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評価農薬基準値一覧 
 

 

農薬名 基準値案 (mg/L) 

1  アバメクチン 0.0015 mg/L 

2  クロルチアミド（ＤＣＢＮ） 0.053 mg/L 

3  シアゾファミド 0.45 mg/L 

4  テブフロキン 0.10 mg/L 

5  ノバルロン 0.029 mg/L 

6  ピラフルフェンエチル 0.45 mg/L 

7  ピリプロキシフェン 0.26 mg/L 

8  フルオピコリド 0.21 mg/L 

9  フルフェノクスロン 0.098 mg/L 

10  ペンディメタリン 0.31 mg/L 

11  メトコナゾール 0.1 mg/L 

12  ルフェヌロン 0.037 mg/L 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

アバメクチン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 

アベルメクチンＢ１ａ： 

（１０Ｅ，１４Ｅ，１６Ｅ）－（１Ｒ，４Ｓ，５’Ｓ，６Ｓ，６’Ｒ，８Ｒ，１

２Ｓ，１３Ｓ，２０Ｒ，２１Ｒ，２４Ｓ）－６’－［（Ｓ）－ｓｅｃ－ブチル］

－２１，２４－ジヒドロキシ－５’，１１，１３，２２－テトラメチル－２－オ

キソ－（３，７，１９－トリオキサテトラシクロ［１５．６．１．１４,８．０２０，

２４］ペンタコサ－１０，１４，１６，２２－テトラエン）－６－スピロ－２’－

（５’，６’－ジヒドロ－２’Ｈ－ピラン）－１２－イル＝２，６－ジデオキシ

－４－Ｏ－（２，６－ジデオキシ－３－Ｏ-メチル－α－Ｌ－ａｒａｂｉｎｏ－

ヘキソピラノシル）－３－Ｏ－メチル－α－Ｌ－ａｒａｂｉｎｏ－ヘキソピラノ

シド 

アベルメクチンＢ１ｂ： 

（１０Ｅ，１４Ｅ，１６Ｅ）－（１Ｒ，４Ｓ，５’Ｓ，６Ｓ，６’Ｒ，８Ｒ，１

２Ｓ，１３Ｓ，２０Ｒ，２１Ｒ，２４Ｓ）－２１，２４－ジヒドロキシ－６’－

イソプロピル－５’，１１，１３，２２－テトラメチル－２－オキソ－（３，７，

１９－トリオキサテトラシクロ［１５．６．１．１４,８．０２０，２４］ペンタコサ

－１０，１４，１６，２２－テトラエン）－６－スピロ－２’－（５’，６’－

ジヒドロ－２’Ｈ－ピラン）－１２－イル＝２，６－ジデオキシ－４－Ｏ－（２，

６－ジデオキシ－３－Ｏ-メチル－α－Ｌ－ａｒａｂｉｎｏ－ヘキソピラノシ

ル）－３－Ｏ－メチル－α－Ｌ－ａｒａｂｉｎｏ－ヘキソピラノシド 

分子式 

アベルメクチンＢ１ａ： 

C48H72O14 

アベルメクチンＢ１ｂ： 

C47H70O14 

分子量

アベルメクチンＢ１ａ：

873.1 
アベルメクチンＢ１ｂ：

859.1 

CAS 

NO. 

アベルメクチンＢ１ａと

Ｂ１ｂの混合物： 

71751-41-2 
アベルメクチンＢ１ａ： 

65195-55-3 
アベルメクチンＢ１ｂ： 

65195-56-4. 
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構造式 

 
構造式 存在比 

 
アベルメクチンＢ１ａ 

80％以上 

 

アベルメクチンＢ１ｂ 

20％以下 

 

 
２．作用機構等 

アバメクチンは、アベルメクチンB1aとアベルメクチンB1bの混合物であり、16
員環マクロライド骨格を有する殺虫剤である。その作用機構は、GABA（γ-アミノ

酪酸）のアゴニストとして働き、昆虫等の神経系の塩素イオンチャンネルに作用し

て神経シグナルを阻害するものと考えられている。 
本邦では未登録である。 
製剤は乳剤が、適用作物は野菜、花き等として、登録申請されている。 
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３．各種物性等 

外観・臭気 
類白色結晶性粉末、無臭 

（25℃） 
土壌吸着係数 

KFadsOC = 5,700－7,900(20℃)

KFadsOC = 1,700（25℃） 

融点 161.8 －169.4℃ 
オクタノール

／水分配係数 

logPow = 4.4±0.3 

（pH7.2±0.1） 

沸点 
融点で分解するため測定

不能 
生物濃縮性 

BCF = 52 
（試験濃度：0.099μg/L） 

蒸気圧 <3.7×10－6 Pa（25℃） 密度 1.2 g/cm3（22℃） 

加水分解性 

半減期 

pH4、5、7 では安定 

379.9 日（pH9、20℃） 

212.6 日（pH9、25℃） 

9.9 日（pH9、50℃） 

4.9 日（pH9、60℃） 

水溶解度 1.21 mg/L（25℃） 

水中光分解性 

半減期 

アベルメクチンＢ１ａ： 

39.8 日（東京春季太陽光換算値） 

（滅菌自然水、25℃、21 W/m2、300－400 nm） 

24 時間（東京春季太陽光換算5.0 日） 

（緩衝液、pH7、25℃、38.8 W/m2、300－400 nm） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.0006 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 2 月 9 日付けで、アバメクチンの ADI を 0.0006 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はラットを用いた発達神経毒性試験における最小毒性量 0.12 mg/kg体重/

日を安全係数200で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 1.8%乳剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 108 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 5 

適用作物 花き類・観葉植物 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 300 L/10a 1) 

 
総使用回数 5 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 500 倍）として。  

 
２．水濁 PEC 算出結果 

 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.000007579 …  

 
うち地表流出寄与分 0.000007547 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.000000031 … 

合   計 1) 0.000007579 …  ≑  0.0000076 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.0015 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.0006 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.00159…(mg/L)

    ADI         平均体重  10 %配分   飲料水摂取量 
1) ADI の有効数字は 1 桁であるが、その根拠試験である発達神経毒性試験における最小毒性量の有効数字桁数が 2
桁であることから、登録保留基準は有効数字 2 桁とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.0000076 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.0015 (mg/L)を超えない

ことを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬推定一日摂取量と対 ADI 比 

 
農薬推定一日摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.0091 28 
1) 食品経由の農薬推定一日摂取量は、作物残留試験成績等がある食品については作物残留試験成績等、それ以外の

食品については平成 24 年 6 月 22 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会における

食品群毎の基準値案を基に算出した推定一日摂取量を示す。 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 

 



6 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

クロルチアミド（ＤＣＢＮ） 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 ２，６－ジクロロチオベンザミド 

分子式 C7H5Cl2NS 分子量 206.1 CAS NO. 1918-13-4 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
クロルチアミドは、ベンズアミド骨格を有するニトリル系除草剤であり、その作

用機構は、セルロース合成阻害により生長点での細胞分裂を阻害し、雑草の発芽を

抑制、枯死させるものである。 

本邦での初回登録は1964年である。 
製剤は粒剤、水和剤及び複合肥料が、適用作物は芝、樹木等がある。 
原体の生産量は、83.0 t（20年度※）、43.7 t（21年度）、40.1t（22年度）であった。 
※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 類白色粉末、刺激臭 土壌吸着係数 KFadsOC = 54 － 130 

融点 150.6 － 152.1℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 1.77（室温） 

沸点 
270℃で分解のため測定不

能 
生物濃縮性 － 

蒸気圧 2.2×10－5 Pa（25℃） 密度 1.6 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

1 年以上（pH4；25℃） 

30 日以上（pH7、9；25℃）

水溶解度 1.05×103 mg/L（25℃） 

水中光分解性 

半減期 

52－64 時間（滅菌緩衝液、pH 5、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 

16－40 時間（滅菌緩衝液、pH 7、25℃、400 W/m2、300－800 nm）  

6－22 時間（滅菌緩衝液、pH 9、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 

29－48 時間（自然水、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

非食用許容一日摂取量（非食用 ADI）   0.020 mg/kg 体重/日 

クロルチアミドの各種試験成績の評価結果に基づき、クロルチアミドの非食用 ADI を

0.020 mg/kg 体重/日と設定する。1) 

なお、この値はウサギを用いた催奇形性試験における無毒性量 20 mg/kg体重/日を安全

係数1000で除して設定された。 

1) 本剤は、食用農作物への適用が申請されておらず、登録申請に伴う食品安全委員会による食品健康影響評価は行

われていない。このため、非食用農作物専用農薬安全性評価検討会において非食用 ADI を設定した（別紙参照）。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 50%水和剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 10,000

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 3 

適用作物 樹木等 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 2 kg/10a 

 

総使用回数 3 回 

地上防除/航空防除 地 上 

施 用 法 
樹木等の周辺地

に散布 

 

 
２．水濁 PEC 算出結果 
 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0004610 … 

 
うち地表流出寄与分 0.0004593 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.000001757 … 

合   計 1) 0.0004610 …  ≑  0.00046 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.053 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.020 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0533…(mg/L) 

非食用 ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1= 0.00046 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.053 (mg/L)を超えないこと

を確認した。 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する安全性評価資料 
クロルチアミド（ＤＣＢＮ） 

 
Ⅰ．評価対象農薬の概要 
 
1. 物質概要 
 

化学名 2,6-ジクロロチオベンザミド 

分子式 C7H5Cl2NS 分子量 206.1 CAS No. 1918-13-4 

構造式 

 
 

S

ClCl

NH2

 

 
 
2. 作用機構等 

クロルチアミドは、ベンズアミド骨格を有するニトリル系除草剤であり、その作用

機構は、セルロース合成阻害により生長点での細胞分裂を阻害し、雑草の発芽を抑制、

枯死させるものである。 
本邦での初回登録は 1964 年である。 
製剤は粒剤、水和剤及び複合肥料が、適用作物は芝、樹木等がある。 
原体の生産量は、83.0 t（20 年度＊）、43.7 t（21 年度）、40.1t（22 年度）であった。 

＊年度は農薬年度（前年 10 月～当該年 9 月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
 

別紙
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3. 各種物性 

クロルチアミドの各種物性を表 1 に示した。 
 

表 1 クロルチアミドの物理化学的性状 

外観・臭気 類白色粉末、刺激臭 土壌吸着係数 KFads oc= 54～130  

融点 150.6～152.1℃ オクタノール/
水分配係数 logPow=1.77 (室温) 

沸点 270℃で分解のため測定不能 生物濃縮性 － 

蒸気圧 2.2×10-5 Pa (25℃) 密度 1.6 g/cm3 (20℃) 

加水分解性 
半減期 
１年以上（pH4; 25℃） 
30 日以上（pH7,9; 25℃） 

水溶解度 1.05 × 103 mg/L (25℃) 

水中光分解性 

半減期 
52－64 時間（滅菌緩衝液、ｐH 5、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 
16－40 時間（滅菌緩衝液、ｐH 7、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 
6－22 時間（滅菌緩衝液、ｐH 9、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 
29－48 時間（自然水、25℃、400 W/m2、300－800 nm） 
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Ⅱ．試験結果概要 

クロルチアミドの農薬登録申請資料を用いて試験結果の概要を整理した。代謝物/分
解物等の名称及び検査値等の略称は別紙 1 及び 2 に示した。 
 
１．動物体内運命試験 

ラットを用いて、クロルチアミドのチオカルバモイル基を 14C で標識したもの（以

下「チオカルバモイル標識体」という。）、クロルチアミドのフェニル環を 14C で標識

したもの（以下「フェニル環標識体」という。）又は非標識のクロルチアミド（以下

「非標識体」という）を単回強制経口投与し、動物体内運命試験が実施された。 
 
(1) 吸収 

① 血中濃度推移 

SD ラット（一群雌雄各 12 匹）に、フェニル環標識体を 5 mg/kg 体重（以下「低

用量」という）及び 75 mg/kg 体重（以下「高用量」という）で単回強制経口投

与し、血中濃度が測定された。 
血漿

しょう

中及び血液中放射能濃度は表 2 のとおりである。 
低用量及び高用量投与群のいずれも、0.5 時間から 1 時間後に最高血中濃度

（Cmax）に達し、その後速やかに低下した。最高血中濃度（Cmax）は雌雄で同

程度であったが、雌の方がわずかに高い傾向が認められた。雄の血液中放射能濃

度の時間曲線には二峰性が認められた。 
 

表 2 血漿中及び血液中放射能濃度推移 
 投与経路 経口 

投与群 5 mg/kg 体重 75 mg/kg 体重 
性別 雄 雌 雄 雌 

血漿 

Tmax（時間） 0.5 1 1 1 
Cmax（µg 換算 /g） 2.52 3.13 19.3 21.8 

T1/2（時間） 11.2* 20.4 12.4 13.5 
AUC((µg 換算/g）･時間) 11.9* 16.5 190 259 

血液 

Tmax（時間）* 0.5 0.5 1 1 
Cmax（µg 換算/g） 1.47 1.99 17.5 21.0 

T1/2（時間） 216* 85.9* 12.0 17.4 
AUC((µg 換算/g）･時間) 13.2* 13.1* 151 231 

* 5 mg/kg 投与群の T1/2及び AUC は個体別データに変動がみられ、データ数も十分でなかった

ことから、これらの数値は参考とする。 
 
② 吸収率 

胆汁排泄
せつ

試験（(4) ②）において、胆汁中、尿中排泄率（含ケージ洗浄液）、肝

臓及びカーカス中の排泄率の和から、吸収率は約 97% と推定された。 
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(2) 体内分布 

SD ラット（一群雌雄各９匹）に、フェニル環標識体を低用量又は高用量で単回強

制経口投与し、組織中分布試験が実施された。各投与群の主要組織における残留放射

能濃度は表 3 及び表 4 のとおりである。 
組織中放射能濃度は、低用量投与群では明らかな性差は見られなかったが、高用量

投与群では雌の方が高い傾向がみられた。低用量投与群では、投与 30 分後、消化管

(内容物を含む)、腎臓、肝臓、脂肪及び副腎で放射能濃度が高かったが、投与 24 時

間後にはほとんどの組織で 0.5 μg 未満まで減少した。高用量群では、投与 30 分後、

消化管(内容物を含む)、脂肪、卵巣、腎臓及び肝臓で放射能濃度が高かったが、投与

後 24 時間後にはほとんどの組織で 3 μg 未満まで低下した。 
 
 

表 3 主要組織における残留放射能濃度（μg クロルチアミド換算/g） 
投与条件 臓器・組織 30 分後 2 時間後 24 時間後 120 時間後

（低用量） 
5 mg/kg 体

重 

雄 

副腎 3.57 1.99 0.069 0.007 
脂肪組織（腹部） 5.52 7.64 0.049 N.D. 
胃腸管 25.7 20.9 0.524 0.006 
腎臓 6.80 5.42 0.212 0.059 
肝臓 5.81 3.56 0.431 0.099 
すい臓 2.46 1.68 0.042 0.009 
前立腺 1.94 12.0 0.053 N.D. 
皮膚 2.38 1.05 0.066 0.004 
甲状腺 1.77 1.18 0.117 N.D. 
全血 1.73 0.976 0.042 0.013 

雌 

副腎 5.43 2.31 0.089 0.011 
脂肪組織（腹部） 5.92 9.65 0.086 N.D. 
胃腸管 29.8 26.5 0.969 0.010 
腎臓 6.72 5.01 0.274 0.065 
肝臓 5.73 2.70 0.499 0.138 
卵巣 3.42 2.42 0.070 N.D. 
すい臓 3.30 1.62 0.063 0.009 
皮膚 1.74 0.963 0.054 0.004 
甲状腺 3.09 1.19 0.143 0.001 
全血 2.05 1.02 0.057 0.0170 

N.D.:不検出 
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表 4 主要組織における残留放射能濃度（μg クロルチアミド換算/g） 

投与条件 臓器・組織 1 時間後 
雄4時間雌

6 時間後 
24 時間後 120 時間後

（高用量） 
75 mg/kg

体重 

雄 

副腎 30.1 7.57 1.18 0.280 
脂肪組織（腹部） 86.5 58.1 1.13 N.D. 
胃腸管 435 196 170 0.110 
腎臓 41.9 18.9 3.69 0.886 
肝臓 31.7 10.0 4.46 1.57 
すい臓 19.3 5.03 0.768 0.140 
前立腺 28.2 11.2 1.25 N.D. 
皮膚 30.7 5.20 0.874 0.197 
甲状腺 22.1 3.59 0.955 0.0680 
全血 15.1 4.14 0.862 0.123 

雌 

副腎 66.0 17.1 2.86 0.273 
脂肪組織（腹部） 96.8 115 7.74 N.D. 
胃腸管 861 316 55.6 0.176 
腎臓 47.1 26.9 6.64 1.32 
肝臓 54.4 19.2 7.06 1.92 
卵巣 69.4 20.0 2.56 N.D. 
すい臓 41.4 16.4 1.85 0.175 
皮膚 28.0 13.4 1.20 0.125 
甲状腺 41.2 7.88 1.62 0.072 
全血 25.1 7.92 1.78 0.220 

N.D.:不検出 
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(3) 代謝 

① 代謝 

ラットを用いて、チオカルバモイル標識体を１匹当たり 0.8～1.8 mg 投与し、

尿の加水分解後の代謝物が調査された。 
尿中にクロルチアミドは検出されず、主要代謝物は [C]（31%TAR）であった。

その他の代謝物として [D] 及び [E] が約 2%TAR 検出された。クロルチアミド及

び[B]を経口投与されたラットの尿における代謝物が極めて類似していたことから、

クロルチアミドが [B]を経て代謝されると考えられた。 
 

② 代謝 

SD ラットを用いた排泄及び組織中分布試験[1.(2),(4)①]における投与 0～48 時

間後の尿、0～24 時間後（低用量）又は 0～48 時間後（高用量）の糞、投与 0.5
又は 1時間後の血漿及び肝臓抽出物並びに胆汁排泄試験[1.(4)③]における投与 0～
9 時間後の胆汁を試料として、代謝物調査が実施された。 
尿中及び糞中の放射性代謝物のプロファイルは、低用量投与群、高用量投与群

ともに定性的に類似しており、性差は認められなかった。尿中には、少なくとも

14 種類、糞中には少なくとも７種類、胆汁中には少なくとも 10 種類の代謝物の

存在が認められた。尿中の主要代謝物は表 5 のとおりである。 
血漿及び肝臓抽出物中には、主にクロルチアミド及び[B]が認められた。 
代謝経路としては、最初に生体内に吸収されたクロルチアミドは最初にチオア

ミド基が加水分解されて開裂し、[B]に代謝される。続いて[B]が水酸化されて [C]、
[D]が生合成され、最終的に硫酸抱合体又はグルクロン酸抱合体に代謝されるもの

と推定された。 
 

 
表 5 尿中の主要代謝物（％TAR） 

投与群 代謝物 
雄 雌 

未処理試料 酵素処理試料 未処理試料 酵素処理試料 
低用量 未同定代謝物 UR8 4.8 18.5 3.5 14.5 

未同定代謝物 UR9 14.8 14.8 17.9 17.4 
未同定代謝物 UR10 17.0 1.7 16.6 1.7 
D-3[C] 0.5 15.9 0.6 19.1 
D-4[D] N.D. 6.7 0.4 4.7 
未同定代謝物 UR14 N.D. 4.5 0.2 4.6 

高用量 未同定代謝物 UR8 4.5 14.3 5.1 10.4 
未同定代謝物 UR9 6.6 9.1 8.1 9.5 
未同定代謝物 UR10 27.3 0.8 10.0 1.2 
D-3[C] 

2.0 
29.2 

2.6 
28.7 

D-4[D] 8.4 6.5 
未同定代謝物 UR14 6.0 6.4 

N.D. 不検出 
酵素処理：β-グルクロニダーゼ／スルファターゼ 
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(4) 排 泄
せつ

 

① 尿中及び糞
ふん

中排泄 

ラットを用いて、チオカルバモイル標識体を１匹当たり 0.8～1.8 mg 投与し、排

泄試験が実施された。 
ラットに投与したチオカルバモイル標識体は速やかに排泄され、投与 24 時間後

まで 77.4％TAR が排出された。投与 96 時間後の尿及び糞への排泄量はそれぞれ

74.6％TAR 及び 15.9％TAR であり、消化管とその内容物及びカーカス中の残留量

はそれぞれ投与量の 1.2%TAR 及び 0.3%TAR であった。呼気中には放射能は検出

されなかった。 
 

② 尿中及び糞
ふん

中排泄 

SD ラット（一群雌雄各 4 匹）に、フェニル環標識体を低用量及び高用量で単回

経口投与し、排泄試験が実施された。各投与群の投与後 120 時間における尿・糞中

排泄率は表 6 のとおりである。投与群ではいずれの投与群においても排泄は速やか

で 24 時間以内に大部分が排泄された。投与 120 時間までに 99%TAR 以上が排泄さ

れた。主要排泄経路は尿中である。 
 

表 6 尿及び糞への排泄（%TAR） 

試料 
5 mg/kg 体重 75 mg/kg 体重 
雄 雌 雄 雌 

尿 1) 76.3 73.8 80.8 74.0 
ケージ洗浄液 1) 1.50 1.67 2.52 3.85 

糞 1) 19.7 21.8 19.7 23.9 
組織、臓器 2) 0.250 0.280 0.280 0.300 
カーカス 2) 0.220 0.320 0.230 0.310 

合計 97.7 97.7 103.2 102.1 
1) 0～120 時間後の合計値 
2) 120 時間後に試料を採取 
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③ 胆汁排泄 

SD ラット（雄 3 匹）に、フェニル環標識体を低用量で単回強制投与し、胆汁排

泄試験が実施された。 
投与後 48 時間における胆汁中、尿中、糞中排泄率は表 7 のとおりである。 
施術しないラットにおける尿中排泄量（約 74％TAR（低用量投与群、投与後 0-48

時間の累積排泄量、雌雄の平均値））との比較から腸肝循環が生じていることが示

唆された。 
 

表 7 胆汁排泄試験結果（%TAR） 
試料 排泄量 
胆汁 1) 55.7 
尿 1) 40.2 

ケージ洗浄液 1) 0.33 
糞 1) 0.72 

肝臓 2) 0.23 
胃腸管 2、3) 0.06 
カーカス 2) 0.42 

1) 0～48 時間後の合計値 
2) 48 時間後に試料を採取 
3) 内容物を含む 
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２. 環境中運命試験 

クロルチアミド及び分解物BAM[I]について、各種の環境中運命試験が実施された。

本試験の結果の概要は表 8 のとおりである。 
 

表 8 クロルチアミド及び分解物 BAM[I]の環境中運命試験の概要 

試験項目 試験条件 DT50 
主な代謝分解物と 

最大検出量 1) 

好気的土壌中 
動態試験 
[文献、1972 年] 

クロルチア

ミド 
フェニル環

標識体 
使用 

粘土、壌土、泥炭、砂土、レ

ンガ灰 
22±2 ℃、光照射下、6 か月

－ 
[B]: 45 %TAR（泥炭、pH6.2）
[I]: 83 %TAR（砂土、pH7.8）
(いずれも 6 か月後の測定値) 

クロルチア

ミド 
非標識体

使用 

圃場条件、32 週 － 
[B]: 1.8 ppm（0 週後） 
[I]: 1.2 ppm （8 週後） 

滅菌土壌 － 

[B]への分解がおこり、その分解

速度は酸よりも塩基存在下、酸

化剤及び重金属存在下で早く進

む。 

好気的土壌中 
動態試験 
[GLP、2007 年] 

クロルチア

ミド 
フェニル環

標識体 
使用 

埴壌土（福島）、非滅菌 
25±2 ℃、暗条件、181 日間

0.3 日 
[B]：88.5% TAR(3 日後) 
[I]：34.5%TAR(181 日後) 

埴壌土（福島）、滅菌 
25±2 ℃、暗条件、181 日間

2.7 日 [B]：86.4% TAR (30 日後) 

BAM 
嫌気的土壌中動態

試験 
[GLP、2002 年] 

BAM フェ

ニル環標

識体使用 

砂壌土（日本）、嫌気的条件 
25±2 ℃、暗条件、180 日間

算出できず 分解物の生成は極めて少ない 

加水分解動態試験 

クロルチア

ミド 
非標識体 
使用 

酸性水、塩基性水、海水、 
懸濁水溶液 

－ 

酸性条件で安定 
塩基性水、海水、懸濁水溶液で

速やかに[B]に分解 
[B]は水中で安定 

水中光分解 
動態試験（滅菌緩

衝液/滅菌自然水） 
[GLP、2004 年] 

クロルチア

ミド 
フェニル環

標識体 
使用 

 
光強度： 
56.8～

58.3 
W/m2 

 

波長： 
300～400 

nm 

pH5 
25±2 ℃ 酢酸緩衝液 

898.9 時間 
280.7 日 2) 

[B]：9.7%TAR (７日後) 

pH7 
25±2 ℃ リン酸緩衝液 

204.1 時間 
63.7 日 2) 

[B]：31.2%TAR (７日後) 
[J]: 11.8%TAR (７日後) 

pH9 
25±2 ℃ 

ホウ酸緩衝液 
13.8 時間 
4.2 日 2) 

[B]：47.0%TAR (48 時間後) 
[J]：14.6％TAR (48 時間後) 

自然水 
(河川水、

英国) 
25±2 ℃ 

pH 8.43、滅菌 
54.8 時間 
16.7 日 2) 

(18.8 日 3)) 

[B]：75.7%TAR (96 時間後) 
[J]：19.1％TAR (72 時間後) 

1) CO2を除く。 
2) 東京春季太陽光換算値。 
3) 暗所対照区の半減期を用いて補正。 
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３．土壌残留性試験 

砂壌土、埴壌土及び軽埴土を用い、クロルチアミドの土壌残留性試験が実施された。

分析はクロルチアミド及び分解物[B]を対象に行われた。 
推定半減期は表 9 のとおりである。 

 
表 9 クロルチアミドの土壌残留性 

試験条件 推定半減期 
（日） 試験形態 土壌（採取場所） 分析対象 

容
器
内
試
験 

畑
地
状
態 

純品 
1.8ppm 

沖積火山灰（閉鎖系）（福岡） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] >42 

沖積火山灰（開放系）（福岡） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 28 

洪積／埴壌土（閉鎖系）（埼玉） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] >42 

沖積／埴壌土（開放系）（埼玉） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 40 

純品(98.0%) 
4ppm 

沖積／砂壌土（兵庫） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 53 

火山灰／埴壌土（山梨） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 27 

純品(99.0%) 
10 ppm 

洪積火山灰／埴壌土（福岡） 
ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 58 

[B] 4  

第三期層／軽埴土（岡山） 
ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 36 

[B] 7 

水
田
状
態 

純品 
1.8ppm 

沖積火山灰（閉鎖系）（福岡） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] >42 

沖積火山灰（開放系）（福岡） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 18~24 

黒色火山灰／埴壌土（閉鎖系）（茨城） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] >42 

黒色火山灰／埴壌土（開放系）（茨城） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 28～40 

純品(98.6%) 
2 ppm 

沖積／埴壌土（岡山） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 7 

火山灰／軽埴土（福岡） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 8 

圃
場
試
験 

畑
地
状
態 

水和剤(50%) 
300 g/10a 

火山灰／砂壌土（群馬） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 15 

沖積／埴壌土（群馬） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 14 

粒剤(3.0%) 
12.0kg/10a 

沖積／砂壌土（兵庫） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 10 

洪積火山灰／埴壌土（山梨） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 4 

粒剤(5.0%) 
20.0 kg/10a 

洪積火山灰／埴壌土（群馬） 
ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 19 

[B] 7 

第三期層／軽埴土（岡山） 
ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 22 

[B] 5 

水

田

状

態 

水和剤(50%) 
400 g/10a 

沖積／埴壌土（群馬） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 10 

粒剤(3.0%) 
3.50 kg/10a  

沖積／埴壌土（岐阜） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 20 

水和剤(50%) 
320 g/10a 

沖積／埴壌土（岡山） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 14 

沖積／埴壌土（八代） ｸﾛﾙﾁｱﾐﾄﾞ+[B] 7 
[B]の分子量は、換算係数に乗じてクロルチアミドに換算した。 
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４. 毒性試験 

クロルチアミドの農薬登録申請資料を用いて試験結果の概要を整理した。なお、農

薬登録申請資料中の代謝物 BAM[I]の毒性試験データについては、動物体内運命試験

の結果等で主要な代謝物ではないことから、参考データとした。 
(1) 生体の機能に及ぼす影響（クロルチアミド原体における薬理試験） 

クロルチアミドの原体について、マウス、ウサギ、ラット、モルモット及びイヌ

を用いた一般薬理試験が実施された。本試験の結果は、表 10 のとおりである。 
 

表 10 クロルチアミドの一般薬理試験概要 

試験の種類 動物種 
投与 
経路 

無作用量 
(作用量) 
(mg/kg) 

観察された作用 

中枢神経系 

一般症状 
(Irwin 法) 

ICR マウス 
(一群雌雄 
各 5 匹) 

腹腔内
12.5  
(25) 

運動性、握力、認知力、心拍数及び呼

吸数の低下とよろめき歩調などの中枢

抑制． 

脳波 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 5 匹） 
静脈内

1.25 
(2.5) 

皮質及び深部脳波の覚醒波パターン

化． 

体温 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 3 匹） 
静脈内

200 
(>200) 

検体による影響なし 

呼吸・循環器系 
呼吸、血圧、 

心拍数、血流量、

心電図 

イヌ・ビーグル

（雄 2 匹） 
静脈内

5 
(10) 

不規則な呼吸、血圧低下、心拍数増加、

血流量増大、20 mg/kg 体重により心

電図に軽度の ST 下降．  

自律神経系 

瞳孔径 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 3 匹） 
静脈内

200 
(>200) 

検体による影響なし．（200 mg/kg 体
重により 1 例が死亡．）  

生体位 
子宮運動 

日本白色種 
ウサギ 

（雌 3 匹） 
静脈内

1.25 
(2.5) 

自発性の律動的収縮の振幅減少．  

摘出回

腸 

単独 
作用 

Hartley  
モルモット 
（雄 1 匹） 

In vitro

8×10-4 (g/mL) 

(>8×10-4 (g/mL))
検体による影響なし．  

ｱｾﾁﾙｺﾘﾝ 
収縮 

4×10-5 (g/mL) 

(8×10-5 (g/mL))
抑制 

ﾋｽﾀﾐﾝ 
収縮 

8×10-5 (g/mL) 
(1.6×10-4 (g/mL))

抑制 

摘出輸

精管 

単独 
作用 Wistar 

ラット 
（雄 1 匹） 

In vitro

<4×10-5 (g/mL)
(4×10-5 (g/mL))

弛緩傾向 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ 
収縮 

4×10-5 (g/mL) 
(8×10-5 (g/mL))

抑制 

小腸輸送能 
SD ラット 
（雄 6 匹） 

皮下 50 
(100) 

（軽度抑制） 

骨格筋 前脛骨筋収縮 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 4 匹） 
静脈内

3 
(6) 

直接及び間接刺激による収縮の抑制 

血液 

溶血 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 1 匹） 
In vitro

1×10-3 (g/mL) 
(>1×10-3 (g/mL))

検体による影響なし 

血液凝固 
日本白色種 
ウサギ 

（雄 3 匹） 
静脈内

100 
(>100) 

検体による影響なし 

腎機能 

尿量、pH、ﾀﾝﾊﾟｸ、

糖、潜血、ｹﾄﾝ体、

ｳﾛﾋﾞﾘﾉｰｹﾞﾝ、 
尿中 Na+、K+ 

Wistar 
ラット 

（雄 5 匹） 
皮下 10 

(25) 
尿中 K+排泄の低下 

注）括弧で示した所見は、統計学的処理の方法が不適切である。 
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(2) 急性毒性試験  

① 急性毒性試験 

クロルチアミド（原体、製剤）を用いた急性毒性試験を実施した。本試験の結

果は、表 11 のとおりである。 
 

表 11 クロルチアミドの急性毒性試験概要 

検体 
種別 

投与経路/観察期間/投与量 
(mg/kg 体重) 

動物種 
LD50(mg/kg 体重) 
又は LC50 (mg/m3) 

GLP 対応

実施年 
雄 雌 

原体 

経口/7 日間/ 
雄：1,350, 1,500, 1,650, 1,800, 

2,000 
雌：1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 

1,500 

Wistar ラット 
(一群雌雄各 10 匹)

1,550 1,200 1973 年 

経口/7 日間/ 
雄：694, 833, 1,000, 1,200, 

1,440 
雌：340, 416, 500, 600, 740 

dd マウス 
(一群雌雄各 10 匹)

990 510 1973 年 

皮下/7 日間/ 
雄：1,000, 1,100, 1,200, 1,300, 

1,450, 1,600 
雌：500, 650, 850, 1,100, 

1,500 

Wistar ラット 
(一群雌雄各 10 匹)

1,300 910 1973 年 

皮下/7 日間/ 
雄：340, 415, 500, 600, 740 
雌：283, 340, 416, 500, 600 

dd マウス 
(一群雌雄各 10 匹)

500 440 1973 年 

腹腔内/7 日間/ 
雄：414, 455, 500, 550, 605 
雌：200, 225, 250, 275, 300 

Wistar ラット 
(一群雌雄各 10 匹)

500 250 1973 年 

腹腔内/7 日間/ 
雄：173, 208, 250, 300, 360 
雌：126, 151, 182, 222, 266 

dd マウス 
(一群雌雄各 10 匹)

240 175 1973 年 

経皮/14 日間/雄雌：2,000 
Wistar/KY ラット

(一群雌雄各 10 匹)
>2,000 >2,000 

GLP 対応

1985 年 
吸入(ミスト)/14 日間//雄雌 584 
mg/m3  4 時間鼻部暴露 

SD ラット 
(一群雌雄各 10 匹)

>584  >584  
GLP 対応

1987 年 

製剤 
（3%粒剤） 

 経口/14 日間// 
雄雌 5,000 

ICI マウス 
(一群雌雄各 5 匹) 

>5,000 >5,000 
GLP 対応

1989 年 
 経口/14 日間// 
雄雌 5,000 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

>5,000 >5,000 
GLP 対応

1989 年 
 経皮/14 日間// 
雄雌 2,000 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

>2,000 >2,000 
GLP 対応

1989 年 

製剤 
（4%粒剤） 

 経口/14 日間// 
雄雌 5,000 

CD-1 マウス 
(一群雌雄各 5 匹) 

>5,000 >5,000 
GLP 対応

1991 年 
 経口/14 日間/ 
雄：4,000, 4,472, 4,729, 5,000 
雌：4,000, 4,472, 4,729, 5,000 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

>5,000 5,328 
GLP 対応

1991 年 

 経皮/14 日間// 
雄雌 2,000 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

>2,000 >2,000 
GLP 対応

1991 年 

製剤 
（50%水和剤） 

 経口/14 日間 
雄：1,100, 1,430, 1,859, 2,417, 

3,147 
雌：1,000, 1,200, 1,440, 1,728, 

2,074 

CD-1 マウス 
（一群雌雄各 5 匹）

1,453 1,406 
GLP 対応

1990 年 

経口/14 日間 
雄：771, 1,002, 1,302, 1,692, 

2,200 
雌：850, 1,020, 1,224, 1,469, 

1,763 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

1,666 1,402 
GLP 対応

1990 年 

経皮/14 日間 
雌雄 2,000 

SD ラット 
(一群雌雄各 5 匹) 

>2,000 >2,000 
GLP 対応 

1990 年 
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(3) 皮膚・眼に対する刺激性及び皮膚感作性試験 

クロルチアミド(原体、製剤)について、日本白色種及び NZW ウサギを用いた眼刺

激性試験及び皮膚刺激性試験、並びに Hartley モルモットを用いた皮膚感作性試験を

実施した。本試験の結果は表 12 のとおりである。 
皮膚刺激性は、50%水和剤でのみ軽度な刺激性が認められ、眼刺激性は、3%粒剤

で軽微な刺激性が、4%粒剤及び 50%水和剤で軽度な刺激性が認められたことから、

本剤は、眼及び皮膚に対して軽度な刺激性を有すると考えられた。皮膚感作性は、原

体及びすべての製剤において、陰性であった。 
 

表 12 クロルチアミドの皮膚・眼に対する刺激性、皮膚感作性試験概要 

検体種別 
試験の種類 
/観察期間 

動物種 投与方法/投与量 試験の結果 
GLP 対応

実施年 

原体 
皮膚感作性

/26 日間観察

 
Hartley 

モルモット 
感作群：雌 10 匹 

非感作群：雌 10 匹 

Maximization 法 
感作 
 皮内: 5.0%、0.1mL
 経皮: 50%、0.2mL 

惹
じゃっ

起 

経皮:50%、0.1mL 

感作性なし 
GLP 対応

2001 年 

製剤 
(3%粒剤) 

皮膚刺激性 
/3 日間観察 

日本白色種ウサギ 
(雄 6 匹) 

塗布/0.5 g 刺激性なし 
GLP 対応

1985 年 

眼刺激性 
/3 日間観察 

NZW ウサギ 
非洗眼群：雄 6 匹 
洗眼群：雄 3 匹 

点眼/0.1 g 軽微の刺激性 
GLP 対応

1985 年 

皮膚感作性 
/25 日間観察

 
Hartley 

モルモット 
感作群：雄 9 雌 11 匹 

非感作群：雄 10 雌 10 匹

Maximization 法 
感作 
 皮内：2%、0.1mL 
経皮：65%、0.5mL

惹起 
 経皮：65%、0.5mL

感作性なし 
GLP 対応

1989 年 

製剤 
(4%粒剤) 

皮膚刺激性 
/3 日間観察 

NZW ウサギ 
(雄 6 匹) 

塗布/0.5 g 刺激性なし 
GLP 対応

1991 年 

眼刺激性 
/7 日間観察 

NZW ウサギ 
非洗眼群：雄 6 匹 
洗眼群：雄 3 匹 

点眼/0.1g 軽度の刺激性 
GLP 対応

1991 年 

皮膚感作性 
/2 日間観察 

Hartley
モルモット 

感作群：雄 10 匹 
非感作群：雄 10 匹 

Buehler 法 
感作及び惹起： 

20%検体貼付 
感作性なし 

GLP 対応

1991 年 

製剤 
(50%水和

剤) 

皮膚刺激性 
/5 日間観察 

NZW ウサギ 
(雄 6 匹) 

塗布/0.5 g 軽度の刺激性 
GLP 対応

1990 年 

眼刺激性 
/3 日間観察 

NZW ウサギ 
非洗眼群：雄 6 匹 
洗眼群：雄 3 匹 

点眼/0.1 g 軽度の刺激性 
GLP 対応

1990 年 

皮膚感作性 
/2 日間観察 

Hartley
モルモット 

感作群：雄 10 匹 
非感作群：雄 10 匹 

Buehler 法 
感作及び惹起： 

20%検体貼付 
感作性なし 

GLP 対応

1990 年 
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(4) 亜急性毒性試験 

クロルチアミド原体について、ラットを用いた 90 日間反復経口投与毒性試験が実施

された。 
 
① 90 日間反復経口投与毒性試験（ラット） 

ラット（一群雌雄各 15 匹）を用いた混餌（原体：0、10、31.6、100、316 及び

1,000 ppm、平均検体摂取量は表 13 参照）投与による 90 日間反復経口投与毒性

試験が実施された。 
 

表 13 90 日間反復経口投与毒性試験（ラット）の平均検体摂取量 
投与量（ppm） 10 31.6 100 316 1,000 
平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 1.1 3.4 11.2 33.6 117 
雌 1.2 3.8 12.1 40.0 121 

 

各投与群において認められた毒性所見は表 14 のとおりである。 
対照群で 1 匹、試験群で 4 匹が死亡したが、対照群雄の１匹は脳腫瘍、10ppm 及

び 100ppm 投与群の雄各 1 匹は感染症、1000ppm 投与群の雌の 1 匹は特定され

ない原因による死亡であり、用量相関性がなく、関連した病理組織学的所見がみ

られないこと等から検体投与による影響とは考えられなかった。 
316 ppm 投与群の雌雄で肝臓重量の増加が認められたが、肝障害を示唆する血

液生化学的検査結果及び病理組織学的変化が認められないことから、この肝臓重

量については、毒性影響ではないと考えられた。 
本試験において、1,000 ppm 投与群の雄で体重増加抑制が、雌で体重増加抑制

及び血漿尿素濃度の増加が認められたことから、無毒性量は雌雄ともに 316 ppm
（雄 33.6 mg/kg 体重/日、雌 40.0 mg/kg 体重/日）であると考えられた。 

 
表 14 90 日間反復経口投与毒性試験（ラット）で認められた毒性所見 
投与群(ppm) 雄 雌 

1,000  
・体重増加抑制(4 週まで) 
・血漿尿素濃度の増加 

・体重増加抑制(4 週まで) 

316  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

100  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

31.6 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

10.0 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

 



24 

(5) 生殖発生毒性試験 

クロルチアミド原体について、ラット及びウサギを用いた催奇形性試験が実施され

た。また、クロルチアミドの代謝物 BAM[I]について、ラットを用いた 3 世代繁殖試

験が実施された。 
 
① 催奇形性試験（ラット） 

SD ラット（1 群 21 又は 22 匹）の妊娠 6～15 日に強制経口（原体：0、50、100
及び 200 mg/kg 体重/日）投与して催奇形性試験が実施された。 
母動物及び胎児における各投与群で認められた毒性所見は、表 15 のとおりであ

る。 
母動物において、100 及び 200 mg/kg 体重/日投与群で卵巣及び腎臓重量対体重

比の増加が認められたが、それぞれ最終体重の低値によるものであり、毒性学的

意義は低いものと考えられた。 
母動物において50mg/kg体重/日投与群で体重増加抑制等が認められたことから、

無毒性量は 50mg/kg 体重/日未満と考えられた。また、胎児において 100mg/kg 体

重/日投与群で体重の低値等が認められたことから、無毒性量 は、50 mg/kg 体重/
日であると考えられた。催奇形性は認められなかった。 

 
表 15 催奇形性試験（ラット）結果の概要 

投与群 母動物 胎児 
200mg/kg 体重/日 ・体重増加抑制及び摂餌量の減少 

・歩行異常（よろめき歩行） 
・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 

・体重の低値 
・頸椎体、仙尾椎骨及び胸骨

核の骨化遅延 
100mg/kg 体重/日 ・体重増加抑制及び摂餌量の減少 

・歩行異常（よろめき歩行） 
・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 

・体重の低値 
・頸椎体、仙尾椎骨及び胸骨

核の骨化遅延 
50mg/kg 体重/日 ・体重増加抑制及び摂餌量の減少 

・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 
・毒性所見なし 

 
 
② 催奇形性試験（ウサギ） 

NZW ウサギ（1 群 16 匹）の妊娠 6～18 日に強制経口（原体：0、20、40、80
及び 160 mg/kg 体重/日）投与して催奇形性試験が実施された。 
各投与群で認められた毒性所見は、表 16 のとおりである。 
胎児動物において、40 mg/kg 体重/日投与群で雌の胎児体重及び胎盤重量に増加

が認められたが、いずれも同群の生存胎児数の減少に反映した偶発的変化と考え

られ、また、用量相関性も認められないことから、本剤の影響ではないと考えら

れた。骨格変異として、160 mg/kg 体重/日投与群で胸骨核に変異を有する胎児数

の増加がみられたが、その発現例数は自然発生頻度の範囲内であることから、毒

性学的意義は低いものと考えられた。 
母動物において、40 mg/kg 体重/日以上の群で肝臓絶対重量の増加が認められ、

胎児動物ではいずれの群においても毒性所見が認められなかったことから、無毒

性量は母動物に対して 20 mg/kg 体重/日、胎児動物に対して 160 mg/kg 体重/日と

考えられた。催奇形性は認められなかった。 
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表 16 催奇形性試験（ウサギ）結果の概要 

投与群 母動物 胎児 
160mg/kg 体重/日 
(妊娠動物数 14) 

・死亡数 (4 例) 
・流早産数 (4 例) 
・体重増加抑制 
・摂餌量減少 
・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加

・胃噴門部周囲の粘膜剥離（1 例） 

・毒性所見なし 

80mg/kg 体重/日 
(妊娠動物数 13) 

・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 ・毒性所見なし 

40mg/kg 体重/日 
(妊娠動物数 13) 

・肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 ・毒性所見なし 

20mg/kg 体重/日 
(妊娠動物数 14) 

・毒性所見なし 
 

・毒性所見なし 

 
 
(6) 遺伝毒性試験 

クロルチアミド原体について、細菌を用いた復帰突然変異試験、チャイニーズハム

スターの肺線維芽細胞を用いた染色体異常試験、細菌を用いた DNA 修復試験及びマ

ウス骨髄細胞を用いた小核試験を実施した。細菌を用いた復帰突然変異試験では通常

用いられる 5 菌株のうち 2 菌株について試験が行われている。また、細菌を用いた

DNA 修復試験は S9 mix 非存在下でのみで試験が行われている。 
結果は表 17 に示すとおり、実施された条件下ではすべての試験において陰性であ

った。 
 

表 17 遺伝毒性試験の概要 
検体

種類 
試験の種類 対象 処理濃度・投与量 結果 

GLP 対応

実施年 

原体 

復帰突然 
変異試験 

（in vitro） 

Salmonella 
typhimurium 
(TA98、TA100 株) 

10～ 10,000 μg/plate （ +/-S9 
mix） 

陰性 1979 年 

染色体 
異常試験 

（in vitro） 

チャイニーズハムスタ

ー 肺 線 維 芽 細 胞

（CHL/IU） 

25～200 μg/mL（-S9 mix） 
145～1,160μg/mL（+S9 mix） 陰性 

GLP 対応

1987 年 

DNA 
修復試験 

（in vitro） 

Bacillus subtilis
(H17、M45 株) 

20～2000 μg/disc（-S9 mix） 
陰性 1979 年 

小核試験 
(in vivo) 

NMRI BR 系マウス 
(骨髄細胞) 
(一群雄 5 匹） 

100、200、400 mg/kg 体重 
(単回経口投与) 
(投与 24 及び 48 時間後サンプ

リング) 

陰性 
GLP 対応

2007 年 

注 1）+/-S9 mix：ラットの肝臓から調製した薬物代謝酵素系の存在下及び非存在下。 

 

 



26 

【参考】代謝物 BAM[I]の毒性試験（参考データ） 

参考 1 慢性毒性試験及び発がん性試験 

クロルチアミドの代謝物 BAM[I]について、ラットを用いた２年間反復経口投与毒

性/発がん性併合試験及びイヌを用いた 2 年間反復経口投与毒性試験が実施された。 
 

① 代謝物 BAM[I]の 2 年間反復経口投与毒性/発がん性併合試験(ラット) 

SD ラット（一群雌雄各 35 匹）を用いた混餌（BAM：0、60、100、180 及び

500 ppm、平均検体摂取量は表 18 参照）投与による２年間反復経口投与毒性/発が

ん性併合試験を実施した。 
 

表 18 ２年間反復経口投与毒性/発がん性併合試験(ラット)の平均検体摂取量 
投与量（ppm）  60 100 180 500 
平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 2.2 3.6 6.5 18.8 
雌 2.8 4.7 8.5 23.8 

 
各投与群において認められた毒性所見は表 19 のとおりである。 

血液学的検査において、180 ppm 投与群の雄で RBC、雌で HCT 及び Hb の変

化が散見されたが、正常な変動範囲を超える変化ではなかったことから、毒性学

的意義は低いと考えられた。 

臓器重量において、500ppm 投与群の雌で心臓絶対重量の低下、脾臓絶対重量

の低下、180ppm 投与群の雌で心臓絶対重量の低下が認められたが、絶対重量の

変化であり、病理組織学的検査を含め関連する検査項目に変化が認められていな

いことから、検体投与に関する影響ではないと考えられた。 

また、肝癌
がん

の発現頻度は表 20 のとおりである。500ppm 投与群の雌で認められ

た肝癌の増加については、統計解析が行われていないため、発がん性については

評価できない。 
本試験において、代謝物 BAM[I]の 500 ppm 投与群の雌雄で体重増加抑制等が

認められたことから、本試験における無毒性量は雌雄ともに180 ppm（雄6.5 mg/kg
体重/日、雌 8.5 mg/kg 体重/日）と考えられた。 
なお、JMPR では、本試験を再解析した上で、500ppm 投与群の雌の肝細胞腺

腫について、わずかながら統計学的に有意であると評価しているが、食品安全委

員会は、本試験の結果は肝臓所見の発現頻度を正確に反映したと判断できないこ

とから、本試験を参考データとしている。 
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表19 代謝物BAM[I]２年間反復経口投与毒性/発がん性併合試験(ラット)で認められた

毒性所見 
投与量(ppm) 雄 雌 

500 

・体重増加抑制 
・Hb の減少 
・RBC、HCT の減少 
・肝臓の肝細胞変性及び肝細胞空

胞化 
 

・体重増加抑制、摂餌量の減少傾向、

食餌効率の低下 
・RBC、HCT の減少 
・肝臓及び副腎重量対体重比の増加 
・肝臓の肝細胞変性及び肝細胞空胞化

・副腎の皮質変性 
180  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

100  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

60  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

 
表 20 肝癌の発生頻度 

性別 雄 雌 

投与量(ppm) 0 60 100 180 500 0 60 100 180 500 

検索動物数 30 30 35 26 35 32 33 33 33 35 

肝癌 2 0 2 2 1 0 0 0 1 5 
 
② 代謝物 BAM[I]の２年間反復経口投与毒性試験（イヌ） 

ビーグル犬（一群雌雄各 4 匹）を用いた混餌（BAM：0、60、100、180 及び 500 
ppm、平均検体摂取量は表 21 参照）投与による 2 年間反復経口投与毒性試験を実施

した。 
 

表 21 ２年間反復経口投与毒性試験（イヌ）の平均検体摂取量 
投与量（ppm）  60 100 180 500 
平均検体摂取量 
(mg/kg 体重/日) 

雄 2.2 4.6 8.2 23.5 
雌 2.2 4.9 8.9 26.7 

 
各投与群において認められた毒性所見は表 22 のとおりである。 
血液生化学検査において、雌でみられたγグロブリンの増加は試験期間中を通して

認められたが、投与前から差がみられており、検体投与によるものでないと考えられ

た。雌では全ての投与群で肝臓及び腎臓の絶対重量及び重量対体重比の減少が認めら

れたが、対照群の雌の臓器重量が異常に高値であったことから生じたもので、毒性学

的意義は低いものと考えられた。 
本試験において、500 ppm 投与群の雄で体重増加抑制及び肝臓重量対体重比の増

加が、雌で体重増加抑制が認められたことから、無毒性量は雌雄とも 180 ppm（雄

8.2 mg/kg 体重/日、雌 8.9 mg/kg 体重/日）と考えられた。 
 

表 22 ２年間反復経口投与毒性試験（イヌ）で認められた毒性所見 
投与量(ppm) 雄 雌 

500  
・体重増加抑制 
・肝臓重量対体重比の増加 

・体重増加抑制 

180 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
100  ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

60 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
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参考 2 生殖発生毒性試験 

① 代謝物 BAM[I]の 3 世代繁殖毒性試験（ラット） 

Long-Evans 系ラット（1 群雄 10 匹、雌 20 匹）を用いた混餌（検体：0、60、
100 及び 180 ppm、平均検体摂取量は表 23 参照）投与による 3 世代繁殖毒性試験

が実施された。 
 
表 23 3 世代繁殖試験（ラット）の平均検体摂取量（mg/kg 体重/日） 

用量(ppm) 60 100 180 

親動物 

P 
雄 3 5 9 
雌 3 5 9 

F1 
雄 3 5 9 
雌 3 5 9 

F2 
雄 3 5 9 
雌 3 5 9 

児動物 

F1 雌雄 3 5 9 

F2 雌雄 3 5 9 

F3 雄 3 5 9 

1) 申請者が WHO の換算率を用いて算出した。換算率は 1 ppm が 0.05mg/kg 体重/日である。 
 

各投与群で認められた毒性所見は、表 24 のとおりである。 
60 ppm 群の F1児動物で離乳時体重の低値が認められたが、一腹の産児数が多い

こと、100 ppm 群の離乳時体重に変化がみられないことから、検体投与による影響

ではないと考えられた。 
本試験において、親動物では 180ppm 投与群の F2 世代の雌で投与終了時体重の

減少が、児動物では 180 ppm 投与群の F1 及び F3 世代の 雌雄で離乳時体重減少等

が認められたことから、無毒性量は親動物及び児動物に対して 100 ppm（5 mg/kg
体重/日）と考えられた。繁殖能に対する影響は認められなかった。 

 
表 24 ３世代繁殖毒性試験（ラット）結果の概要 

 
投与群 

投与群 
60 ppm 100 ppm 180 ppm 

親動物 

P 
雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
雌 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

F1 
雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
雌 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

F2 
雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
雌 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・投与終了時体重の減少 

児動物 

F1 雌雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
・離乳時体重減少 
・過剰興奮性 (4 例) 

F2 雌雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし ・毒性所見なし 

F3 

雄 ・毒性所見なし ・毒性所見なし 
・離乳時体重減少 
・肝臓重量対体重比の増加

雌 ・毒性所見なし 毒性所見なし 
 

・離乳時体重減少 
・肝臓重量対体重比の増加

・腎臓重量対体重比の増加
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Ⅲ．総合評価 

ラットを用いた動物体内動態試験の結果、経口投与されたクロルチアミドは速やかに

吸収され、血中濃度推移に性差は認められなかった。 
排泄は速やかで、24 時間後までに大部分が排泄され、主要な代謝経路は尿中であっ

た。組織中の残留は消化管(内容物を含む)、脂肪、肝臓及び腎臓でやや高かったが、24
時間後にはほとんど消失し、組織残留性は認められなかった。主な代謝経路は、吸収さ

れたクロルチアミドのチオアミド基が加水分解され、ジクロベニル[B]に代謝され、次

いで水酸化体[C]、[D]を経て、最終的に硫酸抱合体又はグルクロン酸抱合体に代謝され

る経路と推定された。 
クロルチアミドを用いたラットの 90 日間反復毒性試験並びにラット及びウサギの催

奇形性試験から、クロルチアミド投与における影響は、主に肝臓に認められた。催奇形

性及び遺伝毒性は認められなかった。 
各試験における無毒性量、最小毒性量及び最小毒性量で認められた所見を表 25 に示

す。 

 

表 25 各試験における無毒性量及び最小毒性量(クロルチアミド) 

動物種 試験 
無毒性量・(最小毒性量) 

(mg/kg 体重/日) 
最小毒性量で認められた所見 

国外での評価

ラット 
90 日間反復経口投与毒性試

験 

雄：33.6（117） 
雌：40.0（121） 
雄：体重増加抑制（4 週まで）、血漿尿素濃度の増

加  
雌：体重増加抑制（4 週まで） 

なし 

ラット 催奇形性試験 

母動物：50>（50） 
胎児：50（100） 
母動物：体重増加抑制、摂餌量の減少、肝臓の絶

対重量及び重量対体重比の増加 
胎児：体重減少、頸椎体、仙尾椎骨及び胸骨核の

骨化遅延 
催奇形性なし 

なし 

ウサギ 催奇形性試験 

母動物：20（40） 
胎児：160（160<） 
母動物：肝臓の絶対重量及び重量対体重比の増加 
胎児：毒性所見なし 
催奇形性なし 

なし 
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クロルチアミドを用いた各試験で得られた無毒性量の最小値は、ウサギ催奇形性試験

でみられた 20 mg/kg 体重/日であったことから、当該試験を非食用一日摂取許容量（非

食用 ADI）の根拠とすることが適切であると考えられる。また、慢性毒性、発がん性に

関する試験が実施されていないことから、データ不足による追加の係数を 10 とし、安

全係数 1,000 とすることが適切であると考えられる。 
以上の結果を踏まえ、クロルチアミドに対する非食用 ADI を次のように評価する。 
 

非食用 ADI 0.020 mg/kg 体重/日 

設定根拠試験 催奇形性試験 

動物種 ウサギ 

期間 妊娠 6～18 日 

投与方法 強制経口投与 

無毒性量 20 mg/kg 体重/日 

安全係数 1,000（種間差、個体差、慢性毒性試験未実施） 
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＜別紙 1＞ 代謝物/分解物等略称 
 
記号 略称 化 学 名 
[A] クロルチアミド（別名 DCBN） 2,6-ジクロロチオベンズアミド 
[B] ジクロベニル（別名 DBN） 2,6-ジクロロベンゾニトリル 
[C]  2,6-ジクロロ-3-ヒドロキシベンゾニトリル 
[D]  2,6-ジクロロ-4-ヒドロキシベンゾニトリル 
[E]  2,6-ジクロロ-3-ヒドロキシ安息香酸 
[F]  2,6-ジクロロ-4-ヒドロキシ安息香酸 
[G]  2,6-ジクロロ安息香酸 

[H] 
ジクロベニルのグルタチオン抱合

体又はシステイン抱合体 
2,6-ジクロロベンゾニトリルのグルタチオン抱合体

又はシステイン抱合体 
[I] BAM 2,6-ジクロロベンズアミド 
[J] N-ヒドロキシ-クロルチアミド N-ヒドロキシ-2,6-ジクロロチオベンザミド 
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＜別紙 2＞ 検査値等略称 
 

略称 説明 
ADI 一日摂取許容量 
AUC 血中濃度曲線下面積 
BCFss 生物濃縮係数 
14C 放射性同位体である炭素 14 

Cmax 最高血中濃度 

DT50 土壌中半減期 
GLP Good Laboratory Practice 
Hb ヘモグロビン量 
HCT ヘマトクリット値 
In vitro 試験管内 
JW 日本白色種 
KFads oc 有機炭素吸着定数 
KFads  土壌吸着定数 
LC50 50%致死濃度 
LD50 50%致死用量 
LogPow オクタノール/水系分配係数 
NZW New Zealand White 
ppm parts per million  
RBC 赤血球数 
SD Sprague-Dawley 
t1/2 半減期 
TAR 総投与（処理）放射能 
Tmax 最高血中濃度に達する時間 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

シアゾファミド 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
４－クロロ－２－シアノ－Ｎ，Ｎ－ジメチル－５－ｐ－トリルイミダゾール－１

－スルホンアミド 

分子式 C13H13ClN4O2S 分子量 324.8 CAS NO. 120116-88-3 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
シアゾファミドは、シアノイミダゾール骨格を有する殺菌剤であり、その作用機

構は、ミトコンドリア内の電子伝達系複合体ⅢのQiサイトを阻害するものと考えら

れている。 
本邦での初回登録は2001年である。 
製剤は水和剤が、適用作物は麦、果樹、野菜、いも、豆及び芝がある。 
原体の輸入量は、14.0 t（20年度※）、27.0 t（21年度）、43.0 t（22年度）であっ

た。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色固体（粉末）、無臭 土壌吸着係数 

KFadsOC = 380－620 

（日本土壌、25℃） 

KFadsOC = 660－2,900 

（海外土壌、20±2℃） 

融点 152.7℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 3.2（25℃） 

沸点 
200℃以上で分解のため 

測定不能 
生物濃縮性 － 

蒸気圧 
<1.33×10－5 Pa 

（25℃、30℃及び 35℃）
密度 1.4 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

12.4 日（pH4、25℃） 

13.0 日（pH5、25℃） 

12.2 日（pH7、25℃） 

11.2 日（pH9、25℃） 

水溶解度 

0.121 mg/L 
（緩衝液、pH5、20℃） 

0.107 mg/L 
（緩衝液、pH7、20℃） 

0.109 mg/L 
（緩衝液、pH9、20℃） 

0.14 mg/L 
（脱イオン水、pH7、25℃）

水中光分解性 

半減期 

3.7－5.0 分（東京春季太陽光換算 24－33 分） 

（蒸留水、21±3℃、646 W/m2、300－800 nm） 

3.8－5.0 分（東京春季太陽光換算 25－33 分） 

（自然水、21±3℃、646 W/m2、300－800 nm） 

28－34 分（東京春季太陽光換算 43－52 分） 

（滅菌緩衝液、pH5、25℃、12 W/m2、290－398 nm） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.17 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 6 月 22 日付けで、シアゾファミドの ADI を 0.17 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量 17.1 

mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 20%水和剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 500 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 6 

適用作物 西洋芝 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 250 L/10a 1) 

 
総使用回数 6 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 1,000 倍）として。 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.00004111 … 

 
うち地表流出寄与分 0.00004093 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.00000018 … 

合   計 1) 0.00004111 …  ≑  0.000041 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.45 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.17 (mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.453…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.000041 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.45 (mg/L)を超えないこ

とを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

1.1 12 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 24 年 2 月 24 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食

品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

テブフロキン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
６－ｔｅｒｔ－ブチル－８－フルオロ－２，３－ジメチル－４－キノリル＝アセ

タート 

分子式 C17H20FNO2 分子量 289.3 CAS NO. 376645-78-2 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
テブフロキンは、キノリノール骨格を有する殺菌剤である。その作用機構はミト

コンドリア電子伝達系を阻害することによる呼吸阻害と考えられている。 
本邦では未登録である。 
製剤は粉剤、水和剤が、適用作物は稲として登録申請されている。 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色固体（粉末）、無臭 土壌吸着係数 KFadsOC = 540－18,000（25℃）

融点 92.3－93.8℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 4.02（25℃） 

沸点 237.2℃（2.53 kPa） 生物濃縮性 

BCFss ≦3.0 

（試験濃度：9.8 μg/L） 

BCFss ≦30 

（試験濃度：0.96 μg/L） 

蒸気圧 
1.5×10－4 Pa（20℃） 

3.2×10－4 Pa（25℃） 

6.4×10－4 Pa（30℃） 

密度 1.1 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

 3.3 日（pH4、25℃） 

 21.3 日（pH5、25℃） 

 40.6 日（pH7、25℃） 

 0.56 日（pH9、25℃） 

水溶解度 20.2 mg/L（20℃） 

水中光分解性 

半減期 

3.0 日（東京春季太陽光換算 6.7 日） 

（滅菌緩衝液、pH7、25℃、21.4 W/m2、300－400 nm） 

3.4 日（東京春季太陽光換算 1.9 日） 

（滅菌自然水、pH7.4、25℃、21.4 W/m2、300－400 nm） 

 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.041 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 8 月 6 日付けで、テブフロキンの ADI を 0.041 mg/kg 体

重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はラットを用いた２世代繁殖試験における無毒性量 4.13 mg/kg体重/日を

安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
水田使用農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーター

を用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 2.0%粉剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 800 

使用場面 水田 Napp：総使用回数（回） 2 

適用作物 稲 Ap：農薬使用面積（ha） 50 

農薬使用量 4 kg/10a 

 
総使用回数 2 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 0.02129 … 

非水田使用時 適用なし 

合   計 1) 0.02129 …  ≑  0.021 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.10 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.041 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.109…(mg/L) 

  ADI            平均体重  10 %配分   飲料水摂取量 

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.021 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.10 (mg/L)を超えないことを

確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量(mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.093 4.2 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 24 年 5 月 31 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用

医薬品部会における食品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

ノバルロン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 

（ＲＳ）－１－［３－クロロ－４－（１，１，２－トリフルオロ－２－トリフル

オロメトキシエトキシ）フェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）ウ

レア 

分子式 C17H9ClF8N2O4 分子量 492.7 CAS NO. 116714-46-6 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
ノバルロンは、ベンゾイルフェニル尿素系の昆虫成長制御剤（殺虫剤）であり、

その作用機構は、昆虫の表皮の主成分であるキチンの生合成の阻害により、脱皮を

阻害することと考えられる。 
本邦での初回登録は2004年である。 
製剤は乳剤が、適用作物は野菜、花き等がある。 
原体の輸入量は、1.0 t（22年度※）であった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 
白色結晶性固体、無臭 

（24℃） 
土壌吸着係数 

溶解性が小さく吸着平衡試験

が実施できないため測定不能

融点 176.5 － 178.0℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 4.3（室温） 

沸点 218℃ 生物濃縮性 BCF = 14,000 － 18,000 

蒸気圧 1.6×10－5 Pa（25℃） 密度 1.6 g/cm3（22℃） 

加水分解性 

半減期 

安定（pH5、7、25℃） 

101 日（pH9、25℃） 

1.2 日（pH9、50℃） 

0.09 日（pH9、70℃） 

水溶解度 0.003 mg/L（20℃、pH6.6）

水中光分解性 

半減期 

7.5 日（東京春季太陽光換算 4.4 日） 

（滅菌蒸留水、25℃、17.6－18.9 W/m2、280－500 nm） 

15.1 日（東京春季太陽光換算 8.8 日） 

（滅菌自然水、25℃、17.6－18.9 W/m2、280－500 nm） 

31 日（東京春季太陽光換算 182 日） 

（滅菌緩衝液、pH5、42.8－49.2 W/m2、290－400 nm） 

 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.011 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 2 月 23 日付けで、ノバルロンの ADI を 0.011 mg/kg 体

重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量 1.1 

mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 8.5%乳剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 127.5 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 5 

適用作物 花き類 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 300 L/10a 1) 

 
総使用回数 5 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 2,000 倍）として。 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.000008900 … 

 
うち地表流出寄与分 0.000008900 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.000000040 … 

合   計 1) 0.000008940 …  ≑ 0.0000089 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.029mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.011 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0293…(mg/L) 

ADI  平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1= 0.0000089 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.029 (mg/L)を超えない

ことを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬推定一日摂取量と対 ADI 比 

 
農薬推定一日摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.14 23 
1) 食品経由の農薬推定一日摂取量は、作物残留試験成績等がある食品については作物残留試験成績等、それ以外の

食品については平成 21 年 9 月 30 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品群毎の基準値案を基

に算出した推定一日摂取量を示す。 

2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

ピラフルフェンエチル 

 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
エチル＝２－クロロ－５－（４－クロロ－５－ジフルオロメトキシ－１－メチル

ピラゾール－３－イル）－４－フルオロフェノキシアセタート 

分子式 C15H13Cl2F3N2O4 分子量 413.2 CAS NO. 129630-19-9 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
ピラフルフェンエチルは、ダイアゾール系除草剤で、その作用機構は、クロロフ

ィル生合成経路におけるプロトポルフィリノーゲンⅨ酸化酵素の阻害と考えられて

いる。本邦での初回登録は1999年である。 
製剤は粉粒剤、水和剤及び乳剤が、適用作物は稲、麦、果樹、野菜、いも、豆、

飼料作物、樹木、芝等がある。 
原体の国内生産量は、10.6 t（20年度※）、4.9 t（21年度）、4.8 t（22年度）であ

った。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色結晶性粉末、無臭 土壌吸着係数 KFadsOC = 2,700－5,200(25℃)

融点 126 － 127℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 3.49（室温） 

沸点 
240℃で分解のため測定不

能 
生物濃縮性 － 

蒸気圧 1.6×10－8 Pa（25℃） 密度 1.6 g/cm3（24℃） 

加水分解性 

半減期 

＞120 時間（pH4、50℃）

13.1 日（pH7、25℃） 

2.4－120 時間(pH7、50℃)

＜2.4 時間(pH9、50℃)※ 

水溶解度 
0.082 mg/L 
（20℃、pH6.6） 

水中光分解性 

半減期 

61.5 時間（東京春季太陽光換算 53.4 時間） 

（蒸留水、25℃、85.8 W/m2、280－800 nm） 

33.2 時間（東京春季太陽光換算 28.8 時間） 

（自然水、25℃、85.8 W/m2、280－800 nm） 
※50℃での試験で半減期が 2.4 時間未満の場合、25℃での半減期は 1 日未満に相当する。 

（EC No.L383A/229-235） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.17 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 2 月 16 日付けで、ピラフルフェンエチルの ADI を 0.17 

mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はラットを用いた2年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量 17.2 

mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
水田使用及び非水田使用のいずれの場面においても使用されるため、それぞれの使

用場面ごとに水濁PECが最も高くなる使用方法について表のパラメーターを用いて水

濁 PEC を算出する。 
 

１．水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 0.16%水和剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 9.6 

使用場面 水田 Napp：総使用回数（回） 1 

適用作物 稲 Ap：農薬使用面積（ha） 50 

農薬使用量 600 mL/10a 

 
総使用回数 1 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 雑草茎葉散布 

 

２．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 2%水和剤 
I：単回の農薬使用量（有効成分

g /ha） 
① 120 

②  30 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 3  

適用作物 芝 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 
① 600 mL/10a 

② 150 mL/10a 

 
総使用回数 

① 2 回 

② 1 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 雑草茎葉散布 
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３．水濁 PEC 算出結果 

 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 0.0001278 … 

非水田使用時 0.00000482 … 

 
うち地表流出寄与分 0.00000480 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.00000002 … 

合   計 1) 0.0001326 …  ≑  0.00013 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 

 

 

Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.45 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.17(mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.453…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 
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２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.00013 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.45 (mg/L)を超えないこと

を確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量(mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.024 0.27 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 24 年 6 月 22 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用

医薬品部会における食品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。  
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

ピリプロキシフェン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 ４－フェノキシフェニル（ＲＳ）－２－（２－ピリジルオキシ）プロピルエーテル

分子式 C20H19NO3 分子量 321.4 CAS NO. 95737-68-1 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
ピリプロキシフェンは、４－フェノキシフェノキシ構造を有する昆虫成長制御剤

（殺虫剤）であり、その作用機構は、幼若ホルモンとして作用し、脱皮ホルモンと

の協調性を崩すことによると考えられている。 
本邦での初回登録は1995年である。 
製剤は乳剤、マイクロカプセル剤等が、適用作物は、野菜、豆、花き等がある。 
原体の国内生産量は、86.1 t（20年度※）、86.2 t（21年度）、46.3 t（22年度）で

あった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色粒状固体、無臭 土壌吸着係数 
KFadsOC = 13,000－58,000 

（25℃） 

融点 48－50℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 5.37（25℃） 

沸点 318℃ 生物濃縮性 
BCFss=300－321 

（試験濃度：2μg/L） 

蒸気圧 ＜1.3×10－5 Pa（22.8℃） 密度 1.3 g/cm3（23℃） 

加水分解性 

半減期 

367 日以上 

（pH4､7 及び 9、50℃） 

水溶解度 0.367 mg/L（25℃） 

水中光分解性 

半減期 

17.5 日（東京春季太陽光換算 16.0 日） 

（滅菌蒸留水、21.4 W/m2、300－400 nm） 

21 日（東京春季太陽光換算 19.3 日） 

（滅菌河川水、21.4 W/m2、300－400 nm） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.1 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 21 年 9 月 3 日付けで、ピリプロキシフェンの ADI を 0.1 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量 10 mg/kg体重/日を安

全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 
9%マイクロカ

プセル剤 
I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 900 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 1 

適用作物 茶 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 1000 L/10a 1) 

 
総使用回数 1 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 1000 倍）として。 

 
２．水濁 PEC 算出結果 
 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.00001982  … 

 
うち地表流出寄与分 0.00001977…  

うち河川ドリフト寄与分 0.0000000527… 

合   計 1) 0.00001982  … ≑ 0.000020 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.26 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.1 (mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.266…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1)ADI の有効数字は 1 桁であるが、その根拠試験である 1 年間慢性毒性試験における無毒性量の有効数字桁数が 

2 桁であることから、登録保留基準は有効数字 2 桁とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) 0.3 mg/L 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) 0.3 mg/L 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.000020 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.26 (mg/L)を超えないこ

とを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

農薬理論最大摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.81 15 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 22 年 6 月 2 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品

群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。  
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

フルオピコリド 

 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
２，６－ジクロロ－Ｎ－［３－クロロ－５－（トリフルオロメチル）－２－ピリ

ジルメチル］ベンズアミド 

分子式 C14H8Cl3F3N2O 分子量 383.6 CAS NO. 239110-15-7 

構造式 

 
 

２．作用機構等 
フルオピコリドは、酸アミド系殺菌剤であり、その作用機構は明らかではないが、

他の殺菌剤とは異なるものと考えられている。 
本邦での初回登録は2008年である。 
製剤は水和剤が、適用作物は野菜及びいもがある。 
原体の輸入量は0.2 t（20年度※）であった。 
※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 
ベージュ色結晶性粉末、 

弱いフェノール臭 
土壌吸着係数 KFadsOC = 240 － 750（25℃）

融点 150℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 3.26（22±1℃）  

沸点 
320℃（常圧）で分解のた

め測定不能 
生物濃縮性 

BCFss = 100 
（試験濃度：8.0 μg/L） 

BCFss = 120 
（試験濃度：0.8 μg/L） 

蒸気圧 
3.03×10－7 Pa（20℃） 

8.03×10－7 Pa（25℃） 
密度 1.7 g/cm3（30℃） 

加水分解性 

半減期 

365 日（pH5、25℃） 

330 日（pH7、25℃） 

365 日（pH9、25℃） 

水溶解度 3.02 mg/L（20℃） 

水中光分解性 

半減期 

32.1 日（東京春季太陽光換算 231 日） 

（滅菌緩衝液、フェニル標識体、pH7、25℃、55.9 W/m2、300－400 nm）

安定（滅菌緩衝液、ピリジル標識体、pH7、25℃、63 W/m2、300－400 nm）

安定（滅菌自然水、フェニル標識体、pH8.3、25℃、35.6 W/m2、300－400 nm）

 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.079 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 23 年 4 月 22 日付けで、フルオピコリドの ADI を 0.079 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はマウスを用いた18ヵ月間発がん性試験における無毒性量 7.9 mg/kg体重/

日を安全係数100で除して設定された。 

（備考）上記の食品健康影響評価では、農産物中のばく露評価対象物質としてフルオピコリドに

加え、フルオピコリドの代謝/分解物である 2,6-ジクロロベンズアミド（別名 BAM）につ

いても ADI（0.045 mg/kg 体重/日）を設定している。しかしながら、フルオピコリドから

の BAM の生成は緩やかで、土壌や水中での生成もフルオピコリドに比較して十分に少量

であることから、水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定において、2,6-ジクロロベンズ

アミドを対象に含めないこととする。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 33.0%水和剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 330 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 3 

適用作物 野菜 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 300 L/10a 1) 

 
総使用回数 3 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 3000 倍）として。 

 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0000152136 …  

 
うち地表流出寄与分 0.0000151557 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.0000000580 … 

合   計 1) 0.0000152136 …  ≑  0.000015 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.21 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.079 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.2105…(mg/L) 

ADI  平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.000015 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.21 (mg/L)を超えないこ

とを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量（mg/人/日）1) 対 ADI 比（%）2) 

1.8 43 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 23 年 12 月 14 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食

品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。なお、フルオピコリドの代謝/分解物である 2,6-ジクロロベン

ズアミドについては、作物残留試験における残留量がフルオピコリドの残留に比較し十分に低いことから、残留の規制対

象には含めないこととされている。 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

フルフェノクスロン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
１－［４－（２－クロロ－α，α，α－トリフルオロ－ｐ－トリルオキシ）－２

－フルオロフェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）尿素 

分子式 C21H11ClF6N2O3 分子量 488.5 CAS NO. 101463-69-8 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
フルフェノクスロンはベンゾイルフェニル尿素系の昆虫成長制御剤（殺虫剤）で

あり、その作用機構は、昆虫の表皮の主成分であるキチンの生合成の阻害により、

脱皮を阻害することと考えられる。 
本邦での初回登録は1993年である。 
製剤は乳剤が、適用作物は果樹、野菜、豆、花き等がある。 
原体の輸入量は、8.9 t（20年度※）、9.6 t（21年度）、7.1 t（22年度）であった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色結晶状固体、無臭 土壌吸着係数 

水溶解度が低く、土壌吸着ス

クリーニング試験が実施不可

能なため測定不能 

融点 169 － 172℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 4.01（25℃） 

沸点 
約 170℃で分解のため 

測定不能 
生物濃縮性 BCFk=26,000 （40 ng/L） 

蒸気圧 4.53×10－12 Pa（20℃） 密度 1.6 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

206 日（pH5、25℃） 

267 日（pH7、25℃） 

36.7 日（pH9、25℃） 

2.68 日（pH12、25℃） 

0.11 日（pH14、25℃） 

水溶解度 0.0043 mg/L（25℃） 

水中光分解性 

半減期 

7.1 日（春季東京太陽光換算 17.7 日） 

（滅菌精製水、pH6.3－6.6、25℃、19.4 W/m2、300－400 nm） 

6.8 日（春季東京太陽光換算 17 日） 

（滅菌自然水、pH7.9－8.2、25℃、19.4 W/m2、300－400 nm） 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）  0.037 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 23 年 6 月 23 日付けで、フルフェノクスロンの ADI を 0.037 

mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量 3.7 mg/kg体重/日を

安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 

非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 

 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 10%乳剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 700 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 2 

適用作物 果樹 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 700 L/10a 1) 

 
総使用回数 2 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 1000 倍）として。  

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.00002614 … 

 
うち地表流出寄与分 0.00002376 …  

うち河川ドリフト寄与分 0.00000238 … 

合   計 1) 0.00002614 …  ≑ 0.000026 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.098 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.037 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0986…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1= 0.000026 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.098 (mg/L)を超えないこ

とを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬推定一日摂取量と対 ADI 比 

農薬推定一日摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.32 16 
1) 食品経由の農薬推定一日摂取量は、作物残留試験成績等がある食品については作物残留試験成績等、それ以外の

食品については平成 23 年 12 月 14 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品群毎の基準値案を

基に算出した推定一日摂取量を示す。 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

ペンディメタリン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 Ｎ－（１－エチルプロピル）－２，６－ジニトロ－３，４－キシリジン 

分子式 C13H19N3O4 分子量 281.3 CAS NO. 40487-42-1 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
ペンディメタリンは、ジニトロアニリン系除草剤であり、その作用機構は、雑草

の生長点の細胞分裂・細胞伸長の阻害である。本邦での初回登録は1981年である。 
製剤は粉粒剤、水和剤、乳剤、マイクロカプセル剤、複合肥料が、適用作物は稲、

麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、飼料作物、花き、樹木、芝等がある。 
原体の輸入量は、132.3 t（20年度※）、122.0 t（21年度）、169.3 t（22年度）で

あった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 

暗褐色粉末固体、わずかな

果実臭 
土壌吸着係数 

KFadsOC = 4,100－25,000 

（室温）

赤みの黄色固体、無臭 

（24－25℃） 
KFadsOC = 61.0－1.3×107 

融点 
57.7 － 58.0℃ オクタノール

／水分配係数 

logPow = 5.18（25℃） 

57.6℃ logPow = 5.1 

沸点 

260℃で分解のため測定不

能 
生物濃縮性 

BCFss=3,500 
(試験濃度：3.0 μg/L) 

272.2℃（100 kPa） 
BCFss=1,600 
(試験濃度：0.1 及び 1.0 μg/L)

蒸気圧 
1.25×10－3 Pa（25℃） 

密度 1.3 g/cm3（20℃） 
6.62×10－4 Pa（25℃） 

加水分解性 
半減期 

>1年（pH4、7及び9；25℃）
水溶解度 

0.23 mg/L（20℃） 

0.17 mg/L（20℃） 

水中光分解性 

半減期 

52.1 時間（滅菌蒸留水、25℃、約 587 W/m2、300－800 nm） 

43.6 時間（自然水、25℃、約 592 W/m2、300－800 nm） 

5 日（北緯 35 度春季太陽光換算 19.3 日） 

（滅菌緩衝液、pH7、22℃、約 30 W/m2、＞290 nm） 

3.4 日（北緯 35 度春季太陽光換算 13.1 日） 

（滅菌自然水、pH8、22℃、約 30 W/m2、＞290 nm） 

半減期 

21 日（滅菌蒸留水、25℃、24.0 W/m2、280－500 nm） 

8 日（自然水、25℃、24.0 W/m2、280－500 nm） 

45 時間（自然太陽光換算 8.8 日） 

（滅菌精製水、25±2℃、36 W/m2、300－400 nm） 

33 時間（自然太陽光換算 6.4 日） 

（滅菌自然水、pH8.1、25±2℃、36 W/m2、300－400 nm） 
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Ⅱ．安全性評価 

許容一日摂取量（ADI）   0.12 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 24 年 8 月 6 日付けで、ペンディメタリンの ADI を 0.12 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はイヌを用いた2年間慢性毒性試験における無毒性量 12.5 mg/kg体重/日を

安全係数100で除して設定された。 

 

Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 
 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 1.1%複合肥料 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 4,400 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 3 

適用作物 日本芝 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 40 kg/10a 

 
総使用回数 3 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 全面土壌散布 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0002028 

 
うち地表流出寄与分  0.0002021 

うち河川ドリフト寄与分  0.00000077 

合   計 1) 0.0002028     ≑  0.00020 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.31 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.12 (mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.319…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) 0.1 mg/L 

ゴルフ場暫定指導指針 4) 1 mg/L 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) 0.02 mg/L 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.00020 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.31 (mg/L)を超えないこと

を確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

農薬理論最大摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.16 2.5 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 23 年 6 月 10 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食

品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。  
2) 平均体重 53.3 kg で計算 
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水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

メトコナゾール 

 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 

（１ＲＳ，５ＲＳ；１ＲＳ，５ＳＲ）－５－（４－クロロベンジル）－２，２－

ジメチル－１－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イルメチル）シクロペ

ンタノール 

分子式 C17H22ClN3O 分子量 319.8 CAS NO. 125116-23-6 

構造式 

構造式 存在比 

 

80～90％

 

10～20％

 

＜注＞メトコナゾールはcis 体とtrans 体が存在し、それぞれ光学異性体が存在するが、以下単に「メトコナゾー
ル」と表した場合はcis 体ラセミ体とtrans 体ラセミ体の混合物を指す。 

 
２．作用機構等 

メトコナゾールは、トリアゾール系殺菌剤であり、その作用機構は菌類のエルゴ

ステロール生合成阻害による殺菌活性である。 
本邦での初回登録は2006年である。 
製剤は粉剤、水和剤及び乳剤が、適用作物は、麦、果樹及び芝がある。 

原体の国内生産量は、138.4 t（20年度※）、153.9 t（21年度）、258.6 t（22年度）

であった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 

cis 体、trans 体： 

白色個体粉末、薬品臭 

（20℃） 

土壌吸着係数 

cis 体： 

KFadsOC = 360－1,200（25℃）

trans 体： 

KFadsOC = 740－1,300（25℃）

融点 
cis 体：111.6－113.2℃ 

trans 体：115.4－115.9℃

オクタノール

／水分配係数 

cis 体：logPow = 3.89 (25℃) 

trans 体：logPow = 3.93(25℃)

沸点 

cis 体：388℃で分解のため

測定不能 

trans 体：399℃で分解の

ため測定不能 

生物濃縮性 

メトコナゾール： 

BCFss=120 
（試験濃度：0.4 mg/L） 

BCFss=110 

（試験濃度：0.04 mg/L） 

蒸気圧 

cis 体：<1.04×10－5 Pa 

（20±1℃） 

trans 体：<1.96×10－6 Pa 

（20±1℃） 

密度 
cis 体、trans 体： 

1.0 g/cm3（20℃） 

加水分解性 

半減期 

cis 体、trans 体： 

1 年以上 

（pH4、7 及び 9；25℃）

水溶解度 
cis 体：16.4 mg/L（20℃） 

trans 体：11.9 mg/L（20℃）

水中光分解性 

半減期 

メトコナゾール：28.7 日（東京春季太陽光換算 159.1 日） 

（滅菌精製水及び滅菌自然水、pH7 及び pH8、25℃、43.1 W/m2、300－400 

nm） 

cis 体： 

25.9 日（東京春季太陽光換算 143.6 日） 

（滅菌精製水、pH 7、25℃、43.1 W/m2、300－400 nm） 

26.3 日（東京春季太陽光換算 145.8 日） 

（滅菌自然水、pH8、25℃、43.1 W/m2、300－400nm） 

trans 体： 

34.2 日（東京春季太陽光換算 189.6 日） 

（滅菌精製水、pH7、25℃、43.1 W/m2、300－400 nm） 

31.2 日（東京春季太陽光換算 172.9 日） 

（滅菌自然水、pH8、25℃、43.1 W/m2、300－400nm） 
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Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.04 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 19 年 10 月 11 日付けで、メトコナゾールの ADI を 0.04 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はウサギを用いた発生毒性試験における無毒性量 4 mg/kg体重/日を安全係

数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 
 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 20%水和剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 667 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 6 

適用作物 日本芝 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 0.25 L/m2 1) 

 
総使用回数 6 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 750 倍）として。  

 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0000548 

 
うち地表流出寄与分   0.0000546 

うち河川ドリフト寄与分   0.00000023 

合   計 1) 0.0000548     ≑  0.000055 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.1 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.04 (mg/kg 体重/日)  × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.106…(mg/L) 

ADI  平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 1 桁（ADI の有効数字桁数）とし、2 桁目を切り捨てて算出した。 

 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.000055 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.1 (mg/L)を超えないこと

を確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量 (mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.049 2.3 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 20 年 1 月 18 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食

品群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。 農薬理論最大摂取量の場合 
2) 平均体重 53.3 kg で計算 

 



71 

水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料 

ルフェヌロン 

Ⅰ．評価対象農薬の概要 

１．物質概要 

化学名 
（ＲＳ）－１－［２，５－ジクロロ－４－（１，１，２，３，３，３－ヘキサフ

ルオロプロポキシ）フェニル］－３－（２，６－ジフルオロベンゾイル）ウレア

分子式 C17H8Cl2F8N2O3 分子量 511.2 CAS NO. 103055-07-8 

構造式 

 

 

２．作用機構等 
ルフェヌロンは、ベンゾイルフェニル尿素系の昆虫成長制御剤（殺虫剤）であり、

その作用機構は、昆虫の表皮の主成分であるキチンの生合成の阻害により、脱皮を

阻害することと考えられる。本邦での初回登録は1998年である。 
製剤は水和剤及び乳剤が、適用作物は果樹、野菜、いも、豆、花き等がある。 
原体の輸入量は、3.0 t（22年度※）であった。 

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2011-（（社）日本植物防疫協会） 
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３．各種物性等 

外観・臭気 白色粉末、無臭 土壌吸着係数 

検体標準溶液の濃度が極めて

低く、かつ検体の大部分が土

壌に存在していたため、測定

不能。 

融点 164.7 － 167.7℃ 
オクタノール

／水分配係数 
logPow = 5.12（25℃） 

沸点 
約 240℃で分解のため測

定不能 
生物濃縮性 BCFss = 3,100（10μg/L) 

蒸気圧 <4×10－6 Pa（25℃） 密度 1.7 g/cm3（23℃） 

加水分解性 

半減期 

30 日間安定 

（pH5 及び 7、25℃） 

378 － 646 日 

（pH9、25℃） 

1.3 － 1.7 日 

（pH13、25℃） 

水溶解度 <0.060 mg/L（25℃） 

水中光分解性 

半減期 

10.3 日（東京春季太陽光換算 9.3 日） 

（pH7 滅菌緩衝液、25℃、7.04 W/m2、300－400 nm） 

16 日（東京春季太陽光換算 16.2 日） 

（pH7 滅菌緩衝液、25℃、7.89 W/m2、300－400 nm） 

4.5 日（東京春季太陽光換算 22.7 日） 

（pH8.4 滅菌自然水、25℃、39.2 W/m2、300－400 nm） 

 

 

Ⅱ．安全性評価 

 

許容一日摂取量（ADI）   0.014 mg/kg 体重/日 

食品安全委員会は、平成 21 年 1 月 22 日付けで、ルフェヌロンの ADI を 0.014 mg/kg

体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。 

なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量 1.42 mg/kg体重/日を

安全係数100で除して設定された。 
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Ⅲ．水質汚濁予測濃度（水濁 PEC） 

 
非水田農薬として、水濁 PEC が最も高くなる使用方法について表のパラメーターを

用いて水濁 PEC を算出する。 
 

１．非水田使用時の水濁 PEC 

 

使用方法 各パラメーターの値 

剤  型 5%乳剤 I：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha） 150 

使用場面 非水田 Napp：総使用回数（回） 5 

適用作物 花き類 Ap：農薬使用面積（ha） 37.5 

農薬使用量 300 L/10a 1) 

 

総使用回数 5 回 

地上防除/航空防除 地  上 

施 用 法 散  布 

1) 希釈液（希釈倍数 1,000 倍）として。  

 

 
２．水濁 PEC 算出結果 

使用場面 水濁 PECTier1 (mg/L) 

水田使用時 適用なし 

非水田使用時 0.0000105 

 
うち地表流出寄与分 0.0000105 

うち河川ドリフト寄与分 0.00000004 

合   計 1) 0.0000105  ≑  0.000011 (mg/L) 

1) 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。 
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Ⅳ．総 合 評 価 

 
１．水質汚濁に係る登録保留基準値（案） 

 

公共用水域の水中における予測濃度 
に対する基準値 

0.037 mg/L 

以下の算出式により登録保留基準値を算出した。1) 

0.014 (mg/kg 体重/日) × 53.3 (kg) × 0.1 ／ 2 (L /人/日) = 0.0373…(mg/L) 

ADI 平均体重  10 %配分   飲料水摂取量  

1) 登録保留基準値は有効数字 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。 

 

 

＜参考＞ 水質に関する基準値等 

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 1) なし 

水質要監視項目 2) なし 

水質管理目標設定項目 3) なし 

ゴルフ場暫定指導指針 4) なし 

ＷＨＯ飲料水水質ガイドライン 5) なし 
1) 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかど

うかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。 
2) 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質

に係る指針値。 
3) 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る

目標値。 
4) 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月

29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。 
5) Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda 

 

 

２．リスク評価 
水濁 PECTier1 = 0.000011 (mg/L)であり、登録保留基準値 0.037 (mg/L)を超えないこ

とを確認した。 
 
（参考）食品経由の農薬理論最大摂取量と対 ADI 比 

 
農薬理論最大摂取量(mg/人/日)1) 対 ADI 比（%）2) 

0.21 29 
1) 食品経由の農薬理論最大摂取量は、平成 22 年 6 月 2 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品

群毎の基準値案を基に算出した理論最大摂取量を示す。  
2) 平均体重 53.3 kg で計算 

 


