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調壺・資料

市販国産鶏卵のフイプロニルをはじめとする残留農薬の調査

八田純人 1,2,＊ 小田川遥平 1 泉 潤 1 仲前聡1

Study on Fipronil and Other Pesticide Residues in Chicken Eggs Produced and Sold in Japan 
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In some of the EU member countries, Hong Kong, South Korea, and Taiwan, chicken eggs con-
taminated by fipronil used without authorization were identified and widely reported. The Ministry 
of Health, Labour and Welfare of Japan stated no contaminated imports had been found in the 
country while promising to strengthen monitoring chicken eggs coming from those areas. Mean-
while, there are no reports published to show whether or not chicken eggs produced in Japan con-
tain such pesticide. This paper, therefore, examined 50 commercial brands of chicken eggs produced 
and sold in Japan to identify 116 kinds of agricultural chemicals including fipronil.None of these 

brands contained fipronil. Among the 50 brands studied, 45 brands did not include any of the 116 
kinds of agricultural chemicals. Spinosad was detected in the four brands with the concentration 
levels ranging from a trace to 0.019 ppm. Diflubenzuron was found at 0.005 ppm in one of the chick-
en brands. No brands exceeded the maximum residue limits. 

(Received, March 25, 2019; Accepted, June 17, 2019) 
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マトグラフ質量分析法 LC-MS/MS 

付録資料：付録資料（付録表S1) はJ-STAGEの日本食品衛生学雑誌 (https://www.jstage.jst.go.jp/
browse/shokueishi/-char/ja)で閲覧できる．

はじめに

2017年7月，オランダで生産された鶏卵が，フェニル

ピラゾール系殺虫剤フイプロニルによって汚染されている

事件が発覚し，メデイアで大きく報じられた． EU諸国で

は，国境を越えた鶏卵の広域流通が行われているため，そ

の後ベルギー，フランス， ドイツといった国々でも，汚

染が見つかることとなった．欧州食品安全機関によれば，

汚染が疑われる鶏卵の店頭回収と廃棄は， EU諸国内だけ

でも数百万個にのぼったとされ，大規模な食品汚染事件と

して話題となった1),*1．さらに， EU諸国での発覚をきっ

かけに，香港，韓国，台湾，アメリカ，ロシアなどでも確

＊連絡先 power8@nouminren.ne.jp 
1一社）農民連食品分析センター：〒173-0025東京都板橋区
熊野町47-11

2大東文化大学環境創造学部：〒175-8571東京都板橋区高島
平1-9-1

*1欧州食品安全機関， Fipronil:results of follow-up monitor-
ing published, http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ 
180503 (2019年5月7日閲覧）

認され，各国では，鶏卵の出荷停止措置，実態調査，適正

使用の指導など，さまざまな対応が進められた立

わが国では，事件発覚後，厚生労働省により，輸入鶏卵

及びその加工品のモニタリング検査の実施が通知され，監

視強化が行われた＊2. また，フイプロニル汚染鶏卵製品の

流通状況については，「EU（欧州連合）等における鶏卵の

フイプロニル汚染に関する Q&A*a」において，汚染が発

覚した諸国からフィプロニルにより汚染された可能性のあ

る鶏卵や鶏卵使用製品の輸入はないことが示されたこれ

らの対応により，海外で生産製造，輸入された関連食品に

関しては，水際対策と安全性情報が提供されたといえる．

*2 医薬•生活衛生局食品監視安全課輸入食品安全対室長通知
“「「平成29年度輸入食品等モニタリング計画」の実施につい
て（鶏卵のフイプロニル）」の一部改正について'’，平成29
年10月13日，薬生食輸発1013第1号

*3厚生労働省 “EU（欧州連合）等における鶏卵のフイプロ

ニル汚染に関する Q&A",https://www.mhlw.go.jp/file/06-
Seisakujouhou-11130500-Shokuhinan-zenbu/0000180754. 
pdf (2019年4月26日閲覧）
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Table 1. List of surveyed pesticides 

Fungicide (24) 

Acibenzolar-S-methyl, azoxystrobin, boscalid, carpropamid, cyflufenamid, cyprodinil, dimethirimol, dimethomorph, epoxiconazole, 
fenamidone, fenhexamid, ferimzone, imazalil, iprovalicarb, mepanipyrim, oxycarboxin, pencycuron, propaquizafop, pyraclos-

trobin, simeconazole, spiroxamine, thiabendazole (TBZ), trifloxysulfuron, triticonazole 

Insecticide (32) 
Acetamiprid, aldicarb, azamethiphos, bendiocarb, carbaryl (NAC), clothianidin, diflubenzuron, dinotefuran, ethiprole, fenobucarb 

(BPMC), fenoxycarb, fenpyroximate, fipronil, flonicamid, flufenoxuron, hexythiazox, imidacloprid, lufenuron, methiocarb, me-

thoxyfenozide, novaluron, oxamyl, pirimicarb, rotenone, spinosad, spirodiclofen, sulfoxaflor, tebufenozide, tetrachlorvinphos 

(CVMP), thiacloprid, thiamethoxam, triflumuron 

Herbicide (57) 
2,4-D, anilofos, bensulfuron-methyl, bromoxynil, butafenacil, chloridazon, chlorimuron-ethyl, chloroxuron, clodinafop acid, clo-

quintocet-mexyl, cloransulam-methyl, cumyluron, cyclosulfamuron, daimuron, diclosulam, diuron, ethametsulfuron-methyl, eth-

oxysulfuron, fenoxaprop-ethyl, flazasulfuron, florasuram, flumetsulam, fluridone, fomesafen, foramsulfuron, furametpyr, halosul-

furon-methyl, haloxyfop, imazaquin, indanofan, iodosulfuron-methyl, ioxynil, lactofen, linuron, mecoprop, mesosulfuron-methyl, 

methabenzthiazuron, metosulam, metsulfuron-methyl, monolinuron, naproanilide, naptalam, oryzalin, oxaziclomefone, penox-
sulam, phenmedipham, propoxycarbazone, pyrazolynate, pyrazosulfuron-ethyl, pyriftalid, quizalofop-ethyl, sulfentrazone, sulfos-

ulfuron, tebuthiuron, thifensulfuron-methyl, tralkoxydim, triasulfuron 

Plant growth regulator (3) 

Cyclanilide, forchlorfenuron, thidiazuron 

一方， 日本国内で生産される鶏卵やその加工品について

は，使用実態や検出状況などに触れた情報や，調査をとり

まとめた報告は提供されていない．海外での事件発覚後，

筆者らの試験施設には，消費者などから国内での状況を知

りたいという，問い合わせが寄せられるようになった．

EUの事件は，養鶏害虫のワクモなどを駆除する目的

で，鶏舎薫蒸処理業者が，鶏舎での使用が認められていな

いフイプロニルを散布したことが原因であると報告されて

いる．わが国では，農林水産省動物医薬品検査所の提供す

る動物用医薬品等データベース＊4によると， フィプロニ

ルの動物への使用登録は，主にペット用に限られ，犬，猫

用として 14商品が登録されているのみであり，鶏体に直

接あるいは鶏舎内の管理に使用できるような製品は確認で

きない．よって，適切な管理が行われていれば，汚染が発

生することはないと考えられるが，わが国でも， EUでの

事件と同様の目的での散布が鶏舎内で行われれば，鶏卵ヘ

付着，浸透などによって検出される可能性が考えられた．

こうした背景を踏まえ，国内で生産流通される鶏卵につい

て， LC-MS/MSを用いた残留農薬検査を実施し，実態調

査を行った．

実験方法

1. 試料

調査対象試料は，すべて市販の鶏卵とし，生産者， GP

センター (Granding& Packingセンターの略複数の生

産者が出荷した鶏卵を洗卵，選別，パック詰め，梱包発送

*4農林水産省動物医薬検査所動物医薬品等データベース，
https://www.vm.nval.go.jp (2019年4月26日閲覧）

Total 116 kinds 

を行う施設），製造者などが異なる 50製品を，スーパー

マーケットなどの小売り店舗で購入した．遠地の試料につ

いては，購入後，輸送の汚染が起きないよう梱包し，宅配

便による配送により入手した．試料の購入は． 2018年6

月から 12月にかけて行った．購入個数は． 1製品当たり

30個とした．試料は．青森県4, 岩手県2. 秋田県1, 山

形県1，福島県3, 茨城県4, 栃木県1, 群馬県2. 埼玉県

1．千葉県4, 東京都 1, 神奈川県2. 新潟県2. 長野県2,

岐阜県1，静岡県4, 愛知県2. 三重県1, 兵庫県2. 岡山

県1，広島県2. 山口県1, 福岡県2. 熊本県2. 鹿児島県

2の合計25都県で購入した．

2. 検査対象農薬

殺菌剤24成分，殺虫剤32成分．除草剤57成分．植物成

長抑制剤3成分．合計116成分を対象とした (Table1). 

3. 試薬・試液

農薬標準品は，関東化学製の農薬標準混合品 (9,18, 

31, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 63)．ジノテフラン標準品．

アセタミプリド標準品，和光純薬製の農薬標準混合品

(PL-LM-1, PL-LM-2)，スルホキサフロル標準品． Dr.

Ehrenstrfer製のロテノン標準品．エチプロール標準品．

フロニカミド標準品を使用した．

試薬．試液は，関東化学製のアセトニトリル（残留農薬

試験用）．クエン酸水素ニナトリウム 1.5水和物（特級）．

クエン酸三ナトリウム（特級）．塩化ナトリウム（特級），

無水硫酸マグネシウム（特級）を使用した．精製用ミニカ

ラムは．（株）アイスティサイエンス製STQ-LC法用オク

タデシルシリル化シリカゲル (C18) 30 mgおよび50mg,

エチレンジアミン—Nプロピルシリル化シリカゲル (PSA)

30mgを使用した．
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Table 2. Pesticide residue in chicken eggs produced in Japan 

Purchased Pref. No. of tested No. of positive Sample ID Pesticide residue (ppm) 

Aomori 
Iwate 
Akita 
Yamagata 
Fukushima 
Ibaraki 
Tochigi 
Gunma 
Saitama 
Chiba 
Tokyo 
Kanagawa 
Niigata 
Nagano 

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

 

4

2

1

1

3

5

1

2

1

4

1

2

2

2

 

A 

Gifu 
Shizuoka 
Aichi 
Mie 
Hyougo 
Okayama 
Hiroshima 
Yamaguchi 
Fukuoka 
Kumamoto 
Kagoshima 

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

 

1

4

2

1

2

1

2

1

2

2

2

 

A

B

A

 

A 

SPINOSAD 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
DIFLUBENZURON 
SPINOSAD 
Not detected 
SPINOSAD 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
SPINOSAD 
Not detected 
Not detected 
Not detected 
Not detected 

Tr 

0.005 
0.019 

0.006 

Tr 

Tr: below the quantitation limit (0.005 ppm) 

4. 分析装置

蘭速液体クロマトグラフ質量分析計は， LC部にNexera

XR, 質量分析計部にLCMS-8050（いずれも（株）島津製

作所製）を用いた．

5. 分析条件

分析カラムは， KinetexBiphenyl, 2.1 m m  i.d.XlOO mm, 

粒子径2.6μm (Phenomenex社製）を使用した．移動相

は， A液： 2mmol/Lギ酸アンモニウム溶液（ギ酸20μLIL 

添加）， B液： 2mmol/Lギ酸アンモニウム・メタノール溶

液（ギ酸20μLIL添加）を用いた．グラジェント条件は，

B (%) 3→10 (1 min)→55 (3 min)→100 (10.5 min)→ 

100 (12 min)→3 (12.1 min)→3 (18 min) とし，流速は

0.4mL/min, カラムオーブン 35℃，注入量2μLとした．

測定は，イオン化法にESI法を用いた．各成分の測定イ

オン化モードは，付録資料1に示した．各成分ごとにポジ

ティブ，ネガティブモードを切り替えるタイムプログラム

を設定して行った＊5. 測定条件は，インターフェース電圧

4.0kV,インターフェース温度350℃,DL温度150℃,

ヒートブロック温度300℃とし， MultipleReaction Moni-

toring (MRM)モードで行った．

検査対象成分については，添加回収試験を実施し，

率が70~120％であることを確認した．定量限界は，各成

分がSIN=10以上であり，今回のスクリーニング検査に

十分な感度と考える 0.005mg/kgを定量限界として判定を

行うこととした．

6. データ解析

得られたデータの解析は， LabSolutionsLCMSおよび

LabSolutions Insight(（株）島津製作所製）で行った．定

量限界未満で残留を確認できた成分については痕跡とし

た．

7. 試験溶液の調整

試料の採取部位は，食品衛生法および欧州議会及び欧州

理事会規則 (EC)396/20053)に則り，殻を除いた全卵と

した 1試料あたり 30個を，フードプロセッサーで十分に

混租 10.0gを採取し，抽出用試料として使用した． これ

を（株）アイスティサイエンスのSTQ-LC法にて抽出，精

製し， LC-MS/MSへと供した4).

回収

*5厚生労働省医薬食品局食品安全部長通知‘‘食品に残留する農
薬，飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験
法について（一部改正）”,平成17年11月29日，食安発第
1129002号

結果

1. 検出農薬について

25都県より入手できた鶏卵50検体について得られた結

果をTable2に示した．本調査の中心的対象成分である

フイプロニルは，いずれの製品からも検出されなかった．

4製品からはスピノサドが，痕跡～0.019ppm検出され

た． 1製品からはジフルベンズロンが， 0.005ppm検出さ

れた． 45製品では，検査対象農薬の検出はなかった．
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検出が認められた農薬で，残留基準値（スピノサド

0.5 ppm, ジフルベンズロン 0.05ppm) を超えたものはな

かった．

2． スピノサドの検出について

スピノサドが検出された理由について，本調査での特定

は難しいが，一つは，スピノサドによりポストハーベスト

処理されたトウモロコシ飼料の影響見もう一つは鶏舎管

理時に散布された際の影響が推測される．

2.1 ポストハーベスト処理されたトウモロコシ飼料の

影響の可能性

厚生労働省薬事衛生審議会分科会，農薬・動物医薬品部

会資料＊6にアメリカでは， トウモロコシのポストハー

ベスト用薬剤として， 12および22.8％スピノサドフロア

ブル， 80％スピノサド水和剤の登録があることが示され

ており，処理が行われている状況がうかがえる．飼料由来

のスピノサドが鶏卵へ与える影響については，食品安全委

員会の動物用医薬品評価書＊7において，薬物動態試験及

び残留試験の結果が示されており，飼料由来のスピノサド

が鶏卵に残留することが示されている．

わが国の鶏卵生産に用いられる飼料は，アメリカからの

輸入トウモロコシに，供給を委ねている割合が高い．アメ

リカでのスピノサドによるポストハーベスト処理の具体的

実態を示す資料は確認できていないこと， また国内に流通

する飼料のスピノサド残留状況についても，飼料および飼

料添加物の成分規格などに関する省令の飼料一般成分規格

に，スピノサドが対象成分とされていないことから，デー

タが少なく，その残留状況はよく分かっていないが，この

ような処理が行われた飼料によって，検出が認められる可

能性は考えられる． 2006年， （一社）日本科学飼料協会に

よる調査では，検出限界 (0.05mg/kg) 以上での検出は

無かったことが示されているが．検査数はトウモロコシ 5

検体で，実態を推定するのは難しく見新たな残留実態調

査が必要と考えられる．

2.2 鶏舎管理時に散布された際の影響の可能性

国内では，鶏舎管理に使用できるスピノサドは，エラン

コジャパン株式会社が販売するワクモ駆除用剤「エコノサ

ド」のみ使用登録がある．鶏舎内のワクモの発生，生息場

所で， と殺する前2日間での使用が認められている．本剤

は，鶏体への直接散布が認められておらず，散布にあたっ

ては，飼料，飼料箱飲水，飲水器，卵等などに誤ってか

からないよう留意し，使用散布濃度0.4% (w/v) で，ケー

ジ1平方メートル当たり 400~500mLを単回散布するよ

*6薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬
品部会報告“（別添）スピノサド'’，平成23年11月10日，
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/04/dl/s0420-4-296.pdf 

(2019/04/26閲覧）

*7食品安全委員会動物用医薬品評価害“「スピノサドを有効
成分とする鶏舎噴霧剤（エコノサド）」”， 2015年2月 (2016

年4月一部改訂）， http://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/

download?retrievalld=kya20141024269&fileld=202, 

(2019/04/26閲覧）

う規定されている．このような散布の後，散布を行った

ケージなどに付着，残留しているスピノサドが，新たに産

卵された卵表面に間接的に付着することはあると考えられ

るが前出の動物用医薬品評価書において，エコノサドを

卵表面に直接噴霧した卵移行性残留試験の結果で，殻に付

着したスピノサドは卵中へ移行しないことが示されてお

り，殻に間接的にスピノサドが付着しても，検出にまでつ

ながる可能性は低いと推測される．

3. ジフルベンズロンの検出について

国内で，鶏舎内での使用が可能なジフルベンズロンは．

アリスタヘルスアンドニュートリションサイエンス株式会

社が販売する「デミリン水和剤25%」のみ登録がある．

ウジやボウフラ防除用として，畜・鶏舎内およびその周辺

での駆除に使用が可能となっている．鶏体への直接散布は

用法として登録されていない．散布にあたっては．飼料．

飼料箱飲水，飲水器，卵等などに，誤ってかからないよ

う使用する旨が示されており．適正散布が行われていれ

ば，鶏卵からの検出は起こりにくいと考えられる．ジフル

ベンズロンなどのキチン合成阻害剤は，植物上での浸透移

行性が小さいとされている．植物と鶏卵は異なるものであ

るが，こうした特性を踏まえれば，散布後，ケージなどに

残留しているジフルベンズロンが，鶏卵に間接的に付着し

ても，検出につながる可能性は低いと考えられる．

また本剤には，鶏用飼料に用いられるトウモロコシやダ

イズなどの農作物への生産防除用として登録されている商

品は，わが国にないが，厚生労働省薬事衛生審議会分科

会，農薬・動物医薬品部会の資料＊8によれば，アメリカ

では，ダイズにおいて害虫駆除目的で，最大収穫7日前ま

での散布が認められている製品が示されている．飼料に残

留するジフルベンズロンが鶏卵へ移行することをまとめた

報告や，輸入飼料での検出状況を示す調査結果は確認でき

ていないが，飼料経由で摂取されたものが今回の検出に繋

がっている可能性は考えられる．

4. 農薬の検出と洗卵の影響について

農薬の検出については，洗卵の影響もあると考えられ

る．国内の鶏卵の多くは，選別やパック詰めなどを行う

GPセンターに集荷された後お湯による洗卵と次亜塩素

酸による殺菌行程を経て，流通されている．仮に殻表面に

付着した典薬があっても，この行程で洗い流される成分が

存在する可能性は考えられる．この影響については，浸透

性も含め別途，試験データなどが必要と考えられる．

結論

本調査で検査を行った50製品のうち． 45製品では，検

査対象とした農薬成分の検出は認められなかった． 4製品

*B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（ペーパーレス）資料，【ジフルベンズロン（農薬及び動
物用医薬品）】，資料3-1 農薬・動物用医薬品部会報告書
（案）， https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-

lyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000210239.pdf 
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からはスピノサドが， 1製品からはジフルベンズロンの検

出が認められた．

EU諸国で話題となったフイプロニルの検出はいずれの

製品でも認められなかった．平成29年の鶏卵生産量は

2,601千トンであり，本調壺で検査対象にできた鶏卵は，

25都県で購入できた 50製品 (1500個）と全体量に対して

わずかに過ぎないが，生産地域や生産者などが異なる市販

の製品を対象に行った結果であることを考慮すれば，本調

査の結果は． 日本の鶏卵生産現場において，フイプロニル

を常態的に使用するような実態が存在する可能性は低いこ

とを示唆していると考える．

スピノサド，ジフルベンズロンが残留基準値以内で認め

られたその原因については，飼料由来か鶏舎管理などの

影響によるものかの判断は難しいが，飼料由来である可能

性が高いと考えられた．検出については別途，流通され

る鶏用飼料の残留農薬調査や報告が必要だと考える．
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2017年， EU諸国，香港，韓国，台湾などで，殺虫剤

フイプロニルの不正使用による鶏卵汚染事件が確認され，
大きく報じられた．厚生労働省は，当該国からの輸入品監
視強化を実施，また汚染鶏卵の輸入実績はないことを示し
たが，その一方， 日本国内で生産される鶏卵の実態や検出
状況についてまとめた報告の提供はなされていない．そこ
で，本報告では，国内で生産流通される鶏卵 50製品につ
いて，フイプロニルをはじめとした農薬 116成分の残留
調査を実施した．その結果，フイプロニルが検出された製

品は確認されなかった． 45製品で，検査対象農薬が検出
される製品は確認されなかった．殺虫剤スピノサドが検出
された製品が4製品あった．その濃度は痕跡～0.019ppm
であった．殺虫剤ジフルベンズロンが 0.005ppm検出さ
れた製品が 1製品あった．残留基準値を超過する製品は認

められなかった．
＊（一社）農民連食品分析センター，＊＊大東文化大学環境

創造学部
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