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⽔分張⼒	
http://www.naro.affrc.go.jp/org/nkk/m/34/04-01.pdf	
	
⼟壌⽔の圧⼒は、⼟壌⽔分張⼒、吸引圧などと呼ばれている。SI	
単位では、⼟壌⽔分張⼒の単位として	kPa	がよく⽤いられてい	
る。また、cmH2O（⾮	SI	単位）を単位とした⼟壌⽔分張⼒の値	
を常⽤対数で表したものが	pF	と呼ばれ、畑地潅漑、圃場排⽔な	
どの分野では、pF	値がよく⽤いられている。	
	
	

蒸散量	
https://katekyo.mynavi.jp/juken/2570	
	
植物の	蒸散	作⽤とは「植物の根から吸収された⽔が道管を通って葉まで運ばれ、気
孔から⽔蒸気となって出て⾏く現象」です。	植物は葉に存在している「気孔」と呼
ばれる部分から⽔蒸気を発散します。	また、気孔は葉の裏側に多くあることから、
葉の表と裏では⽔蒸気の発散	量	が違ってきます。	
	
	
テンシオメーター	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%B3%E3%82%B7
%E3%82%AA%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC	
	
テンシオメーターは、不飽和帯における⼟壌⽔のマトリックポテンシャル	(	
{\displaystyle	\Psi	_{m}}	\Psi_m)	を測定するための機器である。この測定器は、ガラ
スまたはプラスティックのチューブと多孔質セラミックスのキャップ（ポーラス

カップ）から成り、チューブとポーラスカップを⽔で満たして使⽤する。チューブ

の先端は真空計か注射針でテンシオメーター内の圧⼒を測定する機器を使うための

ゴムキャップである。テンシオメーターは⼟壌に埋設し、ポーラスカップに接する

⼟壌⽔とテンシオメータ内の⽔ポテンシャルを平衡させる。	
	
	

潅⽔量	
https://www.weblio.jp/content/%E6%BD%85%E6%B0%B4	
⽔	を注ぐこと。特に，	農作物	や	草⽊	に	⽔	を注ぐこと。	「畑に－する」	
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裂開	
https://kotobank.jp/word/%E8%A3%82%E9%96%8B-661693	
れっ-かい【	裂開	】	１	さけてひらくこと。	また、さいてひらくこと。	２	鉱物が外
⼒を受けたときに、劈開(へきかい)⾯以外で、ある結晶⾯に平⾏に割れること。	
	
	
⼿ざわり	
https://www.weblio.jp/content/%E6%89%8B%E3%81%96%E3%82%8F%E
3%82%8A	
⼿で	触れたり	掴んだりした際の、	感じ	や	印象	などを意味する	表現	。	触り	⼼地	。	
	
	

新芽硬化度	
http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/carc/kenkyu_koryu
/files/kantoseika_h24SO07.pdf	
	「つゆひかり」の新芽硬化特性	

［要	約］	「つゆひかり」は「やぶきた」と⽐較して、開葉速度は速いが、下位葉の	

硬化度は低く、硬化の進⾏が緩慢である。また、収量増に伴う全窒素含	

有率の低下速度も緩やかである。		

	
急傾斜茶園	
http://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto16/07/16_07_01.html	
既存の急傾斜地等⾼線うね茶園において、開発された重⼼移動機構付きレール⾛⾏

式摘採機とうね間移動を⾏うモノレール運搬装置を利⽤して、摘採・整せん枝作業

を平坦地と同等の作業能率で１⼈で⾏うことができる。	

折り摘み	

https://docs.google.com/document/d/15fk3Y8CEnyJ7u0f
Rs_lfuEgRXusiNqoLF71b1O_HF-A/edit�

⼿摘み⼿法の⼀つ。親指と⼈差し指とで、⼀芽ずつ柔らかい部分をつまんで折り取るもので、基

部に損傷を与えない。�

かき摘み	
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4115�

⼿摘み⼿法の⼀つ。⼿指の使い⽅は折り摘みとほぼ同じであるが、新芽を上⽅に引っ張るように
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して摘採するので、折り摘みよりもやや新芽が硬化してからに適する。�

摘採鋏(⼿鋏)	

http://www.o-cha.net/teacha/saibai/tekisaikikai.html�

茶は何百年もの⻑い間、⼿摘みにより収穫されていました。茶の摘採に⼿ばさみが登場したのは

明治終期から⼤正初期です。⼤正2年、菊川町の内⽥良平が実⽤的な茶鋏を発明し普及しまし

た。能率は⼿摘みの5〜10倍で熟練すれば極めて細やかな操作が可能であり、現在では鋏の柄に

⽊綿布袋が付いたものが使われています。�

⼩型摘採機�
http://www.pref.mie.lg.jp/fukyuc/hp/31592030289.htm�

刈り取りされた茶葉を送⾵ファンによって、直接後⽅に収容するタイプです。茶葉を上⽅へ吹き

上げる装置がないので軽量化されているのが特徴です。また、クローラの⻑さが短いので、⼩回

りが利きます。�

可搬型摘採機�

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4125�

茶株の⽚側半⾯づつを、⼆⼈でエンジンののった本機を⽀持して向き合って歩きながら摘む。袋

持ちを加えて三⼈作業すると、いっそう作業しやすい（開発は⼀九六五年）。⼿摘みの約六〇〜

九〇倍。�

⾃⾛式摘採機�

https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4128�

摘採機⾃体の計上は可搬式とだいたい同様であるが、動⼒で⾃⾛する台⾞の上に摘採機をつけ、

⼀⼈が畝の⽚側に⼊って運⾏操作し、他の⽚側は⾞輪と⽀柱で摘採機を与えるもので、作業は⼀

⼈で出来る。⾃⾛式の他に⼈⼒⾛⾏型もある（開発は⼀九⼋〇年）。⼿摘みの⼀⼆〇から⼀⼋〇

倍。可搬式に⽐べて⼀⼈当たりの能率は約⼆倍である。�

乗⽤型摘採機�

http://web-terada.jp/product/list.php?c=3	

コンテナ式乗⽤型摘採機の普及に伴って、⽣葉受⼊の変更を考えている茶⼯場に最適です。⼤掛かりなピット⼯

事が不要で、省スペースな設置ができます。（ピット内に設置することも可能です。）	

半畝	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%9D_(%E5%8D%98%E4%BD%8D)	

http://www.o-cha.net/teacha/saibai/tekisaikikai.html
http://www.pref.mie.lg.jp/fukyuc/hp/31592030289.htm
https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4125
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https://www.wachaclub.com/dictionary/archives/4128
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畝	（せ、ほ）は、	尺貫法	における⼟地の	⾯積	の	単位	である。⽇本のものは「せ」、中国
のものは「ほ」と読み、同じ字を使うがその値や成り⽴ちが異なり、全く別のものであ

る。⽇本の畝（せ）と区別するため、中国の畝を「ムー」と現代中国語⾳で呼ぶことが

ある。	

どちらも畑の	畝	（うね）に由来するものと考えられる。	

	

ウスミドリカスミガメ	

http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6620.htm	

卵で越冬し、年３回発⽣する。成⾍の体⻑は約６mm、だ円形で、淡緑⾊、⼤きな複眼を

もっているが単眼がない。近年発⽣量が多くなっている。４⽉上旬からふ化幼⾍が発⽣し、

⼀番茶期の被害が最も⼤きい。夏期は周辺雑草で発⽣を繰り返し、秋期再び茶園に⾶来し茶

の摘採した枝の切り⼝に産卵する。�

成・幼⾍ともに動作が活発で、⽇中は株内に隠れ発⾒し難い。新芽が吸汁加害されると芽は

⾚褐⾊斑点となり、芽の伸⻑と共に傷は拡⼤し、周縁は褐⾊の⼩孔となり収量が低下する。

またオオマツヨイグサ・アレチノギク・ヨモギなど加害する植物は９科15種で⾮常に雑⾷

性である。�

防除は⼀番茶萌芽期に⾏うと効果が⾼い。�

�

キャノミドリヒメヨコバイ�

http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6615.htm�

成⾍で越冬し、年５〜８回発⽣する。成⾍は体⻑約３mmで全体淡緑⾊の半翅⽬昆⾍であ

る。春芽の⽣育が始まる３⽉下旬〜４⽉上旬に新芽に集まって加害、産卵し、４⽉中〜下旬

に第１世代成⾍が発⽣する。その後、成⾍・幼⾍・卵がいつも⾒られ新葉を吸汁加害する。

⼆番茶期から秋にかけて発⽣が多く、特に夏から秋に⾬が少ないと多発する。被害を受ける

と茶芽の伸育が悪く新葉は萎縮し⻩⾊化する。⾷害芽は⾚葉枯病に感染しやすく、葉先から

葉縁にかけて枯れる。�

 各茶期の摘採後の防除と⼆・三番茶と秋芽の開葉期を重点に防除する。�

 たたき落とし法(Ｂ５版)で４頭以上の場合は防除する。�

�

コミカンアブラムシ�

http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6619.htm�

チャでは通常成⾍態で越冬し、年10数回発⽣する。成⾍の体⻑は約1.6mm、だ円形で、暗

褐⾊または⿊褐⾊をしている。�４⽉頃から新芽に寄⽣し、繁殖する。本⾍は繁殖⼒が極め

て旺盛で、幼⾍は約10⽇で成⾍になり、単為⽣殖によって胎⽣する。�雌成⾍には有翅と無

翅がおり、有翅⾍は移動して繁殖するが、無翅⾍は同⼀場所で繁殖するので群がって寄⽣す

る。寄⽣した�新葉は吸汁加害されるので、葉が内側に巻き込み萎縮して⻩変し芽の伸びが

悪くなるだけでなく、アブラムシ特有の分泌物が�寄⽣芽や周辺の葉に付着し、すす病を併

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%BA%E8%B2%AB%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%A2%E7%A9%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%98%E4%BD%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%9D
http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6620.htm
http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6615.htm
http://www.jppn.ne.jp/fukuoka/boujyo/cya/6619.htm


発することがある。このような場合には製茶品質が著しく低下する。被覆した園や、�⾵通

しの悪い園に発⽣が多い。�

 防除は、煎茶園では１葉開葉期に、覆下園では被覆直前に本⾍が散⾒される場合は実施す

る。�

チャノホコリダニ�

https://www.boujo.net/handbook/tomato/toma-426.html�

⽣⻑点部や若い葉に好んで寄⽣する。ナスでの初期の被害症状は⽣⻑点部が細くなり、葉がやや硬化したように

⾒える程度であるが、ひどくなると葉が奇形化し、ホルモン障害に似た症状を呈して芯⽌まりになる。若い葉は

葉裏が光沢を帯び褐変する。幼果が加害されると被害部が灰褐⾊を帯びたサメ肌状になる。花蕾が加害されると

花弁が退⾊し、奇形花になる。茎、果梗、へたも被害部は褐変する。ピーマンでもナスと同様の被害症状を呈す

るが、被害がひどくなると⽣⻑点が⿊変して芯⽌まりになる。ナス、ピーマンが⼀度芯⽌まりを起こすと回復す

るまでに約1か⽉を要するため、被害は⼤きい。トマトでの被害は少ない。�

ヨモギエダシャク�

http://www.jpmoth.org/Geometridae/Ennominae/Ascotis_selenaria_cretacea.html�

個体変異が強い種。本種は⼀属⼀種で、分類上独⽴した種類のようで、他の地味系

エダシャクとは微妙に違いがある。前翅の形に特徴があり、僅かな差だが、他の地

味系（cleora属,hypomecis属）などよりも若⼲細⻑い傾向がある。この前翅の形が

第⼀印象に直結する⼀つの要素。同じような前翅の形をしている地味系では、セブ

トエダシャクなどがいるが、横線などで⾒分けられる。�

チャノナガサビダニ�

http://www.naro.affrc.go.jp/org/karc/seika/kyushu_seika/2004/2004403.ht

ml�

⼀番茶葉に対するチャノナガサビダニの加害は、茶葉の光合成を阻害し、⼆番茶芽

の⽣育を強く抑制する。�

ナガチャコガネ�

https://www.agri-exp.pref.shizuoka.jp/boujo/boujohp/GRAPH/PDF/p-naga/

naga-1.pdf�

・体⻑１２mm前後の茶⾊のコガネムシ。�・幼⾍が茶樹の根を⾷害することで、⼀

番茶の�萌芽が遅れたり、新芽の⽣育が不揃いになるな�ど⽣育不良となる。ひどい

場合には６０％以上�の減収となる。�

https://www.boujo.net/handbook/tomato/toma-426.html
http://www.jpmoth.org/Geometridae/Ennominae/Ascotis_selenaria_cretacea.html
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チャネグサレセンチュウ�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jriet1972/14/4/14_4_318/_pdf�

⼟�壌中�に⽣存す�る線⾍はその⾷性�によ�り,⾷�細菌性�線⾍,⾷�⽷状菌性線⾍,捕�⾷

性線⾍,⾷�物�寄⽣�性線⾍�に分け�られ�る.⼀�般の畑では⾷細菌性線⾍�の密�度が最�

も⾼い.�わが国�に分布す�る植�物寄⽣性線⾍(以�下�線⾍�と省略�する)は90余�種があ�

り,葉,茎,⼦�実�等に寄⽣す�る種�と,�根部�に寄�⽣す�る種があ�るが,根�部�に寄⽣す�る

種�はその�寄⽣�様式�によ�り,次�の3群�に分け�られる.��

鱗翅⽬害⾍�

http://www.hokusan-kk.jp/tips/pdf/pest/23.pdf�

鱗翅⽬とは、いわゆる蛾や蝶の仲間です。蛾や蝶の⽻を顕微�鏡で拡⼤して観ると、

⿂の鱗（うろこ）のような表⾯構造（鱗粉＝りんぷん）をもっているので、鱗翅⽬

と名づけられ�ています。実は、この鱗、進化の過程で“⽑”が変化してできたもの

で、⽼化とともにすれたりして抜けて（剥がれ落�ちて）いきます。�

交信撹乱法�

http://www.biocontrol.jp/koshin_kakuran.html�

《交信かく乱剤を設置》すると、⼈⼯的に合成された性フェロモンによって惑わされた

オスは、どれが本物の匂いか分からずデタラメに⾶びまわりメスにたどり着けません。

その結果、交尾ができず、次世代の害⾍の発⽣を防ぐことができます。�

 このような現象を交信かく乱といい、交信かく乱を⽬的とした商品を「交信かく乱

剤」といいます。�

	
顆粒病ウイルス	
http://www.s-boujo.jp/kihon/file/02kouri/020405.pdf�

顆粒病ウイルス製剤によるチャハマキ・チャノコカクモンハマキの防除法�この顆粒病

ウイルス製剤（商品名�ハマキ天敵）はリンゴコカクモンハマキ顆粒病ウイルスとチャ

ハ�マキ顆粒病ウイルスの２種の顆粒病ウイルスを有効成分とし、リンゴコカクモンハ

マキ顆粒病ウイルス�はチャノコカクモンハマキ幼⾍に、チャハマキ顆粒病ウイルスは

チャハマキ幼⾍に対してそれぞれ選択�的に感染し、ウイルス病を引き起こす。ウイルス

が感染した幼⾍は終齢期に発病し、蛹化前に死亡する。�死亡⾍から出たウイルスが次

世代に伝搬し、次世代以降の発⽣を徐々に低下させる	

ケナガカブリダニ�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jriet1972/14/4/14_4_318/_pdf
http://www.hokusan-kk.jp/tips/pdf/pest/23.pdf
http://www.biocontrol.jp/koshin_kakuran.html
http://www.s-boujo.jp/kihon/file/02kouri/020405.pdf


https://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto18/07/18_07_14.html�

�⼟着天敵の保護利⽤技術に、天敵を増殖・温存できるバンカー植物の利⽤がある。

茶栽培においては、キク科のチトニア（�Tithonia�rotundifolia�）にナミハダニを放
飼することで、カンザワハダニの⼟着天敵であるケナガカブリダニを効率的に増殖

できることが分かっている（平成17年度成果情報）。そこで、バンカー植物による

カンザワハダニの⽣物的防除技術を確⽴するために、チトニアで増殖したケナガカ

ブリダニの茶園への移動状況、さらに、移動したケナガカブリダニによるカンザワ

ハダニの密度抑制効果を明らかにする。�

新梢�

https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E6%A2%A2-22269�

今年伸びた枝（当年枝）。新梢の伸び⽅で、	樹勢	がはっきり分かる。「	新
芽	」もほぼ	同義	として使われることが多い。	

病斑	

https://kotobank.jp/word/%E7%97%85%E6%96%91-613508	

病⾍害におかされた植物の茎・葉・	果実	などにできる	斑紋	。	

	

新梢枯死症	

http://daco-club.com/ocha/disease/03.html	

https://www.naro.affrc.go.jp/org/narc/seika/kanto18/07/18_07_14.html
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E6%A2%A2-22269
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E5%8B%A2-22265
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E8%8A%BD-539082
https://kotobank.jp/word/%E6%96%B0%E8%8A%BD-539082
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E7%BE%A9-579835
https://kotobank.jp/word/%E7%97%85%E6%96%91-613508
https://kotobank.jp/word/%E6%9E%9C%E5%AE%9F-44294
https://kotobank.jp/word/%E6%96%91%E7%B4%8B-607386
http://daco-club.com/ocha/disease/03.html


	

罹病組織�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjphytopath1918/44/1/44_1_22/_article/-char/ja/�

べと病罹病組織磨砕液で健全ダイコン根切⽚を処理すると約12時間後に細胞壁の⽊化が起こる

が,磨砕液処理後30分間以内に核酸合成阻害剤を,2時間以内にたんぱく合成阻害剤を添加すると

⽊化が起こらないので,リグニン誘導には核酸およびたんぱく質の合成が必要である。磨砕液処

理後2時間以内に切⽚を⽔で再処理すると⽊化が起こらないが,これ以後の時間での再処理では⽊

化が起こった。�

罹病組織上	
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/dounan/byoutyu/nira/nira_beto_byouc

ho_sindan.html�

養成株で発⽣する。罹病葉上には淡緑⾊のかびを密⽣する。やがて罹病葉が葉先から枯死する。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjphytopath1918/44/1/44_1_22/_article/-char/ja/
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/dounan/byoutyu/nira/nira_beto_byoucho_sindan.html
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/dounan/byoutyu/nira/nira_beto_byoucho_sindan.html


病徴はたまねぎおよびねぎのべと病と類似している。�

越夏病原菌�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/75/5/75_5_912/_pdf�

�

保護剤�

https://www.syngenta.co.jp/cp/columns/view/?column_id=126�

茶の重要病害では、炭疽病、もち病、輪斑病、新梢枯死症などがあげられます。病害防除でも適

期に薬剤を散布することが⼤切です。�

 炭疽病は、菌の分⽣⼦が降⾬時に⾬滴に乗って⾶散して感染するので、降⾬前に散布する保護

剤と降⾬後（感染後）に散布する治療剤をうまく組み合わせて防除しましょう。�

�

治療剤�

https://farmmanagement.info/saltukinn.html�

ここぞという時の切り札治療剤	

「発病の恐れがあるときや近隣で病気が多発している」「予防散布に失敗してし

まった」など、なんらかの理由で病気が起こってしまうことはあります。このよう

なときは、菌⽷の侵⼊が進んでいることが考えられるので治療剤を使います。	

病気は基本的には、「出さないために予防する」という考え⽅が重要です。しかし

発⽣してしまったというときは、これ以上病気の拡⼤をしないようにすることが必

要です。病気は発⽣してしまったら広がってしまうことがあるためです。	

切り札的な農薬としては、べと病、疫病に効くものには「リドミル、サンドファン

の混合剤（クリーンヒッター、リドミルMZ、サーファクタントC）」などがありま

https://www.jstage.jst.go.jp/article/suisan/75/5/75_5_912/_pdf
https://www.syngenta.co.jp/cp/columns/view/?column_id=126
https://farmmanagement.info/saltukinn.html


す。	

サビ病�

https://lovegreen.net/pest/p48167/#a1�

さび病は、カビ（⽷状菌）の⼀種である「さび病菌」に感染することで発⽣する病

気です。�空気及び⽔伝染性の病害です。�

被害部位は葉で、植物によって葉の表⾯にできる病斑の⾊が異なり、⿊⾊、褐⾊、

淡⻩⾊、⽩⾊などがあります。病斑はやや盛り上がり、その裏に房状の紋を⽣じる

のが特徴です。�

この病気にかかると苗の⽣育が阻害されるので、早期に落葉することの多い病気で

す。�

後漢書�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2%E6%9B%B8�

『	後漢書	』（ごかんじょ）は、	中国	後漢	朝について書かれた	歴史書	。	⼆⼗四史	の⼀つ。
本紀10巻、列伝80巻、志30巻の全120巻からなる	紀伝体	。成⽴は	5世紀	南北朝時代	の南
朝	宋	の時代で、編者は	范曄	（はんよう、	398年		-		445年	）	

蝶⾍	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6	

チョウ	（蝶）は、	昆⾍綱	チョウ⽬	（鱗翅⽬、ガ⽬とも）のうち、Rhopalocera	に分類さ
れる⽣物の総称である。	

チョウ⽬の21	上科	のうち、	アゲハチョウ上科	、	セセリチョウ上科	、	シャクガモドキ上科
の3上科が、いくつかの特徴を共有し、Rhopalocera	に分類される、すなわちチョウで
ある。	

その他のチョウ⽬の種は	ガ	（蛾）と呼ばれるが、チョウはチョウ⽬の系統の中でかなり
深いところにある派⽣的な系統で、それに対しガは「チョウでない」としか定義できな

い	側系統	であり、チョウ⽬をチョウとガに分けるのは⾃然な分類ではない。（	チョウ⽬
#チョウとガの区別	参照）。しかし、⼀般には完全に区別して扱われ、	昆⾍採集	におい
てもっとも愛されてきた昆⾍である。	

。	

ウンカ	

https://lovegreen.net/pest/p48167/#a1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%8C%E6%BC%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E6%9B%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%9B%9B%E5%8F%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%80%E4%BC%9D%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/5%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%97%E5%8C%97%E6%9C%9D%E6%99%82%E4%BB%A3_(%E4%B8%AD%E5%9B%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%8B_(%E5%8D%97%E6%9C%9D)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8C%83%E6%9B%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/398%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/445%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E8%99%AB%E7%B6%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B2%E3%83%8F%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E4%B8%8A%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BB%E3%82%BB%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E4%B8%8A%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%82%AF%E3%82%AC%E3%83%A2%E3%83%89%E3%82%AD%E4%B8%8A%E7%A7%91
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%81%B4%E7%B3%BB%E7%B5%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E7%9B%AE#%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%81%A8%E3%82%AC%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E7%9B%AE#%E3%83%81%E3%83%A7%E3%82%A6%E3%81%A8%E3%82%AC%E3%81%AE%E5%8C%BA%E5%88%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E8%99%AB%E6%8E%A1%E9%9B%86


https://www.syngenta.co.jp/cp/columns/view/unka_knowledge/	

イネの害⾍であるウンカは、成⾍も幼⾍もイネの茎や葉にストロー状の⼝針を刺して吸汁しま

す。主な種類は、セジロウンカ、トビイロウンカ、ヒメトビウンカの3種。⼤きさや形はよく似
ていますが、種によって⽣息している地域や増え⽅などの⽣態が異なります。イネに与える被害

も、イネを枯らしたりイネにウイルス病をうつすなど、種によって異なります。	

	

そうもくりくぶこうしゅほう【草⽊六部耕種法】�

https://kotobank.jp/word/%E8%8D%89%E6%9C%A8%E5%85%AD%E9%83%A8%E8%80
%95%E7%A8%AE%E6%B3%95-1180962	
幕末の	佐藤信淵	の主著。全20巻。本書により信淵は，	宮崎安貞	，	⼤蔵永常
とならび〈江⼾時代の三⼤農学者〉と称される。1829年(⽂政12)脱稿した
が，公刊は明治以後である。有⽤植物の利⽤対象を，根･幹･⽪･葉･花･実

の六部にわけ，それぞれに属する植物の栽培法を解説している。この分類

はほかに例がなく，信淵の独創とみなされる。登場する植物は約300種。
もっとも重要なのは需実種で，イネをはじめ穀物，マメ類，ウリ類，ナス

，ナタネ，ワタ，果樹など広範囲な種類がふくまれる。	

鯨油	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AF%A8%E6%B2%B9	

鯨油	（げいゆ）とは、	クジラ⽬	の動物から採取された	油	のことである。	灯⽕	⽤の	燃料
油、	ろうそく	原料、機械⽤	潤滑油	、	⽪⾰	⽤	洗剤	、	マーガリン	原料など多様な⽤途があっ
た。	

欧⽶	において、過去に⾏われた	捕鯨	の重要かつ最⼤の⽬的は、⾷⽤としての	鯨⾁	確保で
はなく、鯨⾁から採れる鯨油の採取であった。	

	

煙草	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93#%E7%94
%9F%E7%94%A3%E3%81%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB	

たばこ	（煙草、tobacco）は、	タバコ(	Nicotiana	tabacum	)	の葉を加⼯して作られる製品
である。	⽇本	の	法令	では「	たばこ事業法	2条3号」により、「製造たばこ」と定義され、
「葉たばこを原料の全部⼜は⼀部とし、喫煙⽤、かみ⽤⼜はかぎ⽤に供し得る状態に製

https://www.syngenta.co.jp/cp/columns/view/unka_knowledge/
https://kotobank.jp/word/%E8%8D%89%E6%9C%A8%E5%85%AD%E9%83%A8%E8%80%95%E7%A8%AE%E6%B3%95-1180962
https://kotobank.jp/word/%E8%8D%89%E6%9C%A8%E5%85%AD%E9%83%A8%E8%80%95%E7%A8%AE%E6%B3%95-1180962
https://kotobank.jp/word/%E4%BD%90%E8%97%A4%E4%BF%A1%E6%B7%B5-69330#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E5%AE%AE%E5%B4%8E%E5%AE%89%E8%B2%9E-139567
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A7%E8%94%B5%E6%B0%B8%E5%B8%B8-39159
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AF%A8%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%B8%E3%83%A9%E7%9B%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AF%E7%81%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%87%83%E6%96%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%8D%E3%81%86%E3%81%9D%E3%81%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%BD%A4%E6%BB%91%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%AE%E9%9D%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B4%97%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E7%B1%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8D%95%E9%AF%A8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AF%A8%E8%82%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93#%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93#%E7%94%9F%E7%94%A3%E3%81%A8%E6%B6%88%E8%B2%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%90%E3%82%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%9F%E3%81%B0%E3%81%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95


造されたもの」とされる。	

塩化第⼆⽔銀	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E6%B0%B4%E9%8A%80(II)	

塩化⽔銀(II)	（えんかすいぎん	に）は、	⽔銀	の	塩化物	の1種である。	塩化第⼆⽔銀	（えん
かだいにすいぎん）とも表記される。⽔銀の塩化物である	塩化⽔銀	は2種類があり、も

う1つは	塩化⽔銀(I)		 である。塩化⽔銀(II)	 はHgCl	2	という組成をもち、	昇汞	（しょう
こう）と呼ばれる。	⽔溶性	の無⾊または⽩⾊の	針状結晶	である。⽔にやや溶けやすい
（常温で⽔1kgに約60g溶ける）。	アルコール	や	エーテル	にも溶ける。	蛋⽩質	を変性させ
る作⽤が強い猛毒である。また、	昇華	しやすい。	

硫酸銅	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85	

硫酸銅	（りゅうさんどう、Copper	sulfate）は、	銅	の	硫酸塩	である。組成の違いによ
り、	硫酸銅(I)	（Cu	2	SO	4	）と	硫酸銅(II)	（CuSO	4	）がある。	

通常、『硫酸銅』というと、	硫酸銅(II)五⽔和物	（CuSO	4	・5H	2	O）を指す。	

	

うどんこ病	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%93%E7
%97%85	

うどんこ病	（うどんこびょう）は	⼦嚢菌	の	ウドンコカビ科	の	純活物寄⽣菌	による	植物	病
害の総称。	ブドウ	、⻨類（	コムギ	、	オオムギ	）、	野菜	などの重要な病害である。	

べと病	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%81%A8%E7%97%85	

べと病	（べとびょう）は露菌病とも⾔い、	卵菌	（	ミズカビ	と呼ばれる⽔⽣のものが多く
知られ、またかつては	藻菌類	に分類されていた）のうちPeronosporaceae科に属する菌
による病害に対して名づけられる植物病害で、	ブドウ	や	野菜	で特に重要な病害である。
湿度が⾼い時（特に梅⾬時など）に蔓延しやすく、このような時期にはべとついた感じ

になるので「べと」と呼ばれるが、⼀般には葉などに褐⾊の斑点が現れて広がり、進⾏

すると表⾯に分⽣胞⼦を形成するため⽻⽑状を呈する。	

ボルドー液	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E6%B0%B4%E9%8A%80(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E6%B0%B4%E9%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E6%B0%B4%E9%8A%80(I)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%BA%B6%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%87%9D%E7%8A%B6%E7%B5%90%E6%99%B6&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%87%E8%8F%AF_(%E5%8C%96%E5%AD%A6)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8A%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85(I)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%93%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%86%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%93%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%90%E5%9A%A2%E8%8F%8C
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%82%AB%E3%83%93%E7%A7%91&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B4%94%E6%B4%BB%E7%89%A9%E5%AF%84%E7%94%9F%E8%8F%8C&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A0%E3%82%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%82%AA%E3%83%A0%E3%82%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%81%A8%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B5%E8%8F%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%82%BA%E3%82%AB%E3%83%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%97%BB%E8%8F%8C%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%89%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E6%B6%B2


%E6%B6%B2	

ボルドー液	（ボルドーえき、	仏	:	Bouillie	bordelaise）とは、	殺菌剤	として使われる	硫酸
銅	と	消⽯灰	の混合溶液	[1]	。塩基性硫酸銅カルシウムを主成分とする	農薬	で、	果樹	や	野菜
などの幅広い作物で使⽤されている	[2]	。1	L	当たりの硫酸銅、⽣⽯灰のグラム数に基づ
き、“4-4式ボルドー”や“6-6式ボルドー”のように表記する場合もある	[3]	。		

マイマイガ防除	
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-eisei/11222/maimaiga.html	

越冬】⽊などに卵がかたまり（卵塊）で産み落とされ、越冬します。�

【ふ化】４⽉頃から屋外でふ化し、２-３ｍｍ程度の幼⾍（⽑⾍）になります。�

【幼⾍】幼⾍から成⾍に⽻化するまでの期間が2ヶ⽉ほどあり、その間に広葉樹、針葉樹だけで

なく様々な草⽊の葉を⾷害しま�

 す。そのため森林病害⾍等防除法施⾏令により�「森林病害⾍」�として定められています。�

	
硝酸鉛	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E9%89%9B(II)	

硝酸鉛(II)		（しょうさんなまり	に、lead(II)	nitrate）とは	鉛	の	硝酸塩	である。化学式は
Pb(NO	3	)	2	、		分⼦量		331.2、	CAS登録番号		10099-74-8、	PRTR法	の規制対象物質であ
る。	

15世紀	には	ドイツ	の	錬⾦術師	アンドレウス・リバヴィウス	による記述が⾒られ、"plumb	
dulcis"	と名づけられていた。初めて⼀般に販売されたのは	1943年	の	アメリカ合衆国	に
おいてであった。	

鉛の塩は⼀般的に⽔に溶けにくいが、硝酸鉛(II)	は	酢酸鉛(II)		と同様に⽔溶性が⾼く、無
電解めっき液の安定剤として使⽤される。またフェリシアン化物を検出する	純度試験	の
際に硝酸鉛溶液が	試薬	の⼀部として⽤いられる。	⻩鉛	の原料の⼀つでもある。	
		

除⾍菊製剤	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E
3%82%A4%E3%83%89	

ピレスロイド		(pyrethroid)	とは、	除⾍菊		(	Tanacetum	cinerariifolium		(Trevir.)	Sch.	Bip.)	に
含まれる有効成分の総称で、今⽇では各種	誘導体	が合成され各国で広く	殺⾍剤	として利
⽤されている。天然に産するピレスロイドは	菊酸	を共通構造にもっており、	ピレトリン	
I		(Pyrethrin	I)	と	ピレトリン	II		(Pyrethrin	II)	を主成分とする6種の化合物の混合物であ
る。また、微量成分のピレスロイドとして	シネリン	I	、	シネリン	II		あるいは	ジャスモリ
ン	I	、	ジャスモリン	II		も含まれ、いずれもピレトリンと同様な作⽤を持つことが知られ
ている。	

ピレトリンの誘導体は	合成ピレスロイド	と呼ばれ、	アレスリン	などが知られている。ピ
レスロイド類は	昆⾍類	・	両⽣類	・	爬⾍類	の	神経細胞	上の	受容体	に作⽤し、	イオンチャネ
ル	の⼀種である	Na	+	チャネル	を持続的に開くことにより	脱分極	を⽣じさせる	神経毒	であ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E6%B6%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%8F%8C%E5%89%A4_(%E8%BE%B2%E8%96%AC%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E9%8A%85(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E6%B6%B2#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E6%B6%B2#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9C%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%BC%E6%B6%B2#cite_note-3
https://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/dobutsu/seikatsu-eisei/11222/maimaiga.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E9%89%9B(II)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E5%A1%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/CAS%E7%99%BB%E9%8C%B2%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/PRTR%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/15%E4%B8%96%E7%B4%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%8C%AC%E9%87%91%E8%A1%93%E5%B8%AB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AC%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%90%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%A6%E3%82%B9&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/1943%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E5%90%88%E8%A1%86%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%A2%E9%85%B8%E9%89%9B(II)
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%B4%94%E5%BA%A6%E8%A9%A6%E9%A8%93&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E9%89%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%A0%E3%82%B7%E3%83%A8%E3%82%B1%E3%82%AE%E3%82%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%98%E5%B0%8E%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%86%E8%99%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E7%94%9F%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%88%AC%E8%99%AB%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E7%B4%B0%E8%83%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%97%E5%AE%B9%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%8D%E3%83%AB&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E5%88%86%E6%A5%B5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E6%AF%92


る。	哺乳類	・	⿃類	の受容体に対する	選択毒性	作⽤は無いので、安全性の⾼い	殺⾍剤	であ
る。開発初期の合成ピレスロイドには菊酸構造が存在したが、現在の合成ピレスロイド

には、共通化学構造はもはや存在しない。	

	

⽯灰硫⻩合剤	
http://miyauchi-gouzai.co.jp/limesulfur/	

1. 殺⾍・殺菌の両作⽤があり、特に果樹の越冬病害⾍防除にも⾼い効果を⽰しま

す。�

2. 有機農産物の⽇本農林規格（有機JAS）に適合する農薬です。		

除⾍菊	

http://www.kincho.co.jp/tama/kiku/kiku.html�

除⾍菊【じょちゅうぎく】�
和名：シロバナムシヨケギク キク科の多年草・英名はPyrethrum�

原産国は地中海・中央アジアといわれ、セルビア共和国（旧ユーゴスラビア）で発

⾒されました。この花は古くから殺⾍効果があることが知られており、現在もケニ

アをはじめ世界各地で殺⾍剤の原料として栽培されています。殺⾍成分ピレトリン

は花の⼦房に多く含まれています。�

�

デリス�

https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%B9-101818	
Derris�elliptica;��derris�

マメ科の⼤型つる植物。熱帯アジア	原産	。茎	(つる)	はがんじょうで⻑さ	
20mあまりにも達し，地⾯をはったり他の植物にからみつく。全体に褐⾊
の⽑を密⽣し，葉は⼤きな	⽻状複葉	でフジに似ている。花序は	葉腋	に⽣じ
，	紅⾊	の蝶形花を	総状	にまばらにつける。根は	ロテノン	を含み，「デリス
根」として重要な	殺⾍剤	，	駆⾍剤	とされた。主成分が熱に弱いため物理的
に根を破砕して製する。	デリス剤	には⽔和剤，	乳剤	，	粉剤	があり，おもに

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%93%BA%E4%B9%B3%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%B8%E6%8A%9E%E6%AF%92%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
http://miyauchi-gouzai.co.jp/limesulfur/
http://www.kincho.co.jp/tama/kiku/kiku.html
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%B9-101818
https://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E7%94%A3-491979
https://kotobank.jp/word/%E7%BE%BD%E7%8A%B6%E8%A4%87%E8%91%89-34544
https://kotobank.jp/word/%E8%91%89%E8%85%8B-145545
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%85%E8%89%B2-192976
https://kotobank.jp/word/%E7%B7%8F%E7%8A%B6-552563
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AD%E3%83%86%E3%83%8E%E3%83%B3-153134
https://kotobank.jp/word/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4-69216
https://kotobank.jp/word/%E9%A7%86%E8%99%AB%E5%89%A4-55496
https://kotobank.jp/word/%E3%83%87%E3%83%AA%E3%82%B9%E5%89%A4-854050
https://kotobank.jp/word/%E4%B9%B3%E5%89%A4-110409
https://kotobank.jp/word/%E7%B2%89%E5%89%A4-623187


遅効性の接触毒として，	アブラムシ	，	ウリバエ	などに対し確実な効果を現
す。また家畜の寄⽣⾍の駆除や⽮毒としても⽤いられた。第2次世界⼤戦ま
では熱帯地⽅で⼤規模に栽培され，⽇本でも	⼩笠原諸島	で栽培されたこと
がある。	

硫酸ニコチン	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%8B%E3%82
%B3%E3%83%81%E3%83%B3	

硫酸ニコチン	（りゅうさんニコチン）は	殺⾍剤	の⼀種で、化学式は	C	10	H	14	N	2	・1/2	
H	2	SO	4	。特異臭のある微酸性褐⾊液体。有効成分は	ニコチン	。不揮発性で、このままで
は殺⾍効果は望めず、使⽤に際して	炭酸ナトリウム	、	⽔酸化ナトリウム	、	⽯灰	、	⽯鹸	な
どでアルカリ性にしてニコチンを遊離させる。殺⾍⼒は強いが、植物には無害、⼀⽅で

⼈畜毒性は⾼く	毒物	に指定されている。	

速効性で殺卵効果もある。野菜、果樹の	アブラムシ	、	グンバイムシ	、	スリップス	などの
防除に⽤いられた。毒物で取扱いが難しいことなどから、近年余り使われなくなり、

2006年に農薬登録が失効、	[1]	使⽤禁⽌となった。	

	

有機⽔銀種⼦消毒剤	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B7-26859
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A6%E3%83%AA%E3%83%90%E3%82%A8-35421
https://kotobank.jp/word/%E5%B0%8F%E7%AC%A0%E5%8E%9F%E8%AB%B8%E5%B3%B6-39730
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%85%B8%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%82%B3%E3%83%81%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E9%85%B8%E5%8C%96%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E7%81%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%B9%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%A0%E3%82%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%A0%E3%82%B7
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https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E6%B0%B4%E9%8A%8
0%E5%89%A4-650485	

炭素	と	⽔銀	とが直接結合している	化合物	を	主体	とする	薬剤	。	農薬	・	殺⾍
剤	・	殺菌剤	・	消毒剤	などに⽤いられるが、	⼈畜	に対しても	毒性	が強いた
め、使	⽤禁⽌となったものが多い。	

炭酸銅	
	
ht	tps://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E9%85%B8%E9%8A%85(II)	

炭酸銅(II)	（たんさんどう	に、	英	:	copper(II)	carbonate）は、	銅	の	炭酸塩	である。単
に炭酸銅とい	う時には、２価の銅イオン	Cu	2+		と	炭酸イオン		CO	3	2−		と	⽔酸化物イオン	
OH	−		から成る	塩基性炭酸銅	を指すことが多い	[1]	。	

炭酸銅(II)の	正塩		CuCO	3		は知られていない	[1]	、とする辞典もあるが、⾼温⾼圧のCO	2	雰
囲気	下で	三⽅晶系	[2]	または	単斜晶系	[3]	の	CuCO	3		を	塩基性塩	から合成できる、という報告
もある。	

	

塩化銅	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A1%A9%E5%8C%96%E9%8A%85(II)	

塩化銅（II）	（えんかどう	に、	英	:	copper(II)	chloride）は、	化学式	が	CuCl	2		と表される
銅	の	塩化物	である。	無⽔物	と⼆	⽔和物	がある。無⽔物は褐⾊がかった⻩⾊であり、⼆⽔
和物は⻘緑⾊の結晶である。	潮解性	があり、無⽔物は	吸湿性	もある。⽔和物は110℃で
無⽔物になる。993℃まで熱すると、	塩化銅(I)	と塩素に分解する	[1]	。	⽔	に溶けやすく、
メタノール	、	エタノール	、	アセトン	、	酢酸エチル	などに可溶	[2]	。	CAS登録番号	は
[7447-39-4]。有毒で、	毒物および劇物取締法	により、	劇物	に指定されている。	

	

無機農薬	

https://shop.living-farm.jp/?mode=f56	

無機肥料はいろいろな鉱物を分解して作る肥料が主体ですが，化学合成によって出

来る肥料を化成肥料とも⾔っていますが合わせて無機肥料とします。�

無機肥料には植物育成に必要なチッソ、リン、カリウムなどの重要３元素はもとよ

り育成に⽋かせないカルシュウム、マグネシューム、イオウそして微量元素の鉄、

亜鉛なども適量に⼊っています。	

	

有機合成科学	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%90%88%E6%88%90%E5%8C%96%E
5%AD%A6	

有機合成化学	（ゆうきごうせいかがく、	英語	：organic	synthetic	chemistry）とは、有機
化合物の新規な合成⽅法を研究する	学問	であり、	有機化学	の⼀⼤分野である。時として
合成有機化学	（synthetic	organic	chemistry）、あるいは「有機」の語が略されて単に	合
成化学	と呼ばれる場合もある。	

	

DDT	

https://kotobank.jp/word/DDT-100279	

C	14	H	9	Cl	5		。昆⾍類に対する神経毒として殺⾍作⽤をもつ塩化ジフェニル
エタン系化合物。最も殺⾍作⽤の強いのは		p	，	p	′-体であるが，殺⾍剤とし
ての⼯業製品は		p	，	p	′-体約	65〜80%を含む異性体混合物である。	クロロベ
ンゼン	と	クロラール	を硫酸の存在で反応させてつくる。⽩⾊粉末で，融点
は	90℃前後。	1874年に合成されていたが，1939年スイスの	P.	ミュラー	ら
によりその殺⾍効果が発⾒され，広く防疫，農業⽤	殺⾍剤	として⽤いられ
るようになった。昆⾍に対しては接触，経⼝的に作⽤するが，あぶら⾍，

だに，	温⾎動物	に対する毒性は⼩さい。しかし残存農薬は害⾍以外の⽣物
にも影響を及ぼすおそれがあるので，⽇本では使⽤を禁⽌された。	
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2,4-D	

https://ja.wikipedia.org/wiki/2,4-%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%83%9
5%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%82%B7%E9%85%A2%E9%85%B8	

2,4-ジクロロフェノキシ酢酸	（2,4-ジクロロフェノキシさくさん、
2,4-dichlorophenoxyacetic	acid、略称		2,4-D	）は、	除草剤	の⼀種である。	植物ホルモン
である	オーキシン	様の作⽤を持つため、植物ホルモン剤としても使⽤されることがあ
る。	双⼦葉植物	の茎頂に作⽤して異常な細胞分裂を発⽣させることによって枯らす作⽤
があり、温度が⾼いほど除草効果が著しい。⼀⽅、	イネ科	などの	単⼦葉植物	にはあまり
影響を与えず（選択性除草剤）、	⽔⽥	や	芝	の除草に広く⽤いられている。除草剤として
市販される際には、	無機塩類	（	ナトリウム	塩類など）や	有機塩類	（	アミン	塩類）、およ
び	エステル	の製剤とされる。	
	

BHC	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3%E3
%83%98%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AA%E3%8
3%89	

ベンゼンヘキサクロリド		(benzene	hexachloride,		BHC	)、別名・ヘキサクロロシク
ロヘキサン（hexachlorocyclohexane,	HCH)	とは、	分⼦式		C	6	H	6	Cl	6		と表される有機	塩素
化合物。	シクロヘキサン	環が持つ6個の	炭素	のそれぞれに塩素原⼦と	⽔素	原⼦がひとつ
ずつ結合したもの。すなわち、	ベンゼン	に6個の塩素原⼦が	付加	した構造を持つ。毒物
及び劇物取締法により劇物に指定されている	[1]	。	

アルドリン	
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%83%B3	

アルドリン	(Aldrin)は、1970年代に多くの国で使⽤が禁⽌されるまで広く使われていた
有機塩素化合物	系の	殺⾍剤	である。無⾊の固体で、禁⽌前は種⼦や⼟壌⽤の殺⾍剤とし
て⼤量に⽤いられていた。アルドリンや関連する	シクロジエン	系の殺⾍剤は、	残留性有
機汚染物質	としてよく知られている	[1]	。毒物及び劇物取締法により劇物に指定されてい
る	[2]		。	

ドリン剤	

https://kotobank.jp/word/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%89%A4-34441
7	

有機塩素系殺⾍剤のうち、アルドリン・エンドリン・ディルドリンなどの

総称。毒性の残留性が⾼く、多くが農薬の登録から抹消されている。ドリ

ン系農薬。	
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https://kotobank.jp/word/%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%89%A4-344417


イネゲノム塩基配列	

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/nias/genome/rice/�

イネを対象にした、新たな視点からのゲノム研究が、１９９０年代に⼊り主要な国々で開始された。

わが国では農林⽔産省が１９９１年に、イネゲノムの構造と機能を明らかにする⽬的で�「イネゲノム

研究プログラム」�を開始し、イネゲノム研究を本格化させた。１９９８年からは、イネの遺伝現象の

本質を明らかにする⽬的で、「全塩基配列の完全解読」と、その成果を利⽤した「イネ有⽤遺伝⼦の

単離および機能解明」「ＤＮＡマーカーを⽤いた効率的選抜育種技術の開発」が農林⽔産省の⼤型プ

ロジェクトとして開始された。これと並⾏し、イネ品種「⽇本晴」ゲノム全１２本の染⾊体の塩基配

列解読が、�国際イネゲノム塩基配列解読プロジェクト（ＩＲＧＳＰ）�に参加した１０カ国・地域の分

担・協⼒により⾏われた。２００４年１２⽉に完全解読は終了し、イネゲノムの９５％の塩基配列が

明らかになった。わが国はコンソーシアムを主導し、１２本の内６本、塩基数にして５５％の領域の

解読を担当し、作物では初めてのゲノム塩基解読に⼤きく貢献した。�

ヒトゲノム情報�

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/rinri/hginf628.htm�

「ヒトゲノム」はヒトの�遺伝情報の１セット�をいい、ヒトの⽣命の「設計図」とた

http://www.naro.affrc.go.jp/archive/nias/genome/rice/
http://rgp.dna.affrc.go.jp/J/index.html
http://rgp.dna.affrc.go.jp/J/index.html
http://rgp.dna.affrc.go.jp/J/IRGSP/index.html
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/rinri/hginf628.htm


とえられるものです。�

ゲノム創薬	

http://www.kenq.net/dic/45.html�

【ゲノム創薬とは】�

ゲノム創薬とは�ゲノム�情報を利⽤して、新しい薬やより効果が⾼く副作⽤の少ない薬を開発する分野です。�

従来の創薬は、研究者の経験や類似の病気に対する薬剤の情報等をもとに膨⼤な種類の候補化合物を合成し試験

するという⼿法が⼀般的であり、実⽤化に⾄るまでに⻑い期間と労⼒を要してきました。�

それに対し、�ゲノム�情報が蓄積され、その情報を活⽤する技術が急速に発達した近年では、病気と関連する遺伝

⼦を特定しその遺伝⼦や、コードされているタンパク質をコントロールできる薬の開発を⾏う「ゲノム創薬」が

薬の開発⼿法の主流になりつつあります。�

	

農薬取締法	
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000082	
昭和⼆⼗三年法律第⼋⼗⼆号	

農薬取締法	
	

http://www.kenq.net/dic/45.html
http://www.kenq.net/dic/24.html
http://www.kenq.net/dic/24.html
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000082


ISO名	

https://www.pesticide-name.jp/	

	 ISOコモンネームとは、⼈が⽣まれた時お七夜までに名前をつけるように、新しい農薬が作ら
れた時に付ける国際名称です。ISO(国際標準化機構)は、各国の⼯業規格の国際標準化作業を
⾏っている国際機関であり、農薬の⼀般名についても、国際規格の⼀つとしてISOコモンネーム
を命名しています。ISOコモンネームは、商品名とは異なり、学術、⾏政、科学等の分野で誰で
もが⾃由に使える農薬の国際的な⼀般名です。	

カーバメート系農薬	

http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no7/�

カーバメート剤は、カラバル⾖の成分で、カーバメートの⼀種であるフィゾスチグ

ミンにヒントを得て殺⾍剤として使われるようになった。カーバメート剤は有機リ

ン剤と同じくコリンエステラーゼ(ChE)阻害作⽤によって毒作⽤を現す。製剤は希

釈して散布する乳剤、⽔和剤とそのまま散布する粉剤があり、乳剤は農薬成分以外

https://www.pesticide-name.jp/
http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no7/


に有機溶剤と界⾯活性剤を含有するため、これらの毒性にも注意が必要である。��

カーバメート基

https://www.chem-station.com/odos/2009/06/-carbamate-protection.html	ア
ミンはその塩基性・求核能の⾼さゆえさまざまな反応を起こしやすい。多段階変換過程

においては、これを減ずるべく	電⼦求引性の官能基を⽤いて保護	するのが常套⼿段であ
る。とくに	カルバメート系保護基	は汎⽤性・簡便性の⾯で優れており、アミド・スルホ
ンアミド系保護に⽐べて脱保護が容易というメリットがある。ペプチド合成を主とし

て、あらゆる場⾯で⽤いられる。�

フェノブカルブ(BPMC)�

https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun/rv/h61_fenobcarb.pdf�

フェノブカルブ（ＢＰＭＣ）は、カーバメート系の殺⾍剤であり、その作⽤機構は�

コリンエステラーゼ阻害作⽤によるものと考えられている。本邦での初回登録は�

1968�年である。��

https://www.chem-station.com/odos/2009/06/-carbamate-protection.html
https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun/rv/h61_fenobcarb.pdf


メソミル�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9F

%E3%83%AB�

メソミル�（	methomyl	）は、⽶国	デュポン	社が開発した	カルバメート	系の	殺⾍剤	。⻘⾊
の粉末で、弱い硫⻩臭がある。⽇本国内では	1970年	に登録され、「ランネート」などの
商品名で販売されている。主に野菜畑において、	ハスモンヨトウ	をはじめとした⼤型害
⾍に対し、⽔和剤として使⽤される。�

ジチオカーバメート系薬剤�

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002y0iy-att/2r9852000002y

0vp.pdf�

ジチオカルバメート系農薬は、野菜，果樹⽤の殺⾍殺菌剤として広く使⽤されてお

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9F%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%BD%E3%83%9F%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%87%E3%83%A5%E3%83%9D%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%90%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1970%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%82%B9%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%A8%E3%83%88%E3%82%A6
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002y0iy-att/2r9852000002y0vp.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002y0iy-att/2r9852000002y0vp.pdf


り、使⽤量が多�い農薬である��

チオカーバメート基�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1898/69/4/69_4_766/_article/-

char/ja/�

ジチオカーバメート基を含むポリエチレンイミンの合成と反応�

ジネブ�

�

https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1898/69/4/69_4_766/_article/-char/ja/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/nikkashi1898/69/4/69_4_766/_article/-char/ja/


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%83%96	

ゴム	の添加剤として使⽤される。	農業⽤殺菌剤	として	1952年	4⽉21⽇に	農薬	登録され、
「オーセン」や「ダイファー」の商品名で	野菜	や	花卉	の	べと病	や	さび病	、果樹の	⿊点病
や	炭疽病	に使われた	[1]	が、	2005年	12⽉13⽇	に登録が失効した	[2]	。�

チウラム�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A9

%E3%83%A0�

チウラム�	(thiuram)	または	チラム		(thiram)	とは、ジチオカーバメート系の	殺菌剤	、ある
いは	⿃	に対する	忌避剤	として	農薬	などの⽤途で広く⽤いられてきた化合物である。別名
を「テトラメチルチウラムジスルフィド	(tetramethylthiuram	disulfide)」という。	蒸気圧
は	25	℃	で	1.725	×	10	−5		mmHg	と、無視できるほど⼩さい。⽔にはほとんど溶けず、25	
℃	での溶解度は	30	mg/L	である。主要な⽤途は農薬（殺菌剤、忌避剤）のほか、	ゴム
製造における	加硫促進剤	が挙げられる。�

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%83%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%8F%8C%E5%89%A4_(%E8%BE%B2%E8%96%AC%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1952%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E8%8F%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8A%B1%E5%8D%89%E5%9C%92%E8%8A%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%B9%E3%81%A8%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%81%95%E3%81%B3%E7%97%85&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%BB%92%E7%82%B9%E7%97%85&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%82%AD%E7%96%BD%E7%97%85_(%E6%A4%8D%E7%89%A9%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97)&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%83%96#cite_note-Sanseido-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%83%96#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%A6%E3%83%A9%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%8F%8C%E5%89%A4_(%E8%BE%B2%E8%96%AC%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B3%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%8C%E9%81%BF%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%92%B8%E6%B0%97%E5%9C%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%A0%E7%A1%AB%E4%BF%83%E9%80%B2%E5%89%A4


マンネブ�

https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83

%96-1421535�

⻩⾊の吸湿性結晶で，ウリ類の炭疽（たんそ）病，疫病，アブラナ科の⿊

斑病，⽩斑病，べと病，ネギ類のべと病，⿊斑病，銹（さび）病，イチゴ

の灰⾊かび病など野菜類の病害の防除に⽤いられる。類似の構造ならびに

殺菌活性を有するマンネブ(商品名マンネブダイセン)，マンゼブ(商品名ジ
マンダイセン)，アンバム(商品名ダイセンステンレス)，ポリカーバメート
(商品名ビスダイセン)などの殺菌剤も広く使⽤されている。これらは細胞
のエネルギー代謝をはじめ，⽣体における⽣化学反応において重要な役割
を果たしているSH酵素の活性を阻害することによって殺菌⼒を⽰す。	

ジフェニルエーテル系農薬	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%

83%8B%E3%83%88%E3%8�3%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3	

クロルニトロフェン（	英	:	Chlornitrofen）は	ジフェニルエーテル	系	有機塩素化合物	の⼀種。

https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%96-1421535
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%96-1421535
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%88%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9


CNPと略記される。以前	除草剤	として使⽤された。	

アシフルオルフェン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%8
2%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3	
アシフルオルフェン	(acifluorfen)は、	除草剤	の⼀つ。	被⼦植物	の	雑草	に効果があり、	⼤
⾖	、	落花⽣	、	エンドウ	、	イネ	の栽培に使われる	[2]	。モービル・ケミカル社（現		バイエル
クロップサイエンス社	）及び	ローム・アンド・ハース	（	英語版	）	社により開発された	ジ
フェニルエーテル	系除草剤であり、	ナトリウム	塩として利⽤される。	プロトポルフィリ
ノーゲンオキシダーゼ	阻害剤	の作⽤を持ち、茎葉及び根から吸収されるが、体内移⾏は
ほとんどない。アメリカ合衆国では	1980年	に初回農薬登録されている	[3]	
	
ビフェノックス	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83
%83%E3%82%AF%E3%82%B9	

ビフェノックスは	プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ	阻害剤である。雑草の幼芽や
若い葉に作⽤して	細胞膜	を破壊し、	過酸化物	を放出する。	光合成	を阻害する作⽤も持つ
[3]	。	

アメリカの	モービルケミカル	が開発した薬剤で、⽇本では	1981年	11⽉5⽇に	農薬登録	を
受けた。	⽔⽥	の	ノビル	や	マツバイ	に適⽤され、	⽥植え	前後に散布される。商品名は単剤
の「ウィーラル」「モーダウン」、混合剤の「アップランダー」や「プレカット」など

がある	[4]	。	

	
ホメサフェン	
https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cpd_ja:C18736	
ホメサフェン;	
Fomesafen	
	

組成式	 C15H10ClF3N2O6S	

質量	 437.99	

分⼦量	 438.7629	

	

トリクロルピリジル系農薬	
http://www.lst.hokkai-s-u.ac.jp/~kubo/pdf/Env9.pdf	
化学農薬の化学構造による分類	•	カルバメート系	•	ジチオカルバメート系	•	ジフェニルエー
テル系	•	天然物系	•	トリクロルピリジル系	•	トリアジン系	•	ピレステロイド系	•	フェノキシ
系	•	有機塩素系	•	有機⽔銀系	•	有機スズ系	•	有機リン系の各薬剤	•	抗⽣物質	•	⽣物農薬	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AD%90%E6%A4%8D%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%91%E8%8D%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B1%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%B1%86
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%90%BD%E8%8A%B1%E7%94%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%8D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AB_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%AB_(%E4%BC%81%E6%A5%AD)
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BB%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%BB%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%82%B9&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Rohm_and_Haas
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%83%86%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8A%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B5%E7%B4%A0%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/1980%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%B7%E3%83%95%E3%83%AB%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%88%E3%83%9D%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AA%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%82%B2%E3%83%B3%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%80%E3%83%BC%E3%82%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%B0%E8%83%9E%E8%86%9C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%8E%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#cite_note-3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%93%E3%83%AB_(%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89)
https://ja.wikipedia.org/wiki/1981%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E8%96%AC%E5%8F%96%E7%B7%A0%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%93%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%84%E3%83%90%E3%82%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B0%E6%A4%8D%E3%81%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9#cite_note-uemura-4
https://www.genome.jp/dbget-bin/www_bget?cpd_ja:C18736
http://www.lst.hokkai-s-u.ac.jp/~kubo/pdf/Env9.pdf


	
ビリジン環	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3	
ピリジン		(pyridine)	は化学式	C	5	H	5	N、分⼦量	79.10	の	複素環式芳⾹族化合物	のアミンの
⼀種である。	ベンゼン	に含まれる6つの	C−H	構造のうち1つが窒素原⼦に置き換わった
構造をもつ。	融点		−41.6℃、	沸点		115.2℃。腐り果てた⿂のような臭いを発する	液体	で
ある。	
	
トリクロピル	
http://www.mbc-g.co.jp/product/150.html	
トリクロピルは、オーキシン阻害系の除草剤で、茎葉により吸収され植物体内の⽣⻑の盛んな部

位に移⾏して細胞分裂・伸⻑を阻害し、植物体全体を枯死に⾄らせます。	

ピクロラム	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%
A0-1398242	
2,4-DやMCPなどのフェノキシ酢酸系除草剤はホルモン型除草剤で広葉雑草
を枯らし，イネ科植物には効果が弱く，⽇本では⽔⽥のイネ⽣育中期の除

草剤として⽤いられることが多く，このほか芝⽣の雑草防除にも⽤いられ

る。	
	
トリアジン系農薬	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B
8%80%E8%A6%A7	

トリアジン系	[	編集	]	

● CATまたはシマジン	
シマジン	

● シアナジン（cyanazine）	
草退治粒剤（他剤も含有）、シバキープⅡ粒剤（他剤も含有）	

● アトラジン	
ゲザプリム	

● プロメトリン	[2]	

ゲザガード50、サターンバアロ乳剤／粒剤（ベンチオカーブとの合剤）、コダール
⽔和剤（メトクロラール⽔和剤との合剤）、ピンサイド乳剤（IPCとの合剤）	[3]	

● トリアジフラム	
シバキーププラスα（他剤も含有）	

	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AA%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E7%B4%A0%E7%92%B0%E5%BC%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%9E%8D%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B8%E7%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E4%BD%93
http://www.mbc-g.co.jp/product/150.html
https://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%A0-1398242
https://kotobank.jp/word/%E3%83%94%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%A9%E3%83%A0-1398242
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7&action=edit&section=8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%9E%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7#cite_note-3


トリアジン環	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%8
3%B3	
トリアジン		(triazine,	C	3	H	3	N	3	)	は	複素環式化合物	の⼀種で、窒素を3個含む不飽和の6員環
構造を持つもの。	窒素	原⼦の位置が異なる異性体として	1,2,3-トリアジン、1,2,4-トリ
アジン、1,3,5-トリアジンの3種がある。	
	
アトラジン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83
%B3	
アトラジン	（Atrazine,	2-chloro-4-(ethylamine)-6-(isopropylamine)-s-triazine）はs-	トリア
ジン	環を持つ	有機化合物	。	欧州連合	では使⽤が禁じられているが、世界で最も多く使わ
れる	除草剤	の⼀つ。「アトラジン」の名称以外にも商品名で呼ばれることも多い（	⽇本
では	シンジェンタ	から「ゲザプリム®」の名で市販されている）。	
	
シアナジン	
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/rv/sianajin.pdf	
シアナジンは、トリアジン系の除草剤であり、その作⽤機構は緑⾊植物の光合成	の阻害で
ある。		
	
シメトリン	
https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun/rv/s02_simetryn.pdf	
シメトリンは、メチルチオトリアジン系の除草剤であり、本邦における初回登録	は	1969	年
である。		
	
ピレスロイド系農薬	
http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm	

ＢＣ� 合成ピレスロイド� アーデント�、�アグロスリン�、�アディオン�、�ガードベイトＡ�、�サイ

ハロン�、スカウト、�テルスター�、�トレボン�、バイスロイド、

フォース�、マブリック、ロディー�

	
アレスリン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%8
3%B3	
アレスリン	（allethrin、	アレトリン	）類は、	殺⾍剤	として使⽤される⼀対の合成化合物
である。アレスリン類は、天然において	キク属	の花から⾒出される化学物質の合成体、
合成	ピレスロイド	である。これらは1949年に、Milton	S.	Schechterによってアメリカ合
衆国において初めて合成された	[1]	。アレスリン類は初めて合成されたピレスロイドであ
る。	
	
フェンパレレート	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajsaez/47/0/47_0_39_1/_pdf	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A4%87%E7%B4%A0%E7%92%B0%E5%BC%8F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AC%A7%E5%B7%9E%E9%80%A3%E5%90%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%BF
https://www.env.go.jp/water/dojo/noyaku/odaku_kijun/rv/sianajin.pdf
https://www.env.go.jp/water/sui-kaitei/kijun/rv/s02_simetryn.pdf
http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm
http://www.greenjapan.co.jp/adento_s.htm
http://www.greenjapan.co.jp/agrom_s.htm
http://www.greenjapan.co.jp/adion_n.htm
http://www.greenjapan.co.jp/guardbait_a.htm
http://www.greenjapan.co.jp/saiharon_n.htm
http://www.greenjapan.co.jp/saiharon_n.htm
http://www.greenjapan.co.jp/terustar_s.htm
http://www.greenjapan.co.jp/torebon_kdl.htm
http://www.greenjapan.co.jp/force_r.htm
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%82%AF%E5%B1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AD%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%B3#cite_note-1
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ajsaez/47/0/47_0_39_1/_pdf


コナガをフェンパレレートの亜致死薬量で処理すると	，産卵数が増加．	するが	（ｈ	ｏｒ
⽫ｏ１ｉ昌ｏ昌ｉ呂）	，阿時に卵サイズが⼩型化する	．この⼩卵	，またはそれらから’	艀
化した幼	⾍は	，無処理のものより乾燥	，⾼温条件下では⽣存率が低下する	．	
	
パルメトリン	
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpestics/advpub/0/advpub_D13-052/_article/-char/ja	

トビイロウンカにおけるパルメトリンによるビテロジェニン遺伝⼦

発現の活性化�

�
有機リン系農薬	
http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no6/	
有機リン系農薬(主として殺⾍剤)は，コリンエステラーゼの作⽤を阻害して，神経

終末での神経伝達物質であるアセチルコリンの分解を阻害するため，アセチルコリ

ンの過剰刺激様症状が現れる．�

�
有機リン酸構造	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8
C%96%E5%90%88%E7%89%A9	
有機リン化合物	（ゆうきリンかごうぶつ、	organophosphorus	compound）は	炭素	−	リン
結合を含む	有機化合物	の総称である。リンは	窒素	と同じく	第15族元素	であり、それらを
含む化合物は共通の性質を持つことが多い	[1]	[2]	。	
	
ジクロルボス(DDVP)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AB%E3%8
3%9C%E3%82%B9	
ジクロルボス	（dichlorvos）とは分⼦式	C	4	H	7	Cl	2	O	4	Pで表される	有機リン化合物	の	殺⾍剤
である。	ジメチル2,2-ジクロルビニルホスフェイト	ともいい、略称は		DDVP		である。	
	
ダイアジノン	
http://www.greenjapan.co.jp/diajinon_r5.htm	
■有効成分：ダイアジノン・・・5.0％�

■性状：類⽩⾊細粒�

■毒性：普通物�

■有効年限：4年�

■包装：3kgｘ8袋、20kgｘ1袋�

■作⽤機構分類：�IRAC��1B［ダイアジノン］	
	
マラソン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%B3	
マラソン	（	英語	:	marathon）は、	陸上競技	の	⻑距離⾛	のひとつで、42.195	km	の	公道コー
ス	を⾛り、順位や時間を競う種⽬である。	古代ギリシア	の	故事	に由来して、第1回近代
オリンピックの創設に伴い陸上の新種⽬とされたことから始まった。	
	
フェニトロチオン(MEP)	

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpestics/advpub/0/advpub_D13-052/_article/-char/ja
http://jsct-web.umin.jp/shiryou/archive2/no6/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%A9%E3%82%BD%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%B8%E4%B8%8A%E7%AB%B6%E6%8A%80
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E8%B7%9D%E9%9B%A2%E8%B5%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%81%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E9%81%93%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%B9
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%85%E4%BA%8B


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8B%E3%83%88%E3%
83%AD%E3%83%81%E3%82%AA%E3%83%B3	
フェニトロチオン	（	MEP	とも。	英称	Fenitrothion	）は	有機リン	・	有機硫⻩	系	殺⾍剤	の⼀
種。1959年から使⽤されている	[2]	。	スミチオン	の商品名で知られる。	
	
フェノキシ農薬	
https://ja.wikipedia.org/wiki/2,4,5-%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%AF%E3%83%AD%
E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%8E%E3%82%AD%E3%82%B7%E9%85
%A2%E9%85%B8	

2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	（—さくさん、2,4,5-trichlorophenoxyacetic	acid,	略称	
2,4,5-T	）は、現在認可されていない広葉⽤	除草剤	・化学合成農薬である。	2,4-ジクロロ
フェノキシ酢酸	（2,4-D）と構造的に似通っており、2,4-D同様、	植物ホルモン	である
オーキシン	様の作⽤を⽰す。除草の仕組みも同様であるが、2,4-Dよりも	イネ科	植物へ
の作⽤が⼤きい。また、ミカン、リンゴなどの落果防⽌、果実肥⼤の効果もある。	

ベトナム戦争	で使⽤された枯葉剤は	2,4,5-T	と2,4-Dの混合物であるが、合成過程で	ダイ
オキシン	類の⼀種2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-p-ジオキシン(TCDD)を⽣成し、さらに
⼀般の2,4,5-T剤よりTCDDをはるかに多く含んでいたため問題となった。	

	
ベンゼン環	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%99%E3%83%B3%E3%82%BC%E3%83%B3%E7%92%
B0-626391	
ベンゼン	などの	芳⾹族化合物	に含まれる、6個の	炭素	原⼦	からなる正六⾓
形の構造。炭素の	六員環	。略記法では、炭素および	⽔素	原⼦を省略して⽰
す。	ベンゼン核	。	
	
有機酸	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E9%85%B8	
有機酸	（ゆうきさん、Organic	acid）は、	有機化合物	の	酸	の総称である。ほとんどの有
機酸は	カルボン酸	であり、	カルボキシル基	(-COOH)	を持つ。	スルホン酸	は⽐較的強い
有機酸で	スルホ基		(-SO	3	H)	を持つ。また他にも、	ヒドロキシ基	、	チオール基	、	エノール
を特性基として持つ弱酸性化合物が知られるが、⼀般に	⽣化学	ではこれらだけを含む化
合物は有機酸とは呼ばない。	
	
「2,4-D」	
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/00002102
41.pdf	
2,4-D（案）	今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づく適⽤拡⼤申請に伴う基
準値設定依	頼及び関連企業から「国外で使⽤される農薬等に係る残留基準の設定及び改正
に関する指針	について」に基づく残留基準の設定要請がなされたことに伴い、⾷品中の農
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。	
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https://kotobank.jp/word/%E7%82%AD%E7%B4%A0-95199#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89
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チオウレア系農薬	
	
従来の殺⾍剤と異なるチオウレア系の殺⾍剤です。他の系統に抵抗性をもった害⾍に⾼い効

果を⽰します。	
チャトゲコナジラミやチャノナガサビダニ、チャノホコリダニにも⾼い効果を⽰します。	
	
	
http://www.shinoharasyoten.com/other/index.html	
	
	
	

系統名� 主な薬剤名�

	

チオウレア� ガンバ�

	
	
ネオニコチノイド系農薬	
	
https://www.actbeyondtrust.org/project-neonico/	
ハチの⼤量死、⾚とんぼの激減の原因のひとつといわれているネオニコチノイド系農薬。タ

バコに含まれるニコチンに似た成分（ネオニコチノイド*）をベースとする殺⾍剤です。
1990年代に登場し、現在世界で⼀番使われている殺⾍剤といわれています。環境への影響
だけでなく、神経発達障害との関連など⼈への影響も明らかになりつつあります。海外では

規制強化の動きが⾒られますが、⽇本ではむしろ緩和の⽅向に向かっており、近年、環境保

護団体や研究者などから規制強化や適正な影響評価を求める声があがっています。	
	
	
	
http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm	

系統名� 薬剤名�

	

ネオニコチノイド� アクタラ�、�ア

ドマイヤー�、

アルバリン�、

スタークル、

ダントツ�、�バ

リアード�、�ベ

ストガード�、

マツグリー

ン、�モスピラ

ン�

http://www.shinoharasyoten.com/other/index.html
https://www.actbeyondtrust.org/project-neonico/
http://www.greenjapan.co.jp/noyak_ketobunrui.htm
http://www.greenjapan.co.jp/akutara_r5.htm
http://www.greenjapan.co.jp/adomaiya_f.htm
http://www.greenjapan.co.jp/adomaiya_f.htm
http://www.greenjapan.co.jp/arubarin_r.htm
http://www.greenjapan.co.jp/dantotsu_r.htm
http://www.greenjapan.co.jp/bariado_ks.htm
http://www.greenjapan.co.jp/bariado_ks.htm
http://www.greenjapan.co.jp/bestguard_r.htm
http://www.greenjapan.co.jp/bestguard_r.htm
http://www.greenjapan.co.jp/mospiran_sy.htm
http://www.greenjapan.co.jp/mospiran_sy.htm


	 	

	 	

	 	

	


