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カスガマイシン

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82
%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3	
	
カスガマイシン	（	英			Kasugamycin	）は	抗⽣物質	の⼀種で、主に	農業⽤殺菌剤	として利⽤
される。	CAS番号	は6980-18-3。	
	
バリダマイシン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%80
%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3	
	
バリダマイシン(Validamycin)は、Streptomyces	hygroscopicusが⽣産する抗⽣物質、殺菌剤
である。トレハラーゼの阻害剤として⽤いられる[1]。コメの紋枯病やキュウリの⽴ち枯れ
病のコントロールに⽤いられる。	
	
d-リモネン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83
%8D%E3%83%B3	
リモネン		(limonene)	は、	柑橘類	の	⽪	に含まれる代表的な単環式	モノテルペン	である。
化学式	がC	10	H	16	で表され、	分⼦量	は136.23	g/molである。無⾊透明の液体。キラル化合
物であり、いずれのエナンチオマーも⽣合成されるが、強いレモン臭がするのは	D	-リモ
ネン（(+)-リモネン）の⽅である。なお、	ラセミ体	は	ジペンテン	とも呼ばれる	[1]	。	消防
法	に定める第4類危険物第2⽯油類に該当する	
	

ヤシ油	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%B7%E6%B2%
B9	
ヤシ油	（	椰⼦油		 ヤシゆ）とは	ココヤシ	から作られる	油脂	、すなわち	ココナッツオイル	
(coconut	oil)	のことを指す。ココヤシ	果実	（	ココナッツ	）の巨⼤な	種⼦	内部の	胚乳	から
抽出精製されるものである。	

ただし	アブラヤシ（パームヤシ）	の果⾁から作られる	パーム油	も「ヤシ油」と呼ばれる
ことがある。	

本項ではココヤシ油脂のほか、アブラヤシの種⼦から採取され性質が類似する	パーム核
油	（	Palm	kernel	oil	）についても記述する。	

	
	
	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%AC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%AA
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/CAS%E7%95%AA%E5%8F%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%80%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9F%91%E6%A9%98%E9%A1%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%AE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%8E%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E9%87%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%BB%E3%83%9F%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%8D%E3%83%B3#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E9%98%B2%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%B7%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A4%E3%82%B7%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%A4%E3%82%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%B9%E8%84%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%9C%E5%AE%9F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%83%9A%E4%B9%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%A4%E3%82%B7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E6%B2%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_kernel_oil


	
バチルス菌	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%AF%E8%8D%89%E8%8F%
8C	
枯草菌	（	こそうきん	、	Bacillus	subtilis	）は、⼟壌や植物に普遍的に存在し、	反芻動物
やヒトの胃腸管に存在する	グラム陽性	の	カタラーゼ	陽性の	細菌	である。⽚仮名表記では
しばしば	バチルス・サブティリス	[1]	か	バシラス・サチリス	[2]	が使⽤される。学名の	ラテ
ン語	をそのままカナ⾳写すると「バキッルス・スプティーリス」に近い。バキッルスが
⼩さな棒、スプティーリスが細い、という意味である。	
	
	
	

BT剤	
https://ja.wikipedia.org/wiki/BT%E5%89%A4	
BT剤	とは、天敵微⽣物を利⽤した⽣物農薬（殺⾍	剤	）の⼀種。	細菌のバチルス・
チューリンゲンシス（Bacillus	thuringiensis;		BT	）を⽤いており、菌の産⽣する結晶
性タンパク質、胞⼦、両⽅の混合されたものがある。	チョウ⽬、ハエ⽬、コウチュ
ウ⽬の幼⾍に有効。	
	
	
	

茎葉処理剤	
http://japr.or.jp/zasou/index.html	
茎葉処理剤は雑草の地上部にかけることで葉や茎の表⾯から吸収され、雑草を枯らします。

散布後、数時間以内に変⾊やしおれ等の症状の現れる即効的な薬剤から、はっきりとした効

果が現れるのに⼀週間以上かかる遅効的なものもあります。		
	
シュードモナス菌	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%
BC%E3%83%89%E3%83%A2%E3%83%8A%E3%82%B9%E5%B1
%9E	
	
シュードモナス属（-ぞく、Pseudomonas）とは、プロテオバクテリア⾨ガンマプロテ
オバクテリア綱シュードモナス科英:	Pseudomonadaceaeに属する、グラム陰性好気性
桿菌の属である[1]。本来のラテン語読みであるプセウドモナスと呼ばれることもある
（シュードモナスは英語発⾳に近い）。病院内において多剤耐性を獲得しその感染症が

問題になる緑膿菌（P.	aeruginosa）を含む。シュードモナス属である菌株をシュードモ
ナス属菌英:	pseudomonadという。現在、218の種と18の亜種が知られている[2]。	
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トリコデルマ菌	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%82%
B3%E3%83%87%E3%83%AB%E3%83%9E	
	
トリコデルマ		(	Trichoderma	)	は、	フンタマカビ綱	ボタンタケ⽬	ボタンタケ科	に属する	⼦
嚢菌	。無性世代では緑⾊の胞⼦を形成することから	ツチアオカビ	の名で呼ばれることも
ある。⼀⽅、有性世代では球形の⼦実体（キノコ）を作り	ボタンタケ	と呼ばれる。森林
⼟壌などに普通に⾒られるが、時にキノコ栽培に被害を与える	[2]	。	
	
	
⾮選択性除草剤	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=14460	
散布する場所に⽣育する雑草をすべて防除することを⽬的とした除草剤で、ほとんどの種類の植

物に有効な除草剤。宅地、駐⾞場、道路、鉄道、公園、運動場などで有⽤植物を植えていない場

所に使⽤されるほか、畑や⽔⽥では作物の周辺部分や畝間に作物にかからないように⽤いたり、

播種前や収穫後といった作物のない時期に散布したりする。主な除草剤には、	⼟壌処理	効果のな
いグリホサート、ビアラホス、グルホシネート、ジクワット・パラコートなどと、	⼟壌処理	効果
のあるブロマシルなどがあり、場⾯によって使い分ける。作物の⽣育期にイネ科と	広葉雑草	が同
時に発⽣したときに、	⾮	選択性除草剤	を作物に⾶散しないようにカバーを付けて畝間処理するこ
ともある。	
	
接触型	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=12914	
	
植物体内における移動性がきわめて⼩さく、薬剤に接触した部位のみ、または接触部位

とそのごく近傍のみに作⽤を現わす除草剤。移⾏性除草剤の対語。⼟壌処理除草剤で

は、トリフルラリン、オキサジアゾンなどが、茎葉処理除草剤ではパラコート、ジク

ワットなどがこれにあたる。即効性の除草剤が多く、急速な植物組織の破壊が移⾏性の

乏しさの⼀因と考えられている。茎葉処理によって⾼い殺草効果を得るには雑草の茎葉

全体にわたって薬剤を付着させる必要があるが、地下部が発達した多年⽣雑草や⼤型の

⼀年⽣雑草に対しては効果が劣る。その反⾯、地下部まで枯殺可能な移⾏性除草剤とは

異なり裸地化をまねく危険性が低いことから、⽔⽥畦畔など裸地化による崩壊が懸念さ

れるような場所では移⾏性除草剤よりも適⽤場⾯は広い。	
	
移⾏型	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=10255	
茎葉や根部から吸収され、植物の通導組織を通じて、蒸散流や光合成産物の移動とともに植物体

内を移⾏して殺草作⽤を発現する除草剤。吸収移⾏型除草剤と同義であり、	接触型除草剤	と対
語。除草剤は⼟壌または茎葉部に散布された後、根、葉表⾯、幼芽部から除草剤分⼦が侵⼊す

る。	
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ジベレリン	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%99%E3%
83%AC%E3%83%AA%E3%83%B3	
ジベレリン	（ギベレリン、英語:	gibberellin、ドイツ語:	Gibberelline、略称:		GA	）はある
種の	植物ホルモン	の総称である。⽣⻑軸の⽅向への	細胞	伸⻑を促進させたり、	種⼦	の	発
芽	促進や休眠打破の促進、	⽼化	の抑制に関わっている。また、	オーキシン	の作⽤を⾼め
ることも分かっている。⽇本⼈技師、	⿊沢英⼀	が世界で初めて発⾒した植物ホルモンで
あり、		藪⽥貞治郎	が	結晶化	と	構造決定	をした。	

2009年12⽉現在、136種類が確認されており	[1]	（現在も発⾒が続いている）、ジベレリ
ン	A	1		(GA	1	)	からジベレリン	A	136		(GA	136	)	と命名	[2]	されている。農薬として⽤いる場合は
特に	ジベレリン	A	3		(C	19	H	22	O	6	)	をジベレリンと称することがあり、「ジベレリン」もし
くは「ジベラ」として販売されている。⽣産量、消費量ともジベレリンのうち、A	3		が
最⼤である。	

	

忌避剤	
https://www.probuster.jp/products/kihi/	
忌避剤(きひざい)は害⾍・害獣が嫌うニオイや成分で、対象⽣物が近寄らないよう

にするために使⽤します。�

弊社の忌避剤は固形のものから粒状、ゲルタイプまで幅広い形状を取り扱っており

ます。�

それぞれの特徴を⽣かし、状況に合った製品をお選びください。	

	

安息⾹酸	

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%89%E6%81%AF%E9%A6%99%
E9%85%B8	
安息⾹酸	（あんそくこうさん、	英	:	benzoic	acid、	独	:	Benzoesäure）は	芳⾹族化合物	で
あり、特に芳⾹族	カルボン酸	である。	ベンゼン	の	⽔素原⼦	1個が	カルボキシ基	に	置換	さ
れた構造を持つ。⽔に溶かすと酸性を⽰し、	p	K	a		は	4.21	である。	

安息⾹酸の	カルボキシル基	に対してオルト位の⽔素原⼦が	ヒドロキシル基	に置換される
と、	サリチル酸	となる。	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E7%B4%A0%E5%8E%9F%E5%AD%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%82%AD%E3%82%B7%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BD%AE%E6%8F%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E8%A7%A3%E9%9B%A2%E5%AE%9A%E6%95%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%9C%E3%83%B3%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%92%E3%83%89%E3%83%AD%E3%82%AD%E3%82%B7%E3%83%AB%E5%9F%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%81%E3%83%AB%E9%85%B8


	

誘引剤	

https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E5%89%A4-144
590	

動物を誘引する	薬剤	。昆⾍に対する誘引剤が最もよく研究されている。誘
引は⾷物誘引，産卵誘引，性誘引に分けられる。⾷物誘引と産卵誘引は，

ある昆⾍が特定の⾷物あるいは産卵場所に誘引されるもので，両者が区別

できないこともある。性誘引は異性が誘引されるもので，最近，	性フェロ
モン	の研究が進み，それが性誘引剤として実⽤化されるようになった。	
	
	
⾷物誘引物質	
https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E7%89%A9%E8%
B3%AA-144591	
	
動物が体外に放出して，	同種	の他個体の⾏動に極微量で影響を及ぼす物質
を	フェロモン	と総称するが，それらのうち，他個体を引寄せる効果をもつ
ものを誘引物質という。昆⾍の雌が分泌して雄を誘引する性誘引物が代表

的であり，	カイコガ	や	マイマイガ	の場合には，物質としての同定も完了し
ている	(それぞれボンビコルおよびジプトル)	。また必ずしも性的誘引とは
関係なしに同種の個体を集合させるゴキブリの集合フェロモンなども知ら

れている。	
	
ゲラニオール

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%A9%E3%83%8B%E3
%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB	
	
ゲラニオール		(geraniol)	は	ゼラニウム	から発⾒された直鎖モノ	テルペノイド	の⼀種。
主にローズオイル、パルマローザ油、シトロネラ油に含まれる。また、	ゼラニウム	や	レ
モン	、いくつかの	精油	にも含まれている。無⾊または薄い	⻩⾊	の	液体	で、	⽔	には溶けな
いが多くの有機溶媒には溶ける。	バラ	に似た芳⾹を持ち、広く	⾹⽔	に使われている。ま
た、	モモ	、	ラズベリー	、	グレープフルーツ	、	リンゴ	、	プラム	、	ライム	、	オレンジ	、	レモ
ン	、	スイカ	、	パイナップル	、	ブルーベリー	のような芳⾹としても⽤いられる。	
	
展着剤	
https://www.nichino.co.jp/products/page_10009.html	
	
展着剤の役割と使い⽅	

https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E5%89%A4-144590
https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E5%89%A4-144590
https://kotobank.jp/word/%E8%96%AC%E5%89%A4-187099
https://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3-546228
https://kotobank.jp/word/%E6%80%A7%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3-546228
https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E7%89%A9%E8%B3%AA-144591
https://kotobank.jp/word/%E8%AA%98%E5%BC%95%E7%89%A9%E8%B3%AA-144591
https://kotobank.jp/word/%E5%90%8C%E7%A8%AE-580484
https://kotobank.jp/word/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3-123379#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%82%AC-42361
https://kotobank.jp/word/%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AC-135468
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B2%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BC%E3%83%A9%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B2%BE%E6%B2%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%BB%84%E8%89%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%B2%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%83%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%99%E6%B0%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%95%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%82%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%83%8A%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC
https://www.nichino.co.jp/products/page_10009.html


はじめに	
	
農薬を散布しても植物の葉や害⾍に散布液が付着せず、多くが流れ落ちてしまうことが

あります。実は植物や害⾍体表上には⽔を弾くワックスや⽷状の物質があり、散布液は

簡単には付着しません。特に付着し難い作物としてはキャベツやネギ、イネなどがあり

ます。	

展着剤は主成分の界⾯活性剤により、薬液の付着性や浸達性を⾼めたりし、農薬の効果

を⼀層安定させる働きがあります。	

界⾯活性剤には湿潤、吸湿、浸透、可溶化、乳化、分散、起泡、洗浄、吸着、⽪膜形

成、帯電防⽌、殺菌、防錆など様々な作⽤が有ります。	

この様な界⾯活性剤を使った⾝近な例としては家庭⽤の洗剤で、種類や⽤途にもよりま

すが、浸透、可溶化、乳化、分散、起泡、洗浄、殺菌などの作⽤が働き合い、その結果

として、いわゆる洗剤としての機能を発揮します。	

よく、乳剤を使うときには展着剤は⼊れる必要がないという話を聞くことがあります。

乳剤にも界⾯活性剤が⼊っておりますが、こちらの界⾯活性剤は有効成分を⽔に分散さ

せるためのもので展着剤に⼊っているものとは特性が異なりますので、薬液が付着し難

い作物には薬剤の効果を安定させるために剤型にかかわらず展着剤の加⽤をお薦めしま

す。	

検疫⽤燻蒸剤	
https://www.sanko-chemical.co.jp/fumigation/methyl-bromide.html	

臭化メチルは殺⾍殺菌剤として輸出⼊植物・⽊材の検疫くん蒸に使⽤され、また化学⼯業のメチル化

剤などに⽤いられています。くん蒸剤として最も理想に近い性質を持ち、あらゆる物品の殺⾍・殺菌�

に卓越した効果を発揮します。	
	
フッ素スルフリル	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E5%8C%96%E3
%82%B9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB	

フッ化スルフリル	（フッかスルフリル、	英	:	Sulfuryl	fluoride）は化学式SO	2	F	2	で表される
無機化合物	。分⼦構造は	C	2v	対称性	を持つ左右対称の	四⾯体形	で、分⼦間の距離は	硫⻩	-
酸素	間が140.5		pm	、硫⻩-	フッ素	間は150.3	pm。結合⾓度は酸素-硫⻩-酸素が124°、

フッ素-硫⻩-フッ素が96°	[1]	。		⼆酸化硫⻩	と	フッ素	との直接反応により⽣成する。	
	
リン化アルミニウム	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E3

https://www.sanko-chemical.co.jp/fumigation/methyl-bromide.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%AF%BE%E7%A7%B0%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%AF%BE%E7%A7%B0%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E5%AD%90%E5%AF%BE%E7%A7%B0%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E9%9D%A2%E4%BD%93%E5%BD%A2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%AB%E9%BB%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E5%8C%96%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%AB#cite_note-Holleman-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%A1%AB%E9%BB%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%83%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0


%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%
A0	

	

リン化アルミニウム	（燐化アルミニウム、リンかアルミニウム、	英⽂名称			Aluminium	
phosphide	）は、	リン	と	アルミニウム	からなり、	化学式	AlPで表される	無機化合物	。⼤
気中の⽔分と反応して	毒性	の強い	ホスフィン	(リン化⽔素)を⽣じるため、	殺⾍剤	の成分
として⽤いられる。	

選択性農薬	
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/know/chemicals_01.html	

第３章	 昔の今の農薬との違い	 	

選択制って、ご存知ですか？	

昔の農薬と今の農薬とを⽐べると、まず、「選択性」がずいぶん変わりました。選択性とは、防

除したい⽣物のみに作⽤して、農薬が効かないでほしい⼈間や畜産動物などの、⾮標的⽣物には

影響しないよう、その作⽤が標的を選択できることです。そうすると、⼈間にはまったく作⽤せ

ず、ピンポイントで標的⽣物に作⽤する農薬となるわけです。�

効率的に働く農薬であれば、少ない量でも効果があります。たとえば除草剤でいうと、1960年

代であれば1ha当たりkg単位で撒くのが⼀般的だったのですが、今ではわずか数g〜数⼗gで充

分に効果を発揮するなど、⾼活性な農薬になっています（グラフ「⾼活性（低負荷型）農薬の開

発」参照）。少ない量で済むので環境への負荷が減りますし、⼈間にもやさしい農薬だといえま

す。誤解していただきたくないのは、少ない量で効くこととは、⾮常に強⼒になり危険になった

ということではなく、⼈間以外の標的⽣物のみに選択的に効き、むしろ安全性が向上したという

ことです。�

(1)光合成阻害	

https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E9%98
%BB%E5%AE%B3%E5%9E%8B%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4-
1313520	

除草剤を阻害作⽤で分けたときの分類の⼀つ。植物が太陽エネルギーを利

⽤して⼆酸化炭素と⽔から炭⽔化物を⽣合成する光合成過程のなかで、光

エネルギーを化学エネルギーに変える過程（明反応）を阻害する除草剤で

ある。明反応を阻害することにより⼀重項酸素（反応性の⾼い活性酸素の

⼀種）が発⽣し、膜構造の破壊や葉緑体機能の喪失により、遅効的に除草

活性を発現する。その阻害部位により、光化学系 （反応中⼼が、基本的

にクロロフィルaの⼆量体であるP680）または光化学系 （反応中⼼が、基

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3%E5%8C%96%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A6%E3%83%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%A9%9F%E5%8C%96%E5%90%88%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AF%92
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://www.ajinomoto.co.jp/products/anzen/know/chemicals_01.html
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%9E%8B%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4-1313520
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%9E%8B%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4-1313520
https://kotobank.jp/word/%E5%85%89%E5%90%88%E6%88%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%9E%8B%E9%99%A4%E8%8D%89%E5%89%A4-1313520


本的にクロロフィルaの⼆量体であるP700）の電⼦の流れ（電⼦伝達）を
阻害する除草剤に分けられる。［⽥村廣⼈］	

	 (2)エネルギー代謝阻害	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%8
2%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E9%98%BB%E5%AE%
B3%E5%89%A4-1510350	

菌剤を病原菌の標的との相互作⽤で分けたときの分類の⼀つ。⽣物が⽣

⻑・成⻑するために必須(ひっす)の⽣体反応であるエネルギー獲得反応、
なかでも解糖系、ペントースリン酸回路やTCA回路（トリカルボン酸回
路・クエン酸回路）で、アミノ酸のシステインのSH基（スルフヒドリル
基、メルカプト基、チオール基ともいう）を触媒活性の中⼼とする酵素反

応、アセチル補酵素A（CoA）やリポ酸のSH基が関与する酵素反応、さら
に、重⾦属を因⼦とする酵素反応を阻害し、防除効果を発揮する殺菌剤の

総称。SH酵素阻害殺菌剤ともよばれる。	

機構(クエン酸回路）
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9
%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF	

クエン酸回路	（クエンさんかいろ）とは好気的	代謝	に関する最も重要な⽣化学反応回路
であり、	酸素	呼吸を⾏う⽣物全般に⾒られる。	1937年	に	ドイツ	の化学者	ハンス・クレブ
ス	が発⾒し、この功績により	1953年	に	ノーベル⽣理学・医学賞	を受賞している。	

解糖	や	脂肪酸	の	β酸化	によって⽣成する	アセチルCoA	がこの回路に組み込まれ、	酸化	さ
れることによって、	電⼦伝達系	で⽤いられる	NADH	などが⽣じ、効率の良い	エネルギー
⽣産を可能にしている。また	アミノ酸	などの	⽣合成	の	前駆体	も供給する。	

クレプス回路

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9
%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF	

クエン酸回路	（クエンさんかいろ）とは好気的	代謝	に関する最も重要な⽣化学反応回路
であり、	酸素	呼吸を⾏う⽣物全般に⾒られる。	1937年	に	ドイツ	の化学者	ハンス・クレブ
ス	が発⾒し、この功績により	1953年	に	ノーベル⽣理学・医学賞	を受賞している。	

解糖	や	脂肪酸	の	β酸化	によって⽣成する	アセチルCoA	がこの回路に組み込まれ、	酸化	さ
れることによって、	電⼦伝達系	で⽤いられる	NADH	などが⽣じ、効率の良い	エネルギー
⽣産を可能にしている。また	アミノ酸	などの	⽣合成	の	前駆体	も供給する。	

	

https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-1510350
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-1510350
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC%E4%BB%A3%E8%AC%9D%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-1510350
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%AC%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/1937%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%92%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%ABCoA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BC%9D%E9%81%94%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/NADH
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E9%A7%86%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%82%A8%E3%83%B3%E9%85%B8%E5%9B%9E%E8%B7%AF
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E8%AC%9D
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/1937%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%89%E3%82%A4%E3%83%84
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%83%96%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/1953%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E7%94%9F%E7%90%86%E5%AD%A6%E3%83%BB%E5%8C%BB%E5%AD%A6%E8%B3%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E7%B3%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%82%E8%82%AA%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%CE%92%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%ABCoA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%B8%E5%8C%96
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E5%AD%90%E4%BC%9D%E9%81%94%E7%B3%BB
https://ja.wikipedia.org/wiki/NADH
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%83%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9F%E3%83%8E%E9%85%B8
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%90%88%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E9%A7%86%E4%BD%93


TCAサイクル	
https://kotobank.jp/word/TCA%20%E5%9B%9E%E8%B7%AF-420001	

〖tricarboxylic	acid	cycle〗	

酸素呼吸の反応過程の⼀部。解糖系によって⽣じた活性状態の酢酸がオキサロ酢酸と結合し

てクエン酸となり、順次、呼吸酵素の働きによって⼆酸化炭素と⽔とに分解され、その際、

⽣活活動に必要なエネルギーを発⽣したりしながら再びオキサロ酢酸にもどる回路。クレブ

ス回路。クエン酸回路。トリカルボン酸回路。	
	
	
エネルギー産出機構	
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-00
8.html	

アデノシン三リン酸(ATP)は、アデノシンという物質に３つのリン酸基(P)が結合していま

す。ATP分解酵素の働きによってATPが加⽔分解すると、ひとつのリン酸基(P)がはずれて

ADP（アデノシン⼆リン酸）になり、その際にエネルギーを放出します。このエネルギーを

使って筋の収縮が⾏われます。筋繊維の中に蓄えられているATPの量はわずかなので、激し

い運動では短時間で使い果たしてしまいます。したがって⻑時間運動を続けるには、ADPか

らATPを再合成してATPを供給し続けなければなりません。�

この仕組みをエネルギー産⽣機構といいます。酸素を必要としない無酸素性（嫌気的）エネ

ルギー産⽣機構と酸素を消費する有酸素性（好気的）エネルギー産⽣機構のふたつに⼤別さ

れ、前者はさらにクレアチンリン酸機構と乳酸性機構に分かれます。�

(3)神経刺激伝達阻害	 	

http://hclab.sakura.ne.jp/nerve_phis_receptor.html	

神経細胞の軸索の末端と、それに接している細胞の	すき間の構造をシナプス	といい
ます。軸索の末端側を	シナプス前膜	、あるいは、前シナプス、シナプス前、等と呼
びます。軸索終末と相対する細胞側を	シナプス後膜	、あるいは、後シナプス、シナ
プス後、等と呼び区別します。	

有機リン剤	
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://kotobank.jp/word/TCA%20%E5%9B%9E%E8%B7%AF-420001
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-008.html
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/dictionary/exercise/ys-008.html
http://hclab.sakura.ne.jp/nerve_phis_receptor.html
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


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]	。	

リンは−3、−1、+1、+3、+5価の原⼦価をとりうる。⼀般に符号にかかわらず+3価と−3
価の酸化状態を	(III)	と表すことが多い。	IUPAC命名法	には配位数	δ	と結合数	λ	を⽤いた
ものがある。この命名法に従えば、ホスフィンは	δ	3	λ	3		の化合物となる。	

神経系・呼吸器系に対する毒性がある化合物が多いことから	第⼆次世界⼤戦	ごろから	殺
⾍剤	として	農薬	に使われている。「ホス(phos)」が付く農薬はたいてい有機リン剤であ
る（ただし	ホスゲン	は無関係）。また⼈への	神経毒性	が⾼い化合物も多いため、	神経ガ
ス	として	サリン	などが開発された。⼈の中毒症状としては縮瞳が特徴的である。	公衆衛
⽣学	、労働安全衛⽣、	労働災害	では、毒性のある化合物について特に	疾病	原因や	汚染	物
質として扱う。	

	

カーバメート系	 	

https://www.semco.net/products/pco.html	

カーバメート系	殺⾍剤はカルバミン酸がエステル化したもので、その作⽤機構は有
機リン	系	殺⾍剤と同様、コリンエステラーゼを阻害し、昆⾍を⿇痺させて殺⾍しま
す。	農薬では数多く使⽤されていますが、防疫⽤で使⽤されている成分の種類は限
られています。	

酵素(アセチルコリンエステラーゼ)	
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%8
3%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%B9
%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-25657	

アセチルコリン	をコリンと酢酸に加⽔分解する反応を触媒する	酵素	．	中枢神経，運
動神経，⾚⾎球などに存在する．	有機リン剤で阻害される．	中枢神経伝達物質とし
て分泌された	アセチルコリン	を分解して刺激を解除する	酵素	とされる．	

	

(4)ホルモン作⽤攪乱	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%88%86%E6%B3%8C%E6
%94%AA%E4%B9%B1%E7%89%A9%E8%B3%AA	

内分泌攪乱物質	（ないぶんぴつかくらんぶっしつ、	英語	:	endocrine	disruptor）とは、環
境中に存在する化学物質のうち、⽣体に	ホルモン	作⽤をおこしたり、逆にホルモン作⽤
を阻害するもの。2003年（平成15年）5⽉の	⽇本国政府	⾒解では、「内分泌系に影響を

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%82%AD%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%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/%E7%AA%92%E7%B4%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC15%E6%97%8F%E5%85%83%E7%B4%A0
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#cite_note-PCC-1
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#cite_note-2
https://ja.wikipedia.org/wiki/IUPAC%E5%91%BD%E5%90%8D%E6%B3%95
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%A4%A7%E6%88%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AE%BA%E8%99%AB%E5%89%A4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E8%96%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%82%B2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E6%AF%92%E6%80%A7
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%82%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E7%B5%8C%E3%82%AC%E3%82%B9
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A1%86%E8%A1%9B%E7%94%9F%E5%AD%A6
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E7%81%BD%E5%AE%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%96%BE%E7%97%85
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B1%9A%E6%9F%93
https://www.semco.net/products/pco.html
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-25657
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-25657
https://kotobank.jp/word/%E3%82%A2%E3%82%BB%E3%83%81%E3%83%AB%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%BC-25657
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%88%86%E6%B3%8C%E6%94%AA%E4%B9%B1%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%88%86%E6%B3%8C%E6%94%AA%E4%B9%B1%E7%89%A9%E8%B3%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%B1%E8%AA%9E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9B%E3%83%AB%E3%83%A2%E3%83%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%94%BF%E5%BA%9C


及ぼすことにより、⽣体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質」と定義さ

れている	

MCPA	

https://www.fcg-r.co.jp/pesticide/linkpes.cgi?p201500	

農薬・除草剤	 MCPAには、MCPA、MCPAエチルエステル体、MCPAナトリウム塩及び
MCPAチオエチルエステル体（フェノチオール）が含まれること。	

	

(5)	タンパク合成阻害	
https://kotobank.jp/word/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA%E5%90%88%E6%88
%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-163058	
	
細菌類	の	リボソーム	に作⽤し，その	蛋⽩質合成	を阻害する	抗⽣物質	。	マクロライド系抗⽣物
質	，	テトラサイクリン系抗⽣物質	，アミノグリコシド系抗⽣物質が知られている。マクロラ
イド系には，	エリスロマイシン	，	ジョサマイシン	，ミデカマイシンなどがあり，	グラム陽性
菌	に効果がある。テトラサイクリン系薬物は抗菌⼒が強く，広く⽤いられたため耐性菌が多
く出現し，近年はミノサイクリン，トキシサイクリンなどが⽤いられている。アミノグリコ

シド系の薬物はこれらのなかで最も強く蛋⽩質合成を阻害し，広い抗菌スペクトルを⽰す。

ストレプトマイシン	，	カナマイシン	，	ジベカシン	などがある	
		
罰⾦	
https://kotobank.jp/word/%E7%BD%B0%E9%87%91-114935	
定額の	⾦銭	を	国庫	に納付すべきことを内容とする	財産刑	をいう	(	刑法	9)	。⽇本ではその⾦額
は1万円以上	(15条)	とされている。罰⾦を完納しえない者は，1⽇以上2年以下の期間内，	労
役場	に留置される	(刑法	18条1項)	。罰⾦は，⽐較的軽微な犯罪に対応する	刑罰	として重要な
機能を果し，短期	⾃由刑	の代替的機能を有する制度としての刑事政策的意義も重視される。	
		
防除暦	
https://wiki.tenteki.org/index.php?%CB%C9%BD%FC%CE%F1	
防除暦	とは、作物の栽培体系に沿って、使⽤する農薬名、散布時期、散布濃度等が詳細に記
載されている表であり、いわば病害⾍	防除	のカレンダーである。		...		⼀般的に産地における
例年の病害⾍の発⽣状況、薬剤抵抗性の回避等を考慮して作成され、地域に適合した効率

的、効果的な	防除	を図ることを⽬的としており、病害⾍	防除	の指導にも活⽤される。	
		
防除基準	
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/	
農作物の安定⽣産のためには、適期の病害⾍防除が必要です。農林⽔産省では、病害⾍防除

が適切に実施されるよう、都道府県等の関係機関と連携して、発⽣予察事業による病害⾍の

発⽣予測、総合的病害⾍・雑草管理（IPM）の推進、農薬⾶散低減対策の指導等を実施して
います。	
		
レーチェル・カーソン	

https://www.fcg-r.co.jp/pesticide/linkpes.cgi?p201500
https://kotobank.jp/word/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA%E5%90%88%E6%88%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-163058
https://kotobank.jp/word/%E8%9B%8B%E7%99%BD%E8%B3%AA%E5%90%88%E6%88%90%E9%98%BB%E5%AE%B3%E5%89%A4-163058
https://kotobank.jp/word/%E7%B4%B0%E8%8F%8C%E9%A1%9E-67777#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
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https://kotobank.jp/word/%E6%8A%97%E7%94%9F%E7%89%A9%E8%B3%AA-14207#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
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https://kotobank.jp/word/%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%97%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3-84437#E3.83.96.E3.83.AA.E3.82.BF.E3.83.8B.E3.82.AB.E5.9B.BD.E9.9A.9B.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E5.B0.8F.E9.A0.85.E7.9B.AE.E4.BA.8B.E5.85.B8
https://kotobank.jp/word/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%B7%E3%83%B3-45789
https://kotobank.jp/word/%E3%82%B8%E3%83%99%E3%82%AB%E3%82%B7%E3%83%B3-1333117
https://kotobank.jp/word/%E7%BD%B0%E9%87%91-114935
https://kotobank.jp/word/%E9%87%91%E9%8A%AD-481384
https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%BA%AB-65268
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https://kotobank.jp/word/%E5%88%91%E6%B3%95-59155
https://kotobank.jp/word/%E5%8A%B4%E5%BD%B9%E5%A0%B4-662479
https://kotobank.jp/word/%E5%8A%B4%E5%BD%B9%E5%A0%B4-662479
https://kotobank.jp/word/%E5%88%91%E7%BD%B0-59111
https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%94%B1%E5%88%91-76909
https://wiki.tenteki.org/index.php?%CB%C9%BD%FC%CE%F1
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/gaicyu/


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%8
3%AB%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%82%BD%E3%83%B3	

レイチェル・ルイーズ・カーソン	（	Rachel	Louise	Carson	、	1907年	5⽉27⽇		-		1964年	4
⽉14⽇	）は、	アメリカ合衆国	の	ペンシルベニア州	に⽣まれ、	1960年代	に	環境問題	を告
発した	⽣物学者	。アメリカ内務省	⿂類野⽣⽣物局	の⽔産⽣物学者として	⾃然科学	を研究
した。	

農薬で利⽤されている化学物質の危険性を取り上げた著書『	沈黙の春	』（	Silent	Spring
）は、アメリカにおいて半年間で50万部も売り上げ、後の	アースディ	や1972年の	国連⼈
間環境会議	のきっかけとなり、⼈類史上において、環境問題そのものに⼈々の⽬を向け
させ、	環境保護運動	の始まりとなった。没後1980年に、当時のアメリカ合衆国⼤統領で
あった	ジミー・カーター	から	⼤統領⾃由勲章	の授与を受けた	

		
沈黙の春	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%88%E9%BB%99%E3%81%AE%E6%98%A5	

『	沈黙の春	』（ちんもくのはる、	Silent	Spring	,		ISBN	978-4102074015	）は、	1962年	に
出版された	レイチェル・カーソン	の著書。	DDT	を始めとする	農薬	などの	化学物質	の危険
性を、⿃達が鳴かなくなった春という出来事を通し訴えた作品。	

発売されて半年で50万部も売れ、特に	Book	of	the	Month	Club	（⾼名な	合衆国最⾼裁判
所	判事	の	ウィリアム・O・ダグラス	の推薦⽂が同封された）や	ニューヨーク・タイムズ
のベストセラーリストに選ばれてからよく売れた。	

1964年	に	新潮社	から初めて⽇本語に訳された際の題名は、『	⽣と死の妙薬	-⾃然均衡の
破壊者〈科学薬品〉』（せいとしのみょうやく―しぜんきんこうのはかいしゃ・かがく
やくひん）だった。翻訳は⻘樹簗⼀(	南原実	)。現在は上記のタイトルで⽂庫版が刊⾏さ
れている	

		
⽔銀剤	
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E9%8A%80%E5%89%A4-82849	
⽔銀化合物は⼀般に強⼒な防腐作⽤を⽰すので，	昇汞	などの外⽤消毒剤や，⽢汞，	⽔銀	軟膏
などの駆梅剤および外⽤抗真菌剤として⽤いられた。またザリルガン，ノバズロールなどの

ように，強⼒利尿剤という特殊な⽤途もある。しかし，最近は	⽔銀中毒	を考慮して使われな
くなった。	
		
有機塩素剤	
https://kotobank.jp/word/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E5%A1%A9%E7%B4%A0%E5%89%
A4-144630	
塩素を含む有機	殺⾍剤	の	総称	。	BHC	，	DDT	など多くの殺⾍剤が知られているが，残留する
ために，ほとんどが	製造	，使⽤とも禁⽌されている。	
		
⾷品衛⽣法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A3%9F%E5%93%81%E8%A1%9B%E7%94%9F%E6%B
3%95	
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https://ja.wikipedia.org/wiki/1960%E5%B9%B4%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%95%8F%E9%A1%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6%E8%80%85
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⾷品衛⽣法	（しょくひんえいせいほう、	昭和	22	年	法律第	233	号）は、⽇本において飲⾷
によって⽣ずる危害の発⽣を防⽌するための	法律	。所管は	厚⽣労働省	（表⽰に関しての
み	消費者庁	）。	⾷品	と	添加物	などの基準・表⽰・検査などの原則を定める。⾷器、割ぽ
う具、容器、包装、乳児⽤おもちゃについても規制の対象となっている。	
		
ポジティブリスト制	
http://www.greenjapan.co.jp/nose_positivelist.htm	
ポジティブリスト制度			基準が設定されていない農薬等が⼀定量以上含まれる⾷品の流通を
原則禁⽌する	制度	。			「⼈の健康を損なうおそれのない量として厚⽣労働⼤⾂が薬事・⾷品
衛⽣審議会の意⾒を聴いて定める量」（以下「⼀律基準」と略す。	
		
0.01ppm	
https://positivelist.mineral-net.com/navi/positive04.html	
通常の残留農薬基準は、農作物１ｋｇ中に残留する量をｍｇ（１０００分の１ｇ）であらわ

します。これをｐｐｍという単位で表します。１ｋｇ＝千ｇ＝百万ｍｇですので、百万分の

１が１ｐｐｍです。ポジティブリスト制度にある⼀律基準は、0.01ppmですので、１億分の
１ということになります。⽇本の⼈⼝全体の中、１名であれば、0.01ppmですが２名であれ
ば0.01ppm以上ということになります。		
		
FAO(国連⾷料農薬機関)	
https://www.fsc.go.jp/fsciis/foodSafetyMaterial/show/syu04480180295	
	 国際連合⾷糧農業機関（	FAO	）は	5	⽉	10	⽇、ハザード性が⾼い農薬に関するガイドライン
を公表した。概要は以下のとおり。	
	 	FAO	及び世界保健機関	(WHO)	は、ヒトの健康及び環境への毒性リスクが特に⾼い農薬に
関する新たなガイドラインを公表した。	
	 先進国では、ハザード性が⾼い農薬は、許可されない⼜は厳しい使⽤制限の対象となって
いる。しかし、途上国では広く使⽤されている。先進国で未だに許可されているハザード性

の⾼い製品は、使⽤状況が⼤きく異なる途上国において深刻な問題の原因となる可能性があ

る。	
	 ハザード性の⾼い製品の使⽤制限の実施は常に困難であったことから、研修を受けない⼈
たちがこれらの農薬を使⽤するようになった。その結果、多くの中毒症例、⾷品汚染及び環

境劣化に繋がる可能性がある。	
	 このガイドラインは、各国がハザード性の⾼い農薬を⾒極め、取り扱う⼀助となるロード
マップを提供している。内容は、在庫管理、リスク評価及び実際に必要な量、必要なリスク

軽減措置を取る、に⾔及している。これにより、多くの場合は、ハザード性が⾼い製品は漸

減するが、良好な代替品が無い場合は、他のリスク軽減措置が考慮される可能性もある。	
	 このガイドライン「農薬管理に関する国際⾏動規範：ハザード性の⾼い農薬に関するガイ
ドライン」	(35	ページ	)	は以下の	URL	から⼊⼿可能。	
http://www.fao.org/3/a-i5566e.pdf	
		
WHO(世界保健機関)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A
9%9F%E9%96%A2	
世界保健機関	（せかいほけんきかん、	英	:	World	Health	Organization,	WHO	、	仏	:	
Organisation	mondiale	de	la	santé,	OMS	）は、⼈間の	健康	を	基本的⼈権	の⼀つと捉え、
その達成を⽬的として設⽴された	国際連合	の	専⾨機関	（	国際連合機関	）である。略称は
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E4%BF%9D%E5%81%A5%E6%A9%9F%E9%96%A2
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英語式（	WHO	）と仏語式（	OMS	）で異なる。⽇本をはじめ多くの国では英語略称の
WHO	（ダブリュー・エイチ・オー）が多⽤される。（以下「	WHO	」と表記する。	
		
合同⾷品規格委員会(CODEX)	
http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/codex/outline.html	
コーデックス	委員会	は、消費者の健康の保護、	⾷品	の公正な貿易の確保等を⽬的として、
1963	年に	FAO	及び	WHO	により設置された国際的な政府間機関であり、国際	⾷品規格	（コー
デックス	規格	）の策定等を⾏っています（我が国は	1966	年より加盟）。	
		
(Maximum	Residue	Limits:MRL)	
各国の農薬・動物⽤医薬品の残留基準	
http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/chemical/pest/mrl-link.html	
		
(	理論最⼤⼀⽇摂取量	:Theoretical	Maximum	Daily	Intake:TMDI)	
https://www.weblio.jp/content/%E7%90%86%E8%AB%96%E6%9C%80%E5%A4%A7%E4
%B8%80%E6%97%A5%E6%91%82%E5%8F%96%E9%87%8F	
農薬	を例にすると、	設定	された、⼜は	設定	が	検討	されている	残留基準	値をもとに、	⾷事	から
⼀⽇	に	摂取	すると	推定	される、ある	化学物質	の	理論上	最⼤	となる	摂取	量です。	コメ	や	だいこ
ん	といった	⾷品	ごとに、「その	⾷品	の	1	⽇あたり	の	摂取	量」			に「その	⾷品	に対して	決め	られ
ている	農薬	の	残留基準	値」を	かけあわせ	、その	農産物	からの	農薬	の	摂取	量を	試算	し、この	試
算	を、	基準	を	設定	し	ようとする	⾷品	すべてについて	⾏い	、	その結果	を	合計	して	推定	された、
その	農薬	の	1	⽇	当たりのその	農薬	の	摂取	量（	mg	／⼈／⽇）です。この値が	⼀⽇許容摂取量	を
超えない	ように	残留基準	が	定め	られています。	
		
ADI(Acceptable	Daily	Intake)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%97%A5%E6%91%82%E5%8F%96%E8%A8
%B1%E5%AE%B9%E9%87%8F	
⼀⽇摂取許容量	（いちにちせっしゅきょようりょう、	英	:	Acceptable	Daily	Intake	、	ADI
）とは、⾷品に⽤いられたある特定の物質について、⽣涯にわたり毎⽇摂取し続けても

影響が出ないと考えられる⼀⽇あたりの量を、体重	1kg	あたりで⽰した値をいう。単位

は	mg/kg/day	。⽇本語名称としては⼀⽇許容摂取量	[1]	とも許容⼀⽇摂取量	[2]	とも⾔う。	
		
⽇本型推定摂取量	
https://www.mhlw.go.jp/houdou/2004/11/h1122-2c.html	
⾷事摂取基準の策定にあたっては、科学的根拠に基づいた策定を⾏うことを基本とし、国内

外の学術論⽂並びに⼊⼿可能な学術資料を活⽤することとした。	
⾷事摂取基準は、３つの基本的な考え⽅に基づいて策定されている。	

1. エネルギー及び栄養素の「真」の望ましい摂取量は個⼈によって異なり、また個⼈
内においても変動する、そのため、健康の維持・増進と⽋乏症予防にとって「真」

の望ましい摂取量は測定することが⾮常に困難であるので、望ましい摂取量の算定

においても、活⽤においても、栄養学のみならず確率論的な考え⽅が必要であるこ

と。	
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2. ⽣活習慣病の予防を特に重視し、このことに対応するために、「摂取量の範囲」を⽰
し、その範囲に摂取量がある場合には⽣活習慣病のリスクが低いとする考え⽅を導⼊す

ること。	
3. それ以上の摂取量になると、過剰摂取による健康障害のリスクが⾼くなってくることを
明らかにすること。	
		

(Estimated	Daily	Intake:EDI)	
https://ejje.weblio.jp/content/Estimate+Daily+Intake	
推定⼀⽇摂取量	
		
http://www.labo.city.hiroshima.med.or.jp/wp-01/wp-content/uploads/2018/01/20180215_p08_
%E6%A4%9C%E6%9F%BB%E6%A1%88%E5%86%85.pdf	
	 ⽣活習慣病は、⽇常⽣活における⾷事療法が基本となります。特に⾷塩過剰摂取は⾼⾎圧	
と関連し、⼼⾎管病リスクの増加による種々の疾病を引き起こします。				 そのため、厚⽣
労働省は平成	27	年₄⽉に「⾷事摂取基準」を改定し、⾼⾎圧予防の観点か			ら	18	歳以上の₁⽇
⾷塩摂取の⽬標値を男性	8.0g/	⽇未満、⼥性	7.0g/	⽇未満にしました。また、			⽇本⾼⾎圧学会
の「⾼⾎圧治療ガイドライン	2014	」では、⾼⾎圧患者は	6.0g/		⽇未満を⽬標			としています。	
		
反復経⼝投与試験	
http://iet.or.jp/study/oralandcarcino	
１年間	反復経⼝投与	毒性	試験	（慢性毒性	試験	）では、原則として被験物質を餌に混ぜて（混
餌法）ラットやイヌなどに	投与	します。			この	試験	は、ヒトが農薬等の化学物質を⻑期的に
摂取した場合を想定して、消費者の安全を担保するために実施される	試験	です。	
		
発がん性試験	
https://www.anpyo.co.jp/toxicity/carcinogenicity/	
		
ヒトでの	発がん性	リスクを予知するために、動物のほぼ⼀⽣（通常、ラットで	24	〜	30	ヶ
⽉、マウスで	18	〜	24	ヵ⽉）にわたる期間の被験物質投与をとおして催腫瘍	性	を検索しま
す。			また、	1	年間反復経⼝投与毒性／	発がん性	併合	試験	なども実施可能です。	
		
繁殖毒性試験	
https://kotobank.jp/word/%E7%B9%81%E6%AE%96%E6%AF%92%E6%80%A7-1578814	
さまざまな物質や物理的要因（電離放射線、電磁波など）が、雌雄の⽣殖細胞の形成、受胎

能、次世代の動物の発⽣や親動物による出産児の哺育(ほいく)といった、ヒトや動物の⽣殖
（繁殖）過程に及ぼす悪影響を、繁殖毒性または⽣殖毒性とよぶ。類似の毒性に、⽣殖細胞

の形成、受精、胚⼦(はいし)の器官形成や発育に及ぼす発⽣毒性があり、繁殖毒性は主とし
て親世代の側からこれらの毒性を評価した場合、発⽣毒性は⼦世代の側から評価した場合に

⽤いられる⽤語である。	
		
催奇形性試験	
https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2497.html	
⾷品への照射、⾷品添加物、⾷品中の残留農薬などが胎児に及ぼす影響を調べる安全	性試験
が	催奇形性試験	（	Teratogenetic	toxicity	test	）である。			動物、通常、ラットとウサギを⽤い
て	試験	される。	
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https://atomica.jaea.go.jp/dic/detail/dic_detail_2497.html


		
毒性試験	
https://funpep.co.jp/yomoyama/259	
新薬を開発するためには、候補となる化合物（まだクスリではありません）の安全性を確る

必要があります。そのため⾏われるのが毒性試験です。	
		
(無毒性量:No	Observed	Adverse	Effect	Level:NOAEL)	
https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E7%84%A1%E6%AF%92%E6%80%A7%E9%
87%8F	
複数の⽤量群を⽤いた反復投与	毒性試験	，⽣殖・発⽣	毒性試験	などの動物実験において，毒
性学的なすべての有害な影響が認められなかった最⾼の暴露量のこと．	最⼤無作⽤量	
(	NOEL	)と同義語として⽤いられることもある．有害な影響の有無の判断は毒性学の専⾨家
に任せられているが，⽣体組織の基質的変化を伴わない，⾎清⽣化学値あるいは器官重量の

増減，または，代償的な変化は有害な影響と⾒なされる．		WHO	などの国際機関や欧⽶先進
国では	NOEL	よりも	NOAEL	を採⽤しており，⽇本でも最近は	NOAEL	が⽤いられるように
なってきた（⼀般に	NOAEL	≧	NOEL	の関係にある）。多くの場合，⻑期反復投与試験の結果
に基づいて，	⼀⽇許容摂取量		(ADI)を算出するが，	NOAEL	が実験から求められるとは限ら
ないので，このような場合には，推計学的⼿法を使って	NOAEL	を求める．ベンチマーク
ドースという数理モデルで	無毒性量	を推計し，	NOAEL	と同等に扱うことが⽣殖発⽣毒性の
分野ですでに⾏われている	
		
安全係数	
https://www.moetama.biz/faq/entry-96.html	
安全	率	(	安全係数	)	とは、シャックル、ワイヤロープなどの⽟掛け⽤具の破断荷重と、使⽤す
るときにかかる最⼤荷重	(	⼒	)	との⽐を表します。	
		
1⽇摂取許容量	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E6%97%A5%E6%91%82%E5%8F%96%E8%A8
%B1%E5%AE%B9%E9%87%8F	
⼀⽇摂取許容量	（いちにちせっしゅきょようりょう、	英	:	Acceptable	Daily	Intake	、	ADI
）とは、⾷品に⽤いられたある特定の物質について、⽣涯にわたり毎⽇摂取し続けても

影響が出ないと考えられる⼀⽇あたりの量を、体重	1kg	あたりで⽰した値をいう。単位

は	mg/kg/day	。⽇本語名称としては⼀⽇許容摂取量	[1]	とも許容⼀⽇摂取量	[2]	とも⾔う。	
		
ADI(mg/kg/⽇)=NOAEL(mg/kg/⽇)×1/100(安全係数)	
https://www.fsc.go.jp/iinkai/i-dai255/dai255kai-siryou6-2.pdf	
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急性毒性	
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei07/pdf/13.pdf	
急性毒性	は、物質の経⼝または経⽪からの単回投与、あるいは		24		時間以内に与えられる複
数回投与			ないしは４時間の吸⼊暴露によっておこる有害な影響をいう。	
		
亜急性毒性	
https://kotobank.jp/word/%E4%BA%9C%E6%80%A5%E6%80%A7%E6%AF%92%E6%80%
A7-1498929	
さまざまな物質や物理的要因（電離放射線、電磁波など）を1か⽉から3か⽉程度連続的に曝
露(ばくろ)して（または反復投与して）ヒトや動物に現れる毒性を、亜急性毒性とよぶ。亜
急性とは、急性と慢性の中間をさすことばであり、その期間に関して毒性学的に厳密な定義

はない。	
		
慢性毒性	
https://www.weblio.jp/content/%E4%BA%9C%E6%80%A5%E6%80%A7%E6%AF%92%E6
%80%A7	
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⽐較的短期間（通常	1	ヶ⽉〜	3	ヶ⽉程度）の連続⼜は反復投与によって⽣じる	毒性	のことで
す。			亜	慢性	毒性	ともいいます。	
		
GLP	
https://answers.ten-navi.com/dictionary/cat02/117/	
GLP(Good	Laboratory	Practice)	とは、⾮臨床試験において、試験施設	(	場所	)	の設備・機器、組織・職員、
検査・⼿順・結果等が、安全かつ適切であることを保証する「優良試験所規範	(	基準	)	」。⾮臨床試験と
は、製造	(	輸⼊	)	承認を受けるために、治験	(	臨床試験	)	の前に実施を義務づけられている試験のこと。	
		
GLP(Good	Laboratory	Practice:	毒性試験の適正実施	
https://ja.wikipedia.org/wiki/Good_Laboratory_Practice	
		

Good	Laboratory	Practice	（	GLP	、グッド・ラボラトリー・プラクティス）は、医薬

品の	⾮臨床試験	の安全性に関する信頼性を確保するための基準である	[1]	。⽇本語では	優

良試験所規範	や	優良試験所基準	などと訳される。	

1978年、アメリカでGLPが制定され、背景には	サリドマイド	薬害があり、その⾮臨床試

験の安全性の試験に虚偽や捏造があったためである	[1]	。⽇本ではアメリカを例にとり、

1982年より薬発第313号が公布されることではじまり	[1]	、1983年の「医薬品の臨床試験

の実施に関する基準（案）」	(GCP)	を公表し、1989年に正式に通知された	[2]	。1980年

代初頭には、⽇本では治験の形式を満たすだけの試験によって、第三者の監査が適切に

得られないとか、偏ったデータの解析など、形骸化した臨床試験が増えていた	[2]	。	

1981年には	経済協⼒開発機構	（OECD）がGLP基準を策定し	[1]	、これを元にしたGLPの

導⼊を各国に求めた。これを契機として各国において各種のGLPが制定された。	

経⼝	
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E5%8F%A3-488398	
⼝を通ること。薬などを⼝から与えること。	
		
(LD50)	
https://www.weblio.jp/content/LD50	
〖	lethal	dose	50	〗	〔	lethal	dose		は、	致死量	の意〕	
①		実験動物	の	半数	が	死亡	すると	推定	される、	投与	した	薬物	の量。	半致死量	。	

②		動物	の	⼀群	に	放射線	を	照射	したとき、その	半数	が		30	⽇	以内	に	死に	⾄る	線量	。	

		
		
経⽪	
https://kotobank.jp/word/%E7%B5%8C%E7%9A%AE-1728673	
《多く、他の語と複合して》	⽪膚	を通して、⽪膚から、の意を表す。「薬剤を	経⽪	的に投与
する」	
		
吸⼊	
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https://kotobank.jp/word/%E5%90%B8%E5%85%A5-477260	
［名］(スル)吸い⼊れること。特に、治療のため、薬物・気体などを吸い込むこと。「酸素
を	吸⼊	する」	
		
普通物	
https://www.syngenta.co.jp/cp/items/hutsubutsu/	
普通物」とは、毒物及び劇物取締法に規定する、特定毒物、毒物、劇物のいずれにも該当し

ないものを指していう通称	
		
内分泌撹乱作⽤	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E5%88%86%E6%B3%8C%E6%94%AA%E4%B
9%B1%E7%89%A9%E8%B3%AA	
内分泌攪乱物質	（ないぶんぴつかくらんぶっしつ、	英語	:	endocrine	disruptor	）とは、環
境中に存在する化学物質のうち、⽣体に	ホルモン	作⽤をおこしたり、逆にホルモン作⽤
を阻害するもの。	2003	年（平成	15	年）	5	⽉の	⽇本国政府	⾒解では、「内分泌系に影響を
及ぼすことにより、⽣体に障害や有害な影響を引き起こす外因性の化学物質」と定義さ

れている。	
		
急性毒性試験	
https://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E6%AF%92%E6%80%A7%E8%A9%A6%E9%
A8%93	
		
毒性試験	の⽬的は、薬剤をヒトに投与する量を決定するための情報、安全な投与期間に関す
る情報、薬物の⽣理学並びに	毒性	的作⽤に関する情報を動物実験の通じて得ることにある。	
そのために、以下のような項⽬についての検討が義務づけられている。		1	）単回投与	毒性試
験	（	急性毒性	）：動物に⼤量の薬物を投与して⽣じる	毒性	について検討する。	
		
90⽇間反復経⼝投与毒性試験(亜急性毒性試験)	
http://iet.or.jp/study/oralandcarcino	
90	⽇間毒性試験は、ラット・マウス・イヌなどに農薬等の化学物質を約	3	ヶ⽉間投与して、
その毒性影響を調べる試験です。また、この試験の結果は、後に実施される慢性毒性試験や

発がん性試験の⽤量を設定するためにも⽤います。主な検査項⽬には、体重、飼料摂取量、

臨床症状観察、眼検査、尿検査、⾎液・⽣化学的検査、病理解剖学的検査ならびに病理組織

学的検査等があります。臨床症状観察には、多岐にわたる観察項⽬ごとにその発現の程度を

判別するスコアリング法も⽤いられます。当研究所では、これらの検査を、それぞれ専⾨的

に訓練されたスタッフが実施します。	
		
1年間反復経⼝投与毒性・発がん性試験(慢性毒性・発がん性試験)	
http://iet.or.jp/study/oralandcarcino	
１年間反復経⼝投与毒性試験（慢性毒性試験）では、原則として被験物質を餌に混ぜて（混

餌法）ラットやイヌなどに投与します。この試験は、ヒトが農薬等の化学物質を⻑期的に摂

取した場合を想定して、消費者の安全を担保するために実施される試験です。検査項⽬は	90
⽇間反復経⼝投与毒性試験とほぼ同じであり、体重および飼料摂取量の測定、臨床症状観察

（スコアリング）、眼検査、尿検査、⾎液・⽣化学的検査、病理解剖学的検査ならびに病理

組	129	織学的検査等を実施します	
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無毒性量(NOAEL)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E6%9C%89%E5%AE%B3%E4%BD%9C%E7%
94%A8%E9%87%8F	
無有害作⽤量	（むゆうがいさようりょう）または	無毒性量	（むどくせいりょう）	(	英	:	No	
observable	adverse	effect	level,		略	:		NOAEL	)	とは	暴露	群と適切な対照と⽐較したとき、
量的あるいは質的な悪影響（例えば形態学的、機能的能⼒、成⻑、寿命の変化）が⽣物

学的あるいは統計学的に	有意差	を持たないと認められる実験や観察により得られた⽣体

の暴露量を意味する	[1]	[2]	。類似の概念で無影響量（	英	:	No	observable	effect	level,		略	:	
NOEL	）というものもあり、「影響がないわけでないが悪影響ではない」という意味で
区別する場合もある。	
変異原性試験	
https://www.weblio.jp/content/%E5%A4%89%E7%95%B0%E5%8E%9F%E6%80%A7%E8
%A9%A6%E9%A8%93	
変異原性	とは、	化学物質	などが	⽣物	の	遺伝⼦	に	作⽤	し、その	分⼦構造	の	⼀部	を変えたりして
遺伝	的	性質	を	変える	働き	のことをいいます。変異原性試験の中で最も	広く	⽤いられているの
は	サルモネラ菌	変異株	を⽤いるエイムス試験です。	サルモネラ菌	変異株	は、	培地	に	ヒスチジ
ン	（	アミノ酸	の	1	種	）がないと	⽣育	できません。しかし、	培地	に	添加	された	化学物質	の	作⽤
により	遺伝⼦	が	突然変異を起こす	と	ヒスチジン	がなくても	⽣育	し、	集落	を	形成	するよう	にな
ります	。エイムス試験はこれにより	変異原性	を	判定	するものです。	変異原性	をもつ	化学物質
としては、	タバコ	の煙にも含まれている	ベンゾ（	a	）ピレン	、	亜硝酸塩	と	タンパク質	が	反応
してできる	ニトロソアミン	類などがよく知られています。	
		
代謝試験(⽣体内運命)	
http://www.nihs.go.jp/hse/chem-info/oecd/tgj/tg417j.pdf	
・定義			毒物動態試験とは、被験物質の吸収、分布、排泄および代謝に関する研究をいう。	
吸収とは、投与された被験物質が体内に⼊る過程をいう。			分布とは、吸収された被験物質
および／またはその代謝物が体内を循環し、分配する過程をい			う。			排泄とは、投与された
被験物質および／またはその代謝物が体内から除去される過程をいう。			代謝とは、投与さ
れた被験物質が体内で酵素的または⾮酵素的反応により構造的に変化を受け			る過程をい
う。	
		
⼀般薬理試験(⽣体機能に及ぼす影響)	
http://www.medic.mie-u.ac.jp/chiken/iryou/guideline1.html	
薬物の薬理作⽤は、対象とする疾病の治療に関する作⽤(薬効薬理作⽤)とそれ以外の作⽤(⼀般薬理作⽤)に分け
られる。		
⼀般薬理試験の⽬指すところは、薬効薬理作⽤以外の作⽤について、その種類と程度を全般的に把握するととも

に、臨床適⽤時に発現する可能性がある副作⽤を	予測し、さらにその対策を講ずる上での重要な情報を得るこ
とにある。また、⽣体機能に及ぼす影響のうち、毒性試験によっては必ずしも明らかにし難い有害作	⽤につい
ても考慮する。		
なお、認められた⼀般薬理作⽤のうち、主なものについてはその作⽤機序を検討するとともに、臨床試験におい

て重篤な副作⽤が認められた場合には、⼀般薬理試験に⽴ち戻ってその発現機序等を検討することが望ましい。		
		
⽔⽣動植物	
https://kotobank.jp/word/%E6%B0%B4%E7%94%9F%E5%8B%95%E7%89%A9-82999	
⽔中あるいは⽔界に密接に依存して⽣活する動物。系統発⽣的にみて⽔中⽣活を続けている

もの	(⼀次的⽔⽣動物)	と，陸上⽣活者が再び⽔中⽣活をするようになったもの	(⼆次的⽔⽣
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動物)	に区別される。また⿂類をはじめ⼆枚⾙類やミジンコなどのように⼀⽣を⽔中でおく
るものも多いが，トンボやカワゲラなど昆⾍の⼀部や両⽣類などのように，⼀⽣のある時期

のみを⽔中で⽣活するものもある。カエルやゲンゴロウなどのように，⽔中は動き回りの場

にすぎず，肺または気管によって空気から酸素を得ているものもある。⽔の⽐重の⼤きさを

反映し，遊泳⽣活，浮遊⽣活に適した形態をもつものが多く，⼤部分は呼吸器官として鰓を

そなえる。⽔⽣動物は動物界のすべての⾨を含んでいる。	
		
光分解性	
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%89%E5%88%86%E8%A7%A3%E6%80%A7	
読み⽅：	こうぶんかい	せい	
名詞	「	光分解	」に、	接尾辞	「性」がつ	いたもの	。	
https://www.weblio.jp/content/%E5%85%89%E5%88%86%E8%A7%A3	
物質	が光の	照射	によって	分解	すること。	光化学反応	の	⼀種	で、	⾊素	・	染料	の	褪⾊	（	たいしよ
く	）など、	⾃然界	における	物質	の	変化	に	⼤きく	関与	している。	光化学	分解	。ひかり	ぶんか
い	。	
		
⽔中分解性	
http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&ecoword=%CA%AC%B2%F2%C0%AD	
分解	には、	⽔	、⼟壌中の微⽣物をはじめとする⽣物による	分解	と、⼤気中での光化学反応、
⽔中	での加⽔	分解	反応などの⾮⽣物的な	分解	とがある。			分解性	とは、必ずしも化学物質が
⼆酸化炭素、	⽔	などの無機物まで	分解	されるのではなく、⼀般には	分解	速度と⽣成される	分
解	⽣成物によって	分解性	の⾼い、低いが判断される。	
		
⼟壌吸着性	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=13734	
化学物質が	⼟壌	粒⼦の表⾯に結合・集合して層をなす現象のこと。			⼟壌吸着	の種類には、
分⼦と	吸着	表⾯との間で⽣じるイオン結合や共有結合による化学的	吸着	、分⼦間⼒による物
理的	吸着	、⽔素結合による	吸着	などがある。		...		化学物質の	⼟壌吸着性	を⽰す数値として、
⼟壌吸着	係数（	Kd	）や	⼟壌吸着	定数（	Koc	）がある	
		
移⾏性	
https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%BB%E8%A1%8C%E6%80%A7	
読み⽅：いこうせい	
	

名詞	「	移⾏	」に、	接尾辞	「性」がつ	いたもの	。	
https://www.weblio.jp/content/%E7%A7%BB%E8%A1%8C	
（	名	）		スル	

移り⾏く	こと。	「	新制	度へ－する」	

		
肥料	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%A5%E6%96%99	
肥料	（肥糧、ひりょう）とは、	植物	を⽣育させるための	栄養分	として⼈間が施すもので
ある。⼟壌から栄養を吸って⽣育した	植物	を持ち去って利⽤する	農業	は、植物の⽣育に
伴い⼟壌から減少する	窒素	や	リン	などを補給しなければ持続困難である。そこで、減少
分を補給するために⽤いるのが肥料であり、特に	窒素	・	リン酸	・	カリウム	は	肥料の三要
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素	と呼ばれる。肥料成分としては、他に	カルシウム	、	マグネシウム	を加えて肥料の五⼤
要素である。さらに	銅	、	亜鉛	など、合計	17	種類は	必須元素	と呼ばれる。	
		
硝酸性窒素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A1%9D%E9%85%B8%E6%85%8B%E7%AA%92%E7%B
4%A0	
硝酸態窒素	(	しょうさんたいちっそ、	nitrate	nitrogen)	とは、	硝酸イオン	のように酸化窒
素の形で存在する	窒素	のことである。通常は			{\displaystyle	NO_{3}^{-}}	の形の硝酸イオン
に⾦属が結合した硝酸塩の形で存在しているが、このうち			N			の部分だけをとって硝酸態
窒素という。また硝酸態窒素は通常、窒素化合物の酸化によって⽣じる最終⽣成物であ

る。	
		
亜酸化窒素	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%AA%92%E7%
B4%A0	

亜酸化窒素	（あさんかちっそ。	英語	、nitrous	oxide）とは、	窒素酸化物	の1種である。化
学式ではN	2	Oと表されるため、	⼀酸化⼆窒素	（いっさんかにちっそ）とも呼ばれる。	

ヒトが吸⼊すると陶酔させる作⽤があることから	笑気ガス	（しょうきガス。英語、
laughing	gas）とも⾔い、	笑気	と略されることもある。また⿇酔作⽤もあるため、全⾝
⿇酔など医療⽤途で⽤いることもあり、	世界保健機関	においては必須医薬品の⼀覧にも
載せられている。この他にも、⼯業⽤途では燃料の発⽕促進のために使われる。また、

調理⽤途では⾷材をムース状に加⼯する	エスプーマ	と呼ばれる調理法に使⽤される。	

		

ライシメーター	

http://www.pwrc.or.jp/yougo_g/pdf_g/y1411-P056-056.pdf	

ライシメーター	（lysimeter）とは、⼟壌や積	雪の⽔分変化量や底⾯からの流出⽔量を測定
する	装置であり、次の2つの測定⽅法がある。	⼀つは、	⾦属やコンクリート等の⼤きな容
器に⼟壌や積雪	を充填して設置し、その重量変化量や容器下⾯か	らの流出⽔量を測定する
⽅法である。	

		
環境庁(現環境省)	
https://kotobank.jp/word/%E7%92%B0%E5%A2%83%E5%BA%81-48606	
国家⾏政組織法および環境庁設置法に定められた国の環境	⾏政機関	。	公害	の防⽌，⾃然環境
の保護・整備その他環境の	保全	をはかり，国⺠の健康で⽂化的な⽣活の確保に寄与するため
，環境の保全に関する⾏政を総合的に推進することを	任務	とする。1971年7⽉，環境汚染な
どいわゆる公害問題について，⾏政的にばらばらであった対策を統⼀的に処理するために，

総理府	の	外局	として設置された。	国務⼤⾂	である環境庁⻑官を⻑とし，	内部部局	として⻑官
官房および企画調整局，⾃然保護局，	⼤気保全局	，	⽔質保全局	の	4局が置かれ，中央公害対
策審議会，⾃然	環境保全	審議会などの審議会，	国⽴環境研究所	などの施設等機関が設置され
た。2001年1⽉省庁再編により	環境省	となった	
		
亜硝酸性窒素	
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http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=60	
化合物のなかに	亜	硝酸塩として含まれている	窒素	のことを	亜硝酸性窒素	と⾔う。			⽔中では
亜硝酸	イオンとして存在する。			地下⽔汚染の原因物質の⼀つ。		...		作物に吸収されなかった
窒素	分は⼟壌から溶け出して富栄養化の原因となる。	
		
亜酸化窒素	(N2O)	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%9C%E9%85%B8%E5%8C%96%E7%AA%92%E7%
B4%A0	
亜酸化窒素	（あさんかちっそ。	英語	、	nitrous	oxide	）とは、	窒素酸化物	の	1	種である。化

学式では	N	2	O	と表されるため、	⼀酸化⼆窒素	（いっさんかにちっそ）とも呼ばれる。	
		
多化性	
https://kotobank.jp/word/%E5%A4%9A%E5%8C%96%E6%80%A7-559231	
昆⾍の、1年に3回以上の	世代	を繰り返す	性質	。	
		
撹乱	
https://www.weblio.jp/content/%E6%92%B9%E4%B9%B1	
〔「	こうらん	（攪乱）」の	慣⽤読み	〕	
かき乱すこと。	混乱	させること。	「	社会	の	秩序	を－する」	「平和を－する」	

		
下葉	
https://www.omasa.org/words/sa/sitaba.html	
下葉	とは、枝や茎の付け根や根元近くについている	葉	のこと。			切り花では、カットされた
茎の	下	の⽅についている	葉	のことを指す	
		
樹冠内部	
https://kotobank.jp/word/%E6%A8%B9%E5%86%A0-22263	
どちらも	樹⽊	の最	上部	を⽰す⾔葉。⼀番上の	枝	棚全体を「樹冠」と呼ぶのに対し、樹の先端
部分	で幹の	頂点	を「	樹芯	」と呼ぶ。ともに	樹形	に⼤きな影響を及ぼし、特に樹の	輪郭	や流れ
を決める場合に重要な	要素	となる。	
		
温存	
https://kotobank.jp/word/%E6%B8%A9%E5%AD%98-455906	
名］(スル)⼤切に保存すること。使わずにしまっておくこと。「主⼒を	温存	する」	
		
激発(リサージェンス)	
https://kotobank.jp/word/%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%
A7%E3%83%B3%E3%82%B9-1742378	
１		復活。蘇⽣。	
２		農薬散布により	害⾍	とともに	天敵	も減ってしまい、農薬の	薬効	が切れたあと、⽬的とす
る害⾍が再び増えてしまう現象。	
		
被害許容限界	
①	https://www.jstage.jst.go.jp/article/pestologygakkaishi/16/1/16_KJ00005621852/_article/-c
har/ja/	
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事例報告	
商品クレームと捕獲頭数より判断する被害許容限界と要防除密度算出事例	
中尾	清孝	
		
②	https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjaez1957/41/4/41_4_201/_article/-char/ja/	
イモゾウムシの加害に対するサツマイモの要防除被害⽔準	

安⽥	慶次	
		
⾼⽊	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%9C%A8	
⾼⽊	（こうぼく）は、	植物学	の⽤語で、	⽊本	のうち、	樹⾼	が		5m	を超える	植物	のことで
ある。	10m	未満のものを	⼩⾼⽊	、	20m	を超えるものを	⼤⾼⽊	と呼ぶこともある。広義
（⼀般）では、⾼⽊（こうぼく、たかぎ）は	丈	の⾼い（⼈の	背丈	以上の）	⽊	をいう。	
		
性フェロモン等	
http://www.jppn.ne.jp/miyazaki/200/500/yougo/1.htm	
１）性フェロモン	
	 	広範囲の昆⾍、ダニ類などに⾒られ、通常は雌が雄に対する求愛⾏動（コーリング）とし
て腹部末端のフェロモン腺からフェロモンを空気中に放出し、反応した雄はこれに誘引され

て雌に接近します。接近した雄は雌をなだめる作⽤を持つ性フェロモンを分泌する例も知ら

れています。また、性フェロモンは⼀般に夜間活動性の昆⾍に顕著であると考えられていま

す。	
	 性フェロモンの単離同定は最初にButenandt,Karlson(１９６１)らによりカイコガについて
⾏われました。彼らは雌蛾５０万匹から性フェロモンを同定しbombykolと命名しました。	
	 	
抵抗性品種	
https://www.meiji-seika-pharma.co.jp/oryze/imochi-feature/chapter-7/prevention1.html	
いもち病の発⽣は多くの要因が複雑に関連しているが、簡略化してみれば、	

1.		病原菌（レース、分化型、伝染源）	
2.		環境（気象条件、栽培条件、⽴地条件）	
3.		イネ抵抗性（真性抵抗性、圃場抵抗性）	
によって⽀配されるから、その関連要因の⼀つでもうまく制御できれば防除が可能であるけ

れども、現実には成功していないのが実情である。	

例えば真性抵抗性の利⽤による⽇本稲に対する中国稲、インド稲の抵抗性遺伝⼦の導⼊は、

1963〜1964年以降に⾼度抵抗性品種の罹病化現象によって崩壊し、その安定的利⽤は困難と
なってきた。その他の要因についてもその制御はむずかしい。	

したがって現在、いもち病防除は薬剤に依存する度合がきわめて⾼いのであるが、優れた防

除薬剤の出現にもかかわらず、いっぽうでは多発⽣条件下（異常気象、良⾷味し好＝抵抗性

弱品種の栽培など）における適切な散布が不可能な社会情勢（労働⼒不⾜、⾼齢化、機械装
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備不⾜など）、環境汚染、耐性菌の発⽣、特別栽培⽶等にみられる消費者の要求と⽣産、販

売者の対応など薬剤防除⾃体が多くの問題をかかえている状態である。	

近年は多発⽣状態が頻発しているが、その原因は⾃然条件（環境条件）よりもむしろ⼈為的

条件によるところが⼤きいと⾔わざるを得ない。この背景を認識しつつ発⽣に関与する諸要

因を可能な限り制御し、総合的な防除対策を講ずることが肝要である。	

JAS法	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E7%89%A9%E8%B3%87%E3%8
1%AE%E8%A6%8F%E6%A0%BC%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2
%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B	
⼀般には、	JAS	法	（ジャスほう）と呼ばれる。			所管官庁は、農林⽔産省及び消費者庁。			前
者は主に	JAS	規格の規格基準等の策定を担当し、後者は	JAS	規格品以外、いわば「⾷品」全
般の表⽰基準を担当する。	
		
圃場	
https://treeandnorf.com/words-of-agri/%E5%9C%83%E5%A0%B4/	
圃場	（ほじょう）とは、農産物を育てる場所のことです	
		
有機農産物	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%8
9%A9	
有機農産物	（ゆうきのうさんぶつ）は、⼀定の基準を満たす	有機	栽培によって⽣産された	農
産物	のことである。	
		
慣⾏栽培圃場	

1. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jssm/63/2/63_KJ00008104738/_article/-char/ja/	

有機農業実践圃場と慣⾏栽培圃場のリン脂質脂肪酸の実態	

1. http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/tokusai_a.html	
特別栽培農産物	
その農産物が⽣産された地域の慣⾏レベル（各地域の慣⾏的に⾏われている節減対象農

薬及び化学肥料の使⽤状況）に⽐べて、節減対象農薬の使⽤回数が50％以下、化学肥料
の窒素成分量が50％以下、で栽培された農産物です。	
		
転換期間中有機農産物	
http://www.shizennoho.co.jp/business/jas_yuuki.html	
栽培中に化学合成農薬・化学肥料の使⽤が禁⽌されており、（ただし指定された天然系農薬の使⽤は認

められる。）⽶や野菜などの1年⽣作物は、種まきや植え付けの前2年間、多年⽣の作物は前3年間使⽤
しないことが条件となっている栽培⽅法のことです。また有機栽培は、農林⽔産省の認可がある認定機

関からの、認定を受けなければなりません。申請時はもちろん認定後も、毎年監査がおこなわれ、違反

したときは罰則の適⽤があります。		
		
特別栽培農作物	
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E8%BE
%B2%E7%94%A3%E7%89%A9	
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特別栽培農産物	（とくべつさいばいのうさんぶつ。略称：	特栽	。	English	：
specially	cultivated	agricultural	products	）とは、	2001	年	に	農林⽔産省	が定め
た「特別栽培農産物に係る表⽰ガイドライン」	[1]	に従って⽣産された、化学合成
農薬および化学肥料の窒素成分を慣⾏レベルの	5	割以上削減して⽣産した	農産物
のことである。対象農産物は国産・輸⼊を問わず、野菜、果実、穀類、⾖類、茶

等であり、⽶については特に	特別栽培⽶	と呼ばれる。なお、減ずる対象となる化
学合成農薬からは	有機農産物	JAS	規格	で認められている農薬（例：	フェロモン	剤
等）は除かれている。	
		
特定防除資材	
https://www.pref.aichi.jp/byogaichu/tebiki/10sankousiryou/10-7.pdf	
特定	農薬（	特定防除資材	）とは、農薬取締法第２条第１項で「その原材料に照らし農作	
物等、⼈畜及び⽔産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林⽔

産			⼤⾂及び環境⼤⾂が指定する農薬」のことです	
		
節減対象	
https://ameblo.jp/shizenmurafoods/entry-10118527755.html	

節減対象農薬とは	
すべての農薬から有機農産物の⽣産に認められている⼀部の農薬を除いた農薬	
ということなのです。	
農薬であっても有機で使⽤してよいものなら農薬としてカウントしなくても良いといったところでしょうか。	
それ以外の農薬を	節減対象農薬	という⾵に呼んでいるのです。	
この節減対象農薬の表⽰は	
例えば特別栽培農産物の表⽰に	
「	栽培期間中節減対象農薬不使⽤	」	
という⾵に書かれていたりするのですが	
はっきり⾔って消費者にはちょっとわかりづらい印象があるのではないかと感じます。	
		
セット表⽰欄	
https://www.tanomail.com/product/9100510/	
コクヨ	振替伝票(税額表⽰欄なし)	タテ106×ヨコ188mm	100枚	テ-10N	1セット	
		
栽培管理記録簿	
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_yousiki.html	
有機JAS認定の取得に必要な⽣産⾏程管理記録等の様式例を作成しましたので、ご活⽤下さ
い。	

（各種様式例を利⽤する際は、「有機農産物の記録様式等の記⼊⽅法（記録系編、リスト系

編）」を参照下さい。）	

なお、掲載している様式例は、⽣産⾏程管理記録の⼀例を⽰しているものであり、有機JAS
認定事業者や有機JAS認定を⽬指す有機農家などに使⽤を強制するものではありません。	

⼟壌消毒剤	
https://www.jacom.or.jp/nouyaku/rensai/2017/06/170630-33093.php	
【⼟壌消毒剤による消毒】	

https://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/2001%E5%B9%B4
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E6%9E%97%E6%B0%B4%E7%94%A3%E7%9C%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9#cite_note-1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%B2%E7%94%A3%E7%89%A9
https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E7%B1%B3&action=edit&redlink=1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E6%A5%AD#%E6%9C%89%E6%A9%9FJAS%E8%A6%8F%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E6%A5%AD#%E6%9C%89%E6%A9%9FJAS%E8%A6%8F%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E6%A9%9F%E8%BE%B2%E6%A5%AD#%E6%9C%89%E6%A9%9FJAS%E8%A6%8F%E6%A0%BC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%AD%E3%83%A2%E3%83%B3
https://www.pref.aichi.jp/byogaichu/tebiki/10sankousiryou/10-7.pdf
https://ameblo.jp/shizenmurafoods/entry-10118527755.html
https://www.tanomail.com/product/9100510/
http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki_kiroku_yousiki.html
https://www.jacom.or.jp/nouyaku/rensai/2017/06/170630-33093.php


	 	効果の安定性やコスト⾯から考えても、現在の技術で最も⼀般的なのが⼟壌消毒剤の使⽤
による⼟壌消毒である。	
	 ⼟壌消毒剤では、⻑い間臭化メチルが主流であった。しかし、1992年にモントリオール議
定書契約国会合においてオゾン層破壊物質に指定されたため、先進国では、検疫や⼟壌ウイ

ルス防除など不可⽋な⽤途を除いて2005年に全廃することになった。その後、不可⽋⽤途の
許可数量は減り続け、国際的に「全廃すべき」との機運が⾼まり、2012年に⼟壌⽤の臭化メ
チル使⽤の廃⽌が決定され、2013年に⼟壌消毒⽤の臭化メチルは、⽇本国内からは例外なく
姿を消した。	
	 その対策としては、指導機関等のご努⼒によって開発が進められた臭化メチル代替技術が
普及されるようになっており、その代替技術の主流となっているのが⼟壌消毒剤である。	 	
	 その特性や効果の範囲を別表に整理したので、それらを良く把握した上で、効率よく安全
に利⽤願いたい。	
	 なお、臭化メチルと同様の活性を⽰し期待されたヨウ化メチルは、現在では⼟壌⽤途が登
録失効となり検疫⽤（クリおよび⽊材関連）に限った登録となっているのでご注意願いた

い。	
		
種⼦消毒剤	
https://www.jacom.or.jp/nouyaku/rensai/2015/03/150305-26651.php	
・種⼦消毒怠ると⼤きな被害が	
・主な種⼦伝染性病害	
・効果的な種⼦消毒法	
・播種同時処理のできる剤	
・低コストな⼤型規格	
・播種同時処理をする場合の注意点	
		
節減対象農薬	
https://ameblo.jp/shizenmurafoods/entry-10118527755.html	
節減対象農薬とは	
すべての農薬から有機農産物の⽣産に認められている⼀部の農薬を除いた農薬	
ということなのです。	
農薬であっても有機で使⽤してよいものなら農薬としてカウントしなくても良いといったと

ころでしょうか。	
それ以外の農薬を	節減対象農薬	という⾵に呼んでいるのです。	
この節減対象農薬の表⽰は	
例えば特別栽培農産物の表⽰に	
「	栽培期間中節減対象農薬不使⽤	」	
という⾵に書かれていたりするのですが	
はっきり⾔って消費者にはちょっとわかりづらい印象があるのではないかと感じます。	
		
農薬環境三法	
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11037	
農業	環境三法		1999	年	7	⽉に施⾏された「⾷料・農業・農村基本法」を踏まえて、	1999	年	11
⽉に「家畜排せつ物の管理の適正化及び利⽤の促進に関する法律（家畜排せつ物	法	）」、
「肥料取締	法	の⼀部を改正する法律（肥料取締	法	）」、「持続性の⾼い農業⽣産⽅式の導⼊
の促進に関する法律（持続農業	法	）」が公布された。	

https://www.jacom.or.jp/nouyaku/rensai/2015/03/150305-26651.php
https://ameblo.jp/shizenmurafoods/entry-10118527755.html
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/#koumoku=11037


	


