.52/1.23

圃場C：4.22 圃場C：2.59/1.62

圃場D：5.97 圃場D：4.28/1.70

圃場E：4.68 圃場E：3.08/1.60

圃場F：7.38 圃場F：6.43/0.95

圃場G：1.36 圃場G：0.96/0.39

圃場A：0.40 圃場A：0.26/0.14

圃場B：2.61 圃場B：1.47/1.14

圃場C：10.0 圃場C：5.70/4.33

圃場D：15.2 圃場D：8.88/6.29

圃場E：7.88 圃場E：3.94/3.94

66,82,95 圃場A:5.8（1回,66日） 圃場A:3.8/2.0（1回,66日）

89,116,126 圃場B:2.4（1回,89日） 圃場B:1.4/0.96（1回,89日）

33,50 ,64 圃場C:0.59（1回,64日） 圃場C:0.27/0.32（1回,64日）

53,67,80 圃場D:2.2（1回,53日） 圃場D:1.4/0.80（1回,53日）

53,67,80 圃場E:5.0（1回,53日） 圃場E:3.4/1.6（1回,53日）

67 圃場F:4.0 圃場F:2.7/1.3

118 圃場G:2.06 圃場G:1.2/0.86

61 圃場A:32.47 圃場A:26.5/5.97

60 圃場B:13.14 圃場B:9.57/3.57

61 圃場C:23.51 圃場C:16.4/7.08

60 圃場D:4.31 圃場D:3.07/1.24

60 圃場E:5.88 圃場E:4.13/1.75

59 圃場F:5.79 圃場F:4.24/1.55

61 圃場G:5.59 圃場G:4.24/1.36

60 圃場H:4.47 圃場H:3.39/1.08

圃場A:5.40 圃場A:4.92/0.49

圃場B:10.3 圃場B:9.29/0.97

圃場C:12.5 圃場C:11.8/0.64

圃場A:0.60 圃場A:0.426/0.174

圃場B:0.86 圃場B:0.639/0.224

圃場C:0.49 圃場C:0.364/0.126

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【変換物DME/変換物OH-DME】

小豆類
(Dry pea)

2 18%乳剤
    0.28 lb ai/acre
   +0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 30

小豆類
(Dry bean)

7 18%乳剤
    0.28 lb ai/acre
   +0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 30

未成熟いんげん
(lima bean pods)

6 18%乳剤
     0.28 lb ai/acre+
    0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 15

未成熟いんげん
(snap bean

pods)
6 18%乳剤

     0.28 lb ai/acre+
    0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 15

75

未成熟えんどう
(immature peas

with pod)
7 18%乳剤

     0.28 lb ai/acre+
    0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 15

未成熟いんげん
(cow pea pods)

2 18%乳剤
     0.28 lb ai/acre+
    0.47 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）
2 15

ひまわり
（種子）

7 18.0%乳剤 0.5 lb ai/acre 1

だいず
（乾燥子実）

5 18%乳剤 0.47 lb ai/acre 1

あま
（種子）

3 18.0%乳剤

     0.19 lb ai/acre+
     0.28 lb ai/acre+
    0.28 lb ai/acre

（合計0.75 lb ai/acre）

3 75

40

なたね
（種子）

8 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計1.0 lb ai/acre)
2

らっかせい
（木の実）

3 18.0%乳剤
     0.09 lb ai/acre+
    0.38 lb ai/acre

（合計0.47 lb ai/acre）
2



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【変換物DME/変換物OH-DME】

圃場A:<0.20 圃場A:<0.10/<0.10

圃場B:<0.20 圃場B:<0.10/<0.10

圃場C:<0.20 圃場C:<0.10/<0.10

15 圃場A:<0.20 圃場A:<0.10/<0.10

9 圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)
注3)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場D:<0.20(#) 圃場D:<0.10/<0.10(#)

圃場E:<0.20(#) 圃場E:<0.10/<0.10(#)

圃場F:<0.20(#) 圃場F:<0.10/<0.10(#)

圃場G:<0.20(#) 圃場G:<0.10/<0.10(#)

圃場H:<0.20(#) 圃場H:<0.10/<0.10(#)

圃場I:<0.20 圃場I:<0.10/<0.10

圃場J:<0.20 圃場J:<0.10/<0.10

圃場K:<0.20 圃場K:<0.10/<0.10

圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場A:<0.20 圃場A:<0.10/<0.10

圃場B:<0.20 圃場B:<0.10/<0.10

圃場C:<0.20 圃場C:<0.10/<0.10

圃場A:<0.20 圃場A:<0.10/<0.10

圃場B:<0.20 圃場B:<0.10/<0.10

圃場C:<0.20 圃場C:<0.10/<0.10

圃場D:<0.20 圃場D:<0.10/<0.10

圃場E:<0.20 圃場E:<0.10/<0.10

圃場F:<0.20 圃場F:<0.10/<0.10

圃場G:<0.20 圃場G:<0.10/<0.10

1 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計3.0 lb ai/acre)
6 11 圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場A:<0.20(#) 圃場A:<0.10/<0.10(#)

圃場B:<0.20(#) 圃場B:<0.10/<0.10(#)

圃場C:<0.20(#) 圃場C:<0.10/<0.10(#)

圃場D:<0.20(#) 圃場D:<0.10/<0.10(#)

圃場E:<0.20 圃場E:<0.10/<0.10

圃場F:<0.20 圃場F:<0.10/<0.10

圃場G:<0.20 圃場G:<0.10/<0.10

圃場H:<0.20 圃場H:<0.10/<0.10

圃場I:<0.20 圃場I:<0.10/<0.10

圃場J:<0.20 圃場J:<0.10/<0.10

圃場K:<0.20(#) 圃場K:<0.10/<0.10(#)

圃場L:<0.20(#) 圃場L:<0.10/<0.10(#)

圃場M:<0.20(#) 圃場M:<0.10/<0.10(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計1.5 lb ai/acre）

3 12 圃場A：<0.33 圃場A：0.28/<0.05

    0.5 lb ai/acre
（合計2.0 lb ai/acre）

4 3 圃場B：<0.10(#) 圃場B：<0.05/<0.05(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計2.5  lb ai/acre）

5 13 圃場C：<0.10(#) 圃場C：<0.05/<0.05(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計3.0  lb ai/acre）

6 10 圃場D：<0.10(#) 圃場D：<0.05/<0.05(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計3.0  lb ai/acre）

3 12 圃場E：<1.05(#) 圃場E：<1.0/<0.05(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計5.0  lb ai/acre）

5 13 圃場F：<0.10(#) 圃場F：<0.05/0.05(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計6.0  lb ai/acre）

6 10 圃場G：<0.10(#) 圃場G：<0.05/0.05(#)

アーモンド
（実）

3 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計1.5 lb ai/acre)
3 18

11 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計2.0 lb ai/acre)
4

    1.0 lb ai/acre
(合計4.0 lb ai/acre)

4 10

3 18.0%乳剤
     1.0 lb ai/acre
(合計4.0 lb ai/acre)

4 10

10

12

3 18.0%乳剤
    1.0 lb ai/acre

(合計3.0 lb ai/acre)
3 18

14

16

3 18.0%乳剤
    1.0 lb ai/acre

(合計3.0 lb ai/acre)
3 18

くるみ

3 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計1.5 lb ai/acre)
3 14

7 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計2.0 lb ai/acre)
4

3 18.0%乳剤

10

14

11

レモン 7 18%乳剤

ペカン 13 18.0%乳剤
    0.5 lb ai/acre

(合計2.0 lb ai/acre)
4



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【変換物DME/変換物OH-DME】

    0.5 lb ai/acre 1 3 圃場A：<0.10(#) 圃場A：0.05/<0.05(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計2.0 lb ai/acre）

4 3 圃場B：<0.10(#) 圃場B：<0.05/<0.05(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計2.5  lb ai/acre）

5 11 圃場C：0.25(#) 圃場C：0.19/0.06(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計3.0  lb ai/acre）

6 11 圃場D：<0.10(#) 圃場D：<0.05/<0.05(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計5.0  lb ai/acre）

5 10 圃場E：0.60(#) 圃場E：0.46/<0.14(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計6.0  lb ai/acre）

6 25 圃場F：<0.11(#) 圃場F：0.06/0.05(#)

     2.0  lb ai/acre
（合計10.0  lb ai/acre）

5 11 圃場G：0.21(#) 圃場G：0.12/0.09(#)

     2.0  lb ai/acre
（合計12.0  lb ai/acre）

6 11 圃場H：0.33(#) 圃場H：0.21/0.12(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計2.0 lb ai/acre）

4 3 圃場A：<0.10(#) 圃場A：<0.05/<0.05(#)

    0.5 lb ai/acre
（合計2.5  lb ai/acre）

5 11 圃場B：0.60(#) 圃場B：0.49/0.11(#)

    1.0  lb ai/acre
（合計5.0  lb ai/acre）

5 10 圃場C：1.5(#) 圃場C：1.1/0.41(#)

圃場A：<0.10 圃場A：<0.05/<0.05

圃場B：0.385 圃場B：0.335/<0.05

圃場C：0.113 圃場C：0.06/<0.05

圃場D：0.560 圃場D：0.510/<0.05

圃場E：0.100 圃場E：0.050/<0.05

圃場F：<0.10 圃場F：<0.05/<0.05

圃場A：1.00 圃場A：0.642/0.360

圃場B：0.93 圃場B：0.637/0.296

圃場C：1.84 圃場C：1.53/0.311

圃場D：2.95 圃場D：2.40/0.548

圃場E：1.41 圃場E：0.969/0.439

圃場F：1.03 圃場F：0.696/0.338

圃場G：1.33 圃場G：0.926/0.399

圃場H：0.245 圃場H：0.240/<0.05

圃場I：0.520 圃場I：0.260/0.260

33 圃場A：1.24 圃場A：1.1/0.14

85 圃場B：<0.27 圃場B：0.22/<0.05

    0.5 lb ai/acre
（合計1.0 lb ai/acre）

2 30 圃場C：1.16 圃場C：1.1/0.06

    1.0  lb ai/acre
（合計2.0  lb ai/acre）

2 59 圃場D：1.32(#) 圃場D：1.1/0.22(#)

圃場A：<0.12(#) 圃場A：0.07/<0.05(#)

圃場B：<1.0(#) 圃場B：<0.05/<0.05(#)

圃場C：<0.19(#) 圃場C：0.14/<0.05(#)

圃場A：0.16(#) 圃場A：0.11/0.05(#)

圃場B：<0.12(#) 圃場B：0.07/<0.05(#)

圃場C：0.21(#) 圃場C：0.16/<0.05(#)

圃場A：<0.13 圃場A：0.08/<0.05

圃場B：<0.11 圃場B：0.06/<0.05

圃場C：<0.10 圃場C：<0.05/<0.05

圃場D：<0.10 圃場D：<0.05/<0.05

圃場E：0.78 圃場E：0.65/0.13

圃場F：<0.16 圃場F：0.11/<0.05

圃場G：<0.10 圃場G：<0.05/<0.05

圃場H：<0.33 圃場H：0.28/<0.05

圃場I：<0.28 圃場I：0.23/<0.05

圃場J：1.0 圃場J：0.88/0.14

圃場K：0.88 圃場K：0.76/0.12

圃場L：<0.10 圃場L：<0.05/<0.05

圃場M：3.0 圃場M：2.4/0.60

圃場N：1.5 圃場N：1.2/0.26

圃場O：<0.13 圃場O：0.08/<0.05

圃場P：<0.10 圃場P：<0.05/<0.05

圃場Q：<0.16 圃場Q：0.11/<0.05

圃場R：<0.10 圃場R：<0.05/<0.05

圃場S：<0.10 圃場S：<0.05/<0.05

圃場T：<0.10 圃場T：<0.05/<0.05

39 圃場U：<0.10 圃場U：<0.05/<0.05

60 圃場V：<0.11 圃場V：0.06/<0.05

    0.5 lb ai/acre
   +0.3  lb ai/acre

（合計0.8 lb ai/acre）
2 31

8 18%乳剤

グレープフルーツ 3 18%乳剤

ばれいしょ 9 18%乳剤 0.47 lb ai/acre 1 30

ぶどう 6 18.0%乳剤
　　0.47 lb ai/acre

（合計0.94 lb ai/acre）
2 50

オレンジ

かんしょ 4 18%乳剤

    0.5 lb ai/acre 1

3 18%乳剤 1.0  lb ai/acre 1

ブルーベリー
（ハイブッシュ）

    0.5 lb ai/acre
（合計1.0 lb ai/acre）

22 18%乳剤 2

30

31

32

33

50

3 18%乳剤



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【変換物DME/変換物OH-DME】

圃場A：<0.091 圃場A：<0.047/<0.044

圃場B：<0.103 圃場B：0.0585/<0.044

圃場C：<0.091 圃場C：<0.047/<0.044

圃場D：<0.091 圃場D：<0.047/<0.044

圃場E：<0.091 圃場E：<0.047/<0.044

圃場F：<0.184 圃場F：0.14/<0.044

圃場G：<0.091 圃場G：<0.047/<0.044

圃場A：1.9(#) 圃場A：1.5/0.38(#)

    0.5 lb ai/acre 圃場B：1.3(#) 圃場B：1.1/0.18(#)

（合計1.5  lb ai/acre） 30 圃場C：1.9(#) 圃場C：1.2/0.67(#)

圃場D：3.6(#) 圃場D：3.0/0.59(#)

圃場E：3.8(#) 圃場E：3.2/0.59(#)

1 18%乳剤 0.5 lb ai/acre 1 15 圃場A：<0.48(#) 圃場A：0.43/<0.05(#)

1 18%乳剤 1.5  lb ai/acre 1 15 圃場A：1.1(#) 圃場A：1.0/0.08(#)

圃場A：2.1(#) 圃場A：1.9/0.24(#)

圃場B：1.9(#) 圃場B：1.6/0.26(#)

圃場C：3.1(#) 圃場C：2.6/0.49(#)

圃場D：3.0(#) 圃場D：2.5/0.45(#)

圃場E：2.8(#) 圃場E：2.5/0.34(#)

14 圃場A：<0.13(#) 圃場A：0.08/<0.05(#)

圃場B：2.8 圃場B：2.4/0.36

    0.5 lb ai/acre 圃場C：2.6 圃場C：2.2/0.42

（合計1.0 lb ai/acre） 圃場D：3.4 圃場D：3.0/0.41

圃場E：2.5 圃場E：2.2/0.33

圃場F：2.1 圃場F：1.8/0.29

圃場G：1.5 圃場G：1.3/0.20

1 ,3 ,7 ,10 圃場A：10.48(2回,7日)(#)
圃場A：*9.75/**0.745(*2回,7日,
**2回,10日)(#)

圃場B：7.53(#) 圃場B：7.15/0.375(#)

圃場C：8.72(#) 圃場C：8.3/0.42(#)

圃場D：<3.44(#) 圃場D：3.21/<0.127(#)

圃場A：6.9(#) 圃場A：6.3/0.57(#)

圃場B：5.3(#) 圃場B：4.8/0.50(#)

圃場C：5.7(#) 圃場C：5.3/0.40(#)

圃場D：5.0(#) 圃場D：4.8/0.22(#)

圃場E：5.4(#) 圃場E：5.0/0.35(#)

圃場F：4.3(#) 圃場F：4.0/0.32(#)

圃場A：2.5 圃場A：2.2/0.29

圃場B：4.0 圃場B：3.7/0.26

圃場C：2.6 圃場C：2.3/0.29

圃場D：13.7 圃場D：12.9/0.80

65 圃場A：0.57 圃場A：0.41/0.16

圃場B：0.16 圃場B：0.10/0.06

圃場C：0.25 圃場C：0.17/0.08

圃場D：<0.013 圃場D：0.08/<0.05

圃場E：0.21 圃場E：0.14/0.07

圃場A：0.69(#) 圃場A：0.59/0.10(#)

圃場B：0.86(#) 圃場B：0.75/0.11(#)

圃場C：0.81(#) 圃場C：0.71/0.10(#)

圃場D：1.1(#) 圃場D：0.95/0.13(#)

65 圃場E：1.2(#) 圃場E：0.84/<0.36(#)

圃場F：0.43(#) 圃場F：0.30/0.13(#)

圃場G：0.36(#) 圃場G：0.24/0.12(#)

圃場H：0.32(#) 圃場H：0.22/0.10(#)

圃場I：0.40(#) 圃場I：0.26/0.14(#)

圃場A：2.3(#) 圃場A：2.0/0.25(#)

圃場B：2.0(#) 圃場B：1.8/0.21(#)

圃場C：2.3(#) 圃場C：2.0/0.29(#)

圃場D：1.7(#) 圃場D：1.5/0.19(#)

圃場E：0.56(#) 圃場E：0.38/0.18(#)

圃場F：0.42(#) 圃場F：0.28/0.14(#)

圃場G：0.46(#) 圃場G：0.32/0.14(#)

圃場H：0.98(#) 圃場H：0.64/0.34(#)

圃場A：0.81(#) 圃場A：0.61/0.20(#)

    0.5 lb ai/acre 圃場B：0.91(#) 圃場B：0.68/0.23(#)

（合計1.0 lb ai/acre） 圃場C：0.84(#) 圃場C：0.63/0.21(#)

圃場D：0.97(#) 圃場D：0.72/0.25(#)

31

32

222
    0.5 lb ai/acre

（合計1.0 lb ai/acre）
4 18%乳剤

4 18%乳剤

      0.485～0.505
lb ai/acre

     +0.476～0.523
lb ai/acre

（合計0.960～1.019
  lb ai/acre）

2

1

4

6 18%乳剤 3 29

9

    0.5 lb ai/acre
（合計1.5 lb ai/acre）

0.492～0.530
lb ai/acre

+0.492～0.548
lb ai/acre

（合計0.986～1.078
lb ai/acre）

2

5 18%乳剤 3

ブルーベリー
（ハイブッシュ）

1

ブルーベリー
（ローブッシュ）

5 18%乳剤
    0.5 lb ai/acre
   +0.3  lb ai/acre

（合計0.8 lb ai/acre）
2 31

7 18%乳剤 2
29

ブルーベリー
(North blue)

5 18%乳剤 0.5 lb ai/acre 1
110

クランベリー

18%乳剤 1.0  lb ai/acre 1

31

110

8 18%乳剤 2.0  lb ai/acre 1

31

110

18%乳剤 2 30

7 18%乳剤



（別紙1-3）

剤型 使用量・使用方法 回数 経過日数

セトキシジム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の合計

（mg/kg）
注1）

各化合物の残留濃度（mg/kg）
注2）

【変換物DME/変換物OH-DME】

圃場A：1.5(#) 圃場A：1.1/0.38(#)

    1.0  lb ai/acre 圃場B：1.6(#) 圃場B：1.2/0.41(#)

（合計2.0  lb ai/acre） 圃場C：1.4(#) 圃場C：1.0/0.38(#)

圃場D：2.0(#) 圃場D：1.4/0.58(#)

圃場A：4.3(#) 圃場A：3.1/1.2(#)

    2.0  lb ai/acre 圃場B：5.0(#) 圃場B：3.9/1.1(#)

（合計4.0  lb ai/acre） 圃場C：4.0(#) 圃場C：2.9/1.1(#)

圃場D：3.2(#) 圃場D：2.3/0.89(#)

圃場A：0.44(#) 圃場A：0.32/0.12(#)

    0.25  lb ai/acre 圃場B：0.29(#) 圃場B：0.22/0.07(#)

（合計0.75 lb ai/acre） 圃場C：0.65(#) 圃場C：0.53/0.12(#)

圃場D：0.41(#) 圃場D：0.32/0.09(#)

圃場A：0.94(#) 圃場A：0.72/0.22(#)

    0.5 lb ai/acre 圃場B：0.78(#) 圃場B：0.56/0.22(#)

（合計1.5  lb ai/acre） 圃場C：1.1(#) 圃場C：0.76/0.29(#)

圃場D：0.70(#) 圃場D：0.50/0.20(#)

圃場A：0.83(#) 圃場A：0.60/0.23(#)

圃場B：0.70(#) 圃場B：0.51/0.19(#)

    0.5 lb ai/acre 圃場A：1.3(#) 圃場A：0.92/0.37(#)

（合計1.5  lb ai/acre） 圃場B：1.2(#) 圃場B：0.89/0.35(#)

0.3  lb ai/acre
（合計0.9 lb ai/acre）

2 18%乳剤 3 61

4 18%乳剤 3 60

4 18%乳剤 3 60

2 18%乳剤 3

18%乳剤

4 18%乳剤 2 30

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。

2 304

クランベリー

注1）セトキシジムを含む化合物を統一した変換物DME及び変換物OH-DMEの合計濃度（セトキシジムに換算した値）を示した。

注2）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。

　変換物DME及び変換物OH-DMEの濃度は、セトキシジム濃度に換算した値で示した。

  　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。

61



農薬名 セトキシジム
（別紙２）

食品名
基準値
案※1
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 0.1 0.1 0.1 豪州 【<0.1,<0.1,<0.1(豪州)】注）

大麦 10
ライ麦 10

とうもろこし 0.2

そば 15 10 ○・申 1.33,6.57,7.02($)

その他の穀類 10
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 15 10 ○・申 3.18～9.78($)(n=6)

小豆類 25 20 ○ 25 米国 【4.41～13.3(n=7)(#)(米国)】

えんどう 2 40 ○ 0.34,0.60($)

そら豆 25 10 25 米国 【米国小豆類参照】

らっかせい 25 25 ○ 25 米国 【5.40,10.3,12.5(米国)】

その他の豆類 25 30 25 米国 【米国小豆類参照】

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 4 4.0 ○ 4.0 米国 【0.245～2.95(n=9)(米国)】

さといも類（やつがしらを含む。） 0.5 1.0 ○ <0.10～0.15($)(n=4)

かんしょ 4 4.0 ○ 4.0 米国 【<0.27～1.32(#)(n=4)(米国)】

やまいも（長いもをいう。） 0.3 1.0 ○ <0.10,<0.10

こんにゃくいも 0.3 1.0 ○ <0.10,<0.10

その他のいも類 1.0

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てんさい 1 0.5 ○・申 0.37,0.43

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だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 4 10 ○ 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 10 10 ○ 0.10,3.94($)

かぶ類の根 4 10 ○ 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

かぶ類の葉 3 10 ○ 1.05,1.09

西洋わさび 10

クレソン 10

はくさい 1 10 ○ 0.41,0.42

キャベツ 2 10 ○ 0.51,0.57

芽キャベツ 10

ケール 10 10 ○ (その他のあぶらな科野菜参照)

こまつな 5 10 ○ 1.74,2.63

きょうな 3 10 ○ 1.17,1.32

チンゲンサイ 10 10 ○ 1.38,4.52($)

カリフラワー 2 10 ○ 0.27,0.59($)

ブロッコリー 10 10 ○ 0.83,5.39

その他のあぶらな科野菜 10 10 ○ 1.74,2.63(こまつな)
1.17,1.32(みずな)

1.38,4.52($)(チンゲンサイ)

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ごぼう 4 10 ○ 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

サルシフィー 4 10 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

アーティチョーク 10

チコリ 0.3 10 ○ <0.10,<0.10（軟化茎葉部）

エンダイブ 10

しゅんぎく 10

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 3 10 ○ 0.31,1.03($)

その他のきく科野菜 4 10 ○ 4.0 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たまねぎ 1 10 ○ 0.11,0.15,0.37($)

ねぎ（リーキを含む。） 0.5 10 ○ <0.10～0.21($)(n=4)

にんにく 2 10 ○ 0.56,0.64,0.88

にら 15 10 ○ 0.66～8.5(n=8)注）

アスパラガス 2 10 ○ 0.46～0.96($)(n=4)

わけぎ 10

その他のゆり科野菜 1 10 ○ <0.10,0.38($) (食用ゆり)

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

外国
　基準値※1

ppm

参考基準値



農薬名 セトキシジム
（別紙２）

食品名
基準値
案※1
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

外国
　基準値※1

ppm

参考基準値

にんじん 4 10 ○ 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

パースニップ 4 10 4.0 米国 【米国ばれいしょ参照】

パセリ 10

セロリ 5 10 ○ 0.58,0.81,2.77($)

みつば 10

その他のせり科野菜 5 10 ○ (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トマト 1 10 ○ <0.04～0.5($)(n=4)

ピーマン 10

なす 10

その他のなす科野菜 10

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きゅうり（ガーキンを含む。） 10

かぼちゃ（スカッシュを含む。） 2 10 ○ 0.15,0.95

しろうり 10

すいか 2.0

すいか（果皮を含む。） 2 ○ 0.5,0.7

メロン類果実 2.0

まくわうり 2.0

その他のうり科野菜 4 10 4.0 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ほうれんそう 2 10 ○ 0.6,0.7

たけのこ 10

オクラ 10

しょうが 0.5 10 ○ 0.10,0.14(#)

未成熟えんどう 10 10 ○ 10 米国 【1.36～7.38(n=7)(米国)】

未成熟いんげん 15 10 ○ 15 米国 【2.76～5.08(n=6)(米国)】注）

えだまめ 5 10 ○ 0.67,1.64($)

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マッシュルーム 10

しいたけ 10

その他のきのこ類 10

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 5 10 ○ (えだまめ参照)

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みかん 1.0

みかん（外果皮を含む。） 0.5 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

なつみかんの果実全体 0.5 1.0 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

レモン 0.5 1.0 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 0.5 1.0 0.5 米国 【0.10～0.60(#)(n=8)(米国)】

グレープフルーツ 0.5 1.0 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

ライム 0.5 1.0 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

その他のかんきつ類果実 0.5 1.0 0.5 米国 【米国オレンジ参照】

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りんご 1.0

日本なし 1.0

西洋なし 1.0

マルメロ 1.0

びわ 1.0

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もも 1.0

ネクタリン 1.0

あんず（アプリコットを含む。） 1.0

すもも（プルーンを含む。） 1.0

うめ 1.0

おうとう（チェリーを含む。） 1.0

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



農薬名 セトキシジム
（別紙２）

食品名
基準値
案※1
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

外国
　基準値※1

ppm

参考基準値

いちご 5 10 ○ 1.4,2.0

ラズベリー 5.0
ブラックベリー 1.0
ブルーベリー 4 4.0 4.0 米国 【<0.1～3.0(n=22)(米国)】注）

クランベリー 3 1.0 2.5 米国 【0.29～2.00(n=14)(米国)】

ハックルベリー 1.0
その他のベリー類果実 1.0
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ぶどう 1 1.0 1.0 米国 【<0.10～0.56(n=6)(米国)】注）

かき 1.0

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バナナ 1.0

キウィー 1.0

パパイヤ 1.0

アボカド 1.0

パイナップル 1.0

グアバ 1.0

マンゴー 1.0

パッションフルーツ 1.0

なつめやし 1.0

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その他の果実 1 1.0 1.0 米国 【米国ぶどう参照】

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 7 7.0 7.0 米国 【0.59～5.8(n=7)(米国)】

ごまの種子 1.0

べにばなの種子 1.0

綿実 5.0

なたね 0.5 1.0 ○ 0.09,0.15

その他のオイルシード 1.0

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ぎんなん 1.0

くり 0.2 1.0 0.2 米国 【米国アーモンド参照】

ペカン 0.2 1.0 0.2 米国 【<0.20(n=6)(米国)】注）

アーモンド 0.2 1.0 0.2 米国 【<0.20(n=7)(米国)】注）

くるみ 0.2 1.0 0.2 米国 【<0.20(n=11)(米国)】注）

その他のナッツ類 0.2 1.0 0.2 米国 【米国アーモンド参照】

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 30 #REF! #REF! #### #REF! #REF!

その他のスパイス（根又は根茎に限る。)※2 4 【米国ばれいしょ参照】

その他のハーブ 10 10 ○ 3.67,4.61(はっか)

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牛の筋肉 0.01 0.1 推：0.004

豚の筋肉 0.01 0.1 (牛の筋肉参照)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉 0.01 0.1 (牛の筋肉参照)

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牛の脂肪 0.01 0.2 (牛の筋肉参照)

豚の脂肪 0.01 0.2 (牛の筋肉参照)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01 0.2 (牛の筋肉参照)

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牛の肝臓 0.1 0.5 推：0.04

豚の肝臓 0.1 0.5 (牛の肝臓参照)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1 0.5 (牛の肝臓参照)

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牛の腎臓 0.1 0.5 推：0.04

豚の腎臓 0.1 0.5 (牛の腎臓参照)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1 0.5 (牛の腎臓参照)

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牛の食用部分 0.1 0.5 (牛の腎臓参照)

豚の食用部分 0.1 0.5 (牛の腎臓参照)

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1 0.5 (牛の腎臓参照)

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乳 0.03 0.3 推：0.016

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



農薬名 セトキシジム
（別紙２）

食品名
基準値
案※1
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

外国
　基準値※1

ppm

参考基準値

鶏の筋肉 0.1 0.2 推：0.068

その他の家きんの筋肉 0.1 0.2 (鶏の筋肉参照)

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鶏の脂肪 0.1 0.2 (鶏の筋肉参照)

その他の家きんの脂肪 0.1 0.2 (鶏の筋肉参照)

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鶏の肝臓 0.2 0.9 推：0.086

その他の家きんの肝臓 0.2 0.9 (鶏の肝臓参照)

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鶏の腎臓 0.2 1 (鶏の肝臓参照)

その他の家きんの腎臓 0.2 1 (鶏の肝臓参照)

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鶏の食用部分 0.2 1 (鶏の肝臓参照)

その他の家きんの食用部分 0.2 1 (鶏の肝臓参照)

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鶏の卵 0.3 1 推：0.21

その他の家きんの卵 0.3 1 (鶏の卵参照)

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魚介類 0.2 申 推：0.14
zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

「登録有無」の欄に「○」の記載があるものは、国内で農薬等としての使用が認められていることを示している。

平成17年11月29日厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値（暫定基準）については、網をつけて示した。

申請（国内における登録、承認等の申請、ｲﾝﾎﾟｰﾄﾄﾚﾗﾝｽ申請）以外の理由により本基準（暫定基準以外の基準）を見直す基準値案に
ついては、太枠線で囲んで示した。

(#)これらの作物残留試験は、登録又は申請の適用の範囲内で試験が行われていない。

($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮し、この印をつけた残留濃度を基準値策定の根拠とした。

「作物残留試験」欄に「推」の記載のあるものは、推定残留濃度であることを示している。

「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。

※１）国内の分析は、セトキシジムを含む6化合物を統一した代謝物I及び3化合物を統一した代謝物Mを対象としている。
　米国の規制対象は、セトキシジム及び2-シクロヘキセン-1-オン構造を有する代謝物であり、分析はセトキシジム及び
　代謝物を統一した変換物DME及び変換物OH-DMEを対象としている。
　なお、米国の分析では、代謝物IはDMEに、代謝物MはOH-DMEに変換される。

※2）「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、カンゾウの根
  及び根茎をいう。

注)OECDカリキュレーターを用いて基準値を算出した。



（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI
小麦 0.1 6.0 4.4 6.9 5.0
そば 15 16.5 7.5 27.0 16.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
大豆 15 585.0 306.0 469.5 691.5
小豆類 25 60.0 20.0 20.0 97.5
えんどう 2 0.2 0.2 0.2 0.2
そら豆 25 17.5 5.0 20.0 20.0
らっかせい 25 32.5 15.0 15.0 35.0
その他の豆類 25 2.5 2.5 2.5 2.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ばれいしょ 4 153.6 136.0 167.6 140.4
さといも類（やつがしらを含む。） 0.5 2.6 0.8 0.7 3.8
かんしょ 4 27.2 25.2 48.8 39.2
やまいも（長いもをいう。） 0.3 0.9 0.3 0.5 1.3
こんにゃくいも 0.3 0.4 0.1 0.2 0.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
てんさい 1 32.5 27.7 41.1 33.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 4 132.0 45.6 82.4 182.8
だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 10 17.0 6.0 31.0 28.0
かぶ類の根 4 11.2 3.2 0.4 20.0
かぶ類の葉 3 0.9 0.3 0.3 1.8
はくさい 1 17.7 5.1 16.6 21.6
キャベツ 2 48.2 23.2 38.0 47.6
ケール 10 2.0 1.0 1.0 2.0
こまつな 5 25.0 9.0 32.0 32.0
きょうな 3 6.6 1.2 4.2 8.1
チンゲンサイ 10 18.0 7.0 18.0 19.0
カリフラワー 2 1.0 0.4 0.2 1.0
ブロッコリー 10 52.0 33.0 55.0 57.0
その他のあぶらな科野菜 10 34.0 6.0 8.0 48.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ごぼう 4 15.6 6.4 15.6 18.4
サルシフィー 4 0.4 0.4 0.4 0.4
チコリ 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 3 28.8 13.2 34.2 27.6
その他のきく科野菜 4 6.0 0.4 2.4 10.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
たまねぎ 1 31.2 22.6 35.3 27.8
ねぎ（リーキを含む。） 0.5 4.7 1.9 3.4 5.4
にんにく 2 0.8 0.2 2.0 1.0
にら 15 30.0 13.5 27.0 31.5
アスパラガス 2 3.4 1.4 2.0 5.0
その他のゆり科野菜 1 0.6 0.1 0.2 1.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
にんじん 4 75.2 56.4 90.0 74.8
パースニップ 4 0.4 0.4 0.4 0.4
セロリ 5 6.0 3.0 1.5 6.0
その他のせり科野菜 5 1.0 0.5 1.5 1.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
トマト 1 32.1 19.0 32.0 36.6zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
かぼちゃ（スカッシュを含む。） 2 18.6 7.4 15.8 26.0
すいか（果皮を含む。） 2 15.2 11.0 28.8 22.6
その他のうり科野菜 4 10.8 4.8 2.4 13.6zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ほうれんそう 2 25.6 11.8 28.4 34.8
しょうが 0.5 0.8 0.2 0.6 0.9
未成熟えんどう 10 16.0 5.0 2.0 24.0
未成熟いんげん 15 36.0 16.5 1.5 48.0
えだまめ 5 8.5 5.0 3.0 13.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

セトキシジムの推定摂取量 （単位：µg／人／day）



（別紙３）

食品名
基準値案
(ppm)

国民全体
(1歳以上)

TMDI

幼小児
(1～6歳)

TMDI

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上)

TMDI

セトキシジムの推定摂取量 （単位：µg／人／day）

zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の野菜 5 67.0 31.5 50.5 70.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
みかん（外果皮を含む。） 0.5 8.9 8.2 0.3 13.1
なつみかんの果実全体 0.5 0.7 0.4 2.4 1.1
レモン 0.5 0.3 0.1 0.1 0.3
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 0.5 3.5 7.3 6.3 2.1
グレープフルーツ 0.5 2.1 1.2 4.5 1.8
ライム 0.5 0.1 0.1 0.1 0.1
その他のかんきつ類果実 0.5 3.0 1.4 1.3 4.8zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
いちご 5 27.0 39.0 26.0 29.5
ブルーベリー 4 4.4 2.8 2.0 5.6
クランベリー 3 0.3 0.3 0.3 0.3zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ぶどう 1 8.7 8.2 20.2 9.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他の果実 1 1.2 0.4 0.9 1.7zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ひまわりの種子 7 0.7 0.7 0.7 0.7
なたね 0.5 3.0 1.9 2.7 2.3zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
くり 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1
ペカン 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
アーモンド 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
くるみ 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
その他のナッツ類 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #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。） 4 0.4 0.4 0.4 0.8zzz #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
その他のハーブ 10 9.0 3.0 1.0 14.0zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
陸棲哺乳類の肉類 0.01 0.6 0.4 0.6 0.4

陸棲哺乳類の食用部分（肉類除く） 0.1 0.1 0.1 0.5 0.1zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
陸棲哺乳類の乳類 0.03 7.9 10.0 10.9 6.5zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの肉類 0.2 4.3 3.1 4.5 3.2zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
家きんの卵類 0.3 12.5 10.0 14.5 11.4zzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/Azzz #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
魚介類 0.2 18.6 7.9 10.6 23.0

計 1854.9 1030.9 1598.8 2189.0
ADI比（％） 38.3 71.0 31.1 44.3

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

「陸棲哺乳類の肉類」については、TMDI計算では、牛・豚・その他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂
肪の摂取量にその範囲の基準値案で最も高い値を乗じた。

TMDI試算法：基準値案×各食品の平均摂取量



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.1 0.1 0.1 0

そば そば 15 ○ 6.57 7.9 0

大豆 大豆 15 ○ 6.16 5.9 0

小豆類 いんげん 25 ○ 8.96 14.5 1

らっかせい らっかせい 25 ○ 10.3 14.5 1
ばれいしょ ばれいしょ 4 4 37.5 2
さといも類（やつがしらを含む。） さといも 0.5 0.5 2.7 0
かんしょ かんしょ 4 4 50.4 3
やまいも（長いもをいう。） やまいも 0.3 0.3 2.4 0

だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 4 4 46.2 3

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 だいこんの葉 10 10 82.6 5

かぶ類の根 かぶの根 4 4 29.3 2

かぶ類の葉 かぶの葉 3 3 8.0 0
はくさい はくさい 1 1 13.0 1
キャベツ キャベツ 2 2 19.1 1
ケール ケール 10 10 80.3 4

こまつな こまつな 5 5 21.2 1

きょうな きょうな 3 3 10.0 1

チンゲンサイ チンゲンサイ 10 10 74.2 4

カリフラワー カリフラワー 2 2 14.8 1
ブロッコリー ブロッコリー 10 10 60.1 3

たかな 10 10 78.5 4

菜花 10 10 27.6 2

ごぼう ごぼう 4 4 19.6 1
レタス類 3 3 16.9 1

たまねぎ たまねぎ 1 1 8.2 0
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 0.5 0.5 1.9 0
にんにく にんにく 2 2 1.3 0

にら にら 15 15 20.2 1
アスパラガス アスパラガス 2 2 4.2 0

にんにくの芽 1 1 1.8 0

らっきょう 1 1 1.1 0

にんじん 4 4 17.9 1

セロリ セロリ 5 5 27.6 2

その他のせり科野菜 せり 5 5 8.2 0
トマト トマト 1 1 10.9 1

かぼちゃ 2 2 19.6 1
ズッキーニ 2 2 14.5 1

すいか（果皮を含む。） すいか 2 2 65.9 4
ほうれんそう ほうれんそう 2 2 9.7 1

しょうが しょうが 0.5 0.5 0.5 0

未成熟えんどう（さや） 10 10 16.3 1

未成熟えんどう（豆） 10 10 17.0 1
未成熟いんげん 未成熟いんげん 15 15 29.2 2
えだまめ えだまめ 5 5 12.7 1

ずいき 5 5 50.6 3

もやし 5 5 11.5 1

れんこん 5 5 31.1 2

そら豆（生） 5 5 14.7 1

未成熟えんどう

セトキシジムの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

評価に用いた
数値
(ppm)

その他のあぶらな科野菜

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

その他のゆり科野菜

にんじん

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

その他の野菜



（別紙4-1）

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI
(μg/kg 体重/day)

ESTI/ARfD
(%)

セトキシジムの推定摂取量（短期）：国民全体(1歳以上)

評価に用いた
数値
(ppm)

みかん（外果皮を含む。） みかん 0.5 0.5 4.7 0
なつみかんの果実全体 なつみかん 0.5 0.5 6.2 0
レモン レモン 0.5 0.5 1.0 0

オレンジ 0.5 0.5 4.7 0
オレンジ果汁 0.5 ○ 0.16 1.6 0

グレープフルーツ グレープフルーツ 0.5 0.5 8.6 0
きんかん 0.5 0.5 1.2 0
ぽんかん 0.5 0.5 5.3 0
ゆず 0.5 0.5 0.8 0
すだち 0.5 0.5 0.8 0

いちご いちご 5 5 19.1 1
ブルーベリー ブルーベリー 4 4 5.7 0
ぶどう ぶどう 1 1 13.5 1
その他の果実 いちじく 1 1 7.7 0

くり くり 0.2 0.2 0.4 0

アーモンド アーモンド 0.2 0.2 0.1 0

くるみ くるみ 0.2 0.2 0.1 0

なたね油 0.5 ○ 0.12 0.1 0
ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

その他のかんきつ類果実

加工食品



（別紙4-2)

食品名
（基準値設定対象）

食品名
（ESTI推定対象）

基準値案
(ppm)

ESTI/ARfD
(%)

小麦 小麦 0.1 0.1 0.3 0
大豆 大豆 15 ○ 6.16 7.1 0
らっかせい らっかせい 25 ○ 10.3 12.0 1
ばれいしょ ばれいしょ 4 4 90.7 5
さといも類（やつがしらを含む。） さといも 0.5 0.5 6.3 0
かんしょ かんしょ 4 4 100.8 6
やまいも（長いもをいう。） やまいも 0.3 0.3 4.1 0
だいこん類（ラディッシュを含む。）の根 だいこんの根 4 4 87.4 5
はくさい はくさい 1 1 15.7 1
キャベツ キャベツ 2 2 31.3 2
こまつな こまつな 5 5 44.4 2
ブロッコリー ブロッコリー 10 10 144.1 8
ごぼう ごぼう 4 4 25.2 1

レタス類 3 3 29.5 2
たまねぎ たまねぎ 1 1 17.5 1
ねぎ（リーキを含む。） ねぎ 0.5 0.5 3.2 0
にんにく にんにく 2 2 1.5 0
にら にら 15 15 31.6 2
にんじん にんじん 4 4 41.6 2
トマト トマト 1 1 27.2 2

かぼちゃ 2 2 32.1 2
すいか（果皮を含む。） すいか 2 2 173.1 10
ほうれんそう ほうれんそう 2 2 22.5 1
しょうが しょうが 0.5 0.5 0.7 0

未成熟えんどう（さや） 10 10 12.4 1
未成熟えんどう（豆） 10 10 18.0 1

未成熟いんげん 未成熟いんげん 15 15 60.4 3
えだまめ えだまめ 5 5 14.0 1

もやし 5 5 21.0 1
れんこん 5 5 51.4 3

みかん（外果皮を含む。） みかん 0.5 0.5 13.7 1
オレンジ 0.5 0.5 13.5 1
オレンジ果汁 0.5 ○ 0.16 2.9 0

いちご いちご 5 5 54.0 3
ぶどう ぶどう 1 1 30.6 2

なたね油 0.5 ○ 0.12 0.1 0

セトキシジムの推定摂取量（短期）：幼小児(1～6歳)

評価に用いた
数値
(ppm)

レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。）

かぼちゃ（スカッシュを含む。）

未成熟えんどう

その他の野菜

オレンジ（ネーブルオレンジを含む。）

加工食品

ESTI
(μg/kg 体重

/day)

ESTI：短期推定摂取量（Estimated Short-Term Intake）

ESTI/ARfD(%)の値は、有効数字1桁（値が100を超える場合は有効数字2桁）とし四捨五入して算出した。

○：作物残留試験における中央値（STMR）を用いて短期摂取量を推計した。
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答申（案） 

セトキシジム

食品名 残留基準値

ppm

zzz #N/A小麦 0.1
そば 15

#N/A#N/A大豆 15

小豆類
注1） 25

えんどう 2
そら豆 25
らっかせい 25

その他の豆類
注2） 25

#N/A#N/Aばれいしょ 4
さといも類（やつがしらを含む。） 0.5
かんしょ 4
やまいも（長いもをいう。） 0.3
こんにゃくいも 0.3

#N/A#N/Aてんさい 1
#N/A#N/Aだいこん類（ラディッシュを含む。）の根 4

だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉 10
かぶ類の根 4
かぶ類の葉 3
はくさい 1
キャベツ 2
ケール 10
こまつな 5
きょうな 3
チンゲンサイ 10

今回基準値を設定するセトキシジムとは、農産物にあっては、オキサゾール化及びスルホン
化反応により代謝物I【6-[2-(エチルスルフォニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-
4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物（セトキシジム、代謝物B
【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3-ヒドロキシシク
ロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物C【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスル
フォニル)プロピル]-3-ヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物G【6-[2-(エチル
チオ)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】、代謝物
H【6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベン
ゾオキサゾール】及び代謝物I）をセトキシジムに換算したもの並びにオキサゾール化及びス
ルホン化反応により代謝物M【6-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-4-オキソ-6-ヒドロキシ
-2-プロピル-4,5,6,7-テトラヒドロベンゾオキサゾール】に変換される化合物（代謝物J【2-
[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスルフィニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシク
ロヘキサ-2-エン-1-オン】、代謝物K【2-[1-(エトキシイミノ)ブチル]-5-[2-(エチルスル
フォニル)プロピル]-3,5-ジヒドロキシシクロヘキサ-2-エン-1-オン】及び代謝物M）をセト
キシジムに換算したものの和をいい、畜産物及び魚介類にあっては、オキサゾール化及びス
ルホン化反応により代謝物Iに変換される化合物（セトキシジム、代謝物B、代謝物C、代謝物
G、代謝物H及び代謝物I）をセトキシジムに換算したものをいう。



食品名 残留基準値

ppm

カリフラワー 2
ブロッコリー 10

その他のあぶらな科野菜
注3） 10

#N/A#N/Aごぼう 4
サルシフィー 4
チコリ 0.3
レタス（サラダ菜及びちしゃを含む。） 3

その他のきく科野菜
注4） 4

#N/A#N/Aたまねぎ 1
ねぎ（リーキを含む。） 0.5
にんにく 2
にら 15
アスパラガス 2

その他のゆり科野菜
注5） 1

#N/A#N/Aにんじん 4
パースニップ 4
セロリ 5

その他のせり科野菜
注6） 5

#N/A#N/Aトマト 1
#N/A#N/Aかぼちゃ（スカッシュを含む。） 2

すいか（果皮を含む。） 2

その他のうり科野菜
注7） 4

#N/A#N/Aほうれんそう 2
しょうが 0.5
未成熟えんどう 10
未成熟いんげん 15
えだまめ 5

#N/A#N/Aその他の野菜
注8） 5

#N/A#N/Aみかん（外果皮を含む。） 0.5
なつみかんの果実全体 0.5
レモン 0.5
オレンジ（ネーブルオレンジを含む。） 0.5
グレープフルーツ 0.5
ライム 0.5

その他のかんきつ類果実
注9） 0.5

#N/A#N/Aいちご 5
ブルーベリー 4
クランベリー 3

#N/A#N/Aぶどう 1
#N/A#N/Aその他の果実

注10） 1
#N/A#N/Aひまわりの種子 7

なたね 0.5
#N/A



食品名 残留基準値

ppm

#N/Aくり 0.2
ペカン 0.2
アーモンド 0.2
くるみ 0.2

その他のナッツ類
注11） 0.2

#N/A#N/Aその他のスパイス（根又は根茎に限る。)
注12） 4zzz

#N/A
zzz

#N/Aその他のハーブ
注13） 10zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の筋肉 0.01
豚の筋肉 0.01

その他の陸棲哺乳類に属する動物
注14）

の筋肉 0.01
#N/A#N/A牛の脂肪 0.01

豚の脂肪 0.01
その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪 0.01zzz

#N/A
zzz

#N/A牛の肝臓 0.1
豚の肝臓 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の肝臓 0.1

#N/A#N/A牛の腎臓 0.1
豚の腎臓 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓 0.1

#N/A#N/A牛の食用部分
注15） 0.1

豚の食用部分 0.1
その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分 0.1zzz

#N/A
zzz

#N/A乳 0.03zzz
#N/A

zzz
#N/A鶏の筋肉 0.1

その他の家きん
注16）

の筋肉 0.1
#N/A#N/A鶏の脂肪 0.1

その他の家きんの脂肪 0.1
#N/A#N/A鶏の肝臓 0.2

その他の家きんの肝臓 0.2
#N/A#N/A鶏の腎臓 0.2

その他の家きんの腎臓 0.2
#N/A#N/A鶏の食用部分 0.2

その他の家きんの食用部分 0.2
zzz #N/Azzz #N/A鶏の卵 0.3
その他の家きんの卵 0.3
zzz #N/Azzz #N/A魚介類 0.2

#N/A #N/A



注1）「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2）「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。
注3）「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類（ラディッ
シュを含む。）の根、だいこん類（ラディッシュを含む。）の葉、かぶ類の根、かぶ類の
葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょ
うな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。
注4）「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5）「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6）「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセ
リ、セロリ、みつば、スパイス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9）「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、
なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ（ネーブルオレンジを含
む。）、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。
注10）「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋な
し、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず（アプリコットを含む。）、すもも（プ
ルーンを含む。）、うめ、おうとう（チェリーを含む。）、ベリー類果実、ぶどう、か
き、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッ
ションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

注11）「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモン
ド及びくるみ以外のものをいう。
注12）「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13）「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14）「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及
び豚以外のものをいう。
注15）「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の
部分をいう。
注16）「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。


