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1． はじめに 

 クロピラリドは日本では農薬登録されていないが、アメリカ、カナダ、オーストラリア等

で麦類、牧草、トウモロコシ等に登録・使用されているオーキシン様除草剤である 1）。クロ

ピラリドが含まれた輸入飼料を家畜に給与すると、クロピラリドはふん尿中に排出される。

そのふん尿を原料とした堆肥を土壌に施用するとトマトやスイートピー等のクロピラリドに

感受性の高い作物では生育に影響が現れる可能性がある。農水省課長通知（2 消安第 3552 号

等）「牛等の排泄物に由来する堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の生育障

害の発生への対応について」では、農作物においてクロピラリドの影響が疑われる際は速や

かに県や国等に報告するよう呼びかけており、栽培初期にクロピラリドによる影響の有無を

確認することが重要である。クロピラリドに対する感受性やその症状は作物によって異なり、

土壌中クロピラリド濃度に応じた作物の初期生育における影響を解明する必要がある。  

ここでは、トマト、ナス、ニガウリについて、土壌中クロピラリド濃度が初期生育に及ぼ

す影響からクロピラリド感受性を解明するとともに、これらの作物の地上部中クロピラリド

濃度とクロピラリド感受性との関係についても考察する。 

 

2．野菜におけるクロピラリド感受性評価 

（１）栽培方法 

市販培養土（くみあいニッピ園芸培土 1 号）に、土壌中濃度が低から高濃度（0、1、5、25 

µg/kg-DW）となるようにクロピラリドを添加した堆肥を混和（培養土：堆肥＝99：1、1 t/10 

a 施肥相当）し、試験土壌とした。本葉 2‐3 枚まで育苗した 2 科 9 品種（トマト「りんか

409」、トマト「桃太郎 8」、中玉トマト「フルティカ」、ミニトマト「アイコ」、ミニトマト「キ

ャロル 7」、ミニトマト「千果」、ナス「千両二号」、ナス「筑陽」、ニガウリ「あばしゴーヤ」）

を定植後、人工気象室内（12 時間日長）、トマト及びナスは 25°C：20°C（明期：暗期），ニ

ガウリは 25°C：25°C で 28 日間栽培した。栽培期間中はクロピラリドのポットからの流亡

を防ぐため、土壌水分量が試験土壌の最大容水量の 60‐80％を維持するよう底面給水により

潅水した。 

 

（２）トマトにおける症状_ミニトマト「アイコ」の例 

 トマトについて、土壌中クロピラリド濃度に応じた症状の経過をミニトマト「アイコ」を

例に示した（図 1）2）。 

 土壌中クロピラリド濃度が低い（1 µg/kg-DW）場合、定植後 21 日目以降で新葉の葉縁が

硬化する傾向が認められたが、明確な形態への影響は認められなかった。土壌中クロピラリ

ド濃度が中程度（5 µg/kg-DW）では、定植後 7 日目から成長点にねじれが現れ、14 日目以



降では明らかな縮葉や葉脈透過、葉軸のねじれが認められた。また、花弁の形態への影響は

認められなかったものの、開花直後から子房の肥大が確認されたことから、単為結果し種子

のない果実の可能性がある。定植後 28 日目の果実はクロピラリド無添加区（0 µg/kg-DW）

よりも細長くなった。土壌中クロピラリド濃度が高い（25 µg/kg-DW）場合、定植後 3 日目

から新葉が展開し難くなり、7 日目までに成長点では著しいねじれが認められた。トマトの

葉は複数の小葉からなる奇数羽状複葉だが、第 5 葉以上の葉では小葉及び葉身が正常に形成

されなかった。これらの葉は試験土壌への定植後に分化した葉であり、分化の過程でクロピ

ラリドの影響を強く受けたことで正常な葉が形成されなかったと推察される。さらに定植後

21 日目には変形した葉の一部で壊死がみられ、芯止まりとなった個体もあった。花はがく片

や花弁が硬化して筒状となり十分に開花しなかった。また、花房が正常に形成されない個体

も認められた。 

 以上のように、土壌中クロピラリド濃度が高いほど、トマトにおける症状の発現は早くな

り、多様かつ重度に現れることが示された。 

 

図 1．土壌中濃度に応じたミニトマト「アイコ」におけるクロピラリドの症状の経過 

（文献 2 より引用） 

（A）定植後 3 日目の成長点、（B）定植後 7 日目の成長点、（C）定植後 14 日目の葉、 

（D）定植後 21 日目の葉、矢印は葉縁を示す、（E）花、（B）果実、（G）葉の壊死、 

（H）25 µg/kg-DW における定植後 21 日目の成長点 



（３）ナスにおける症状_ナス「筑陽」の例 

 ナスについて、土壌中クロピラリド濃度に応じた症状の経過をナス「筑陽」を例に示した

（図 2）3）。土壌中濃度が低い（1 µg/kg-DW）場合は明確な影響は確認できなかったが、土

壌中濃度が中程度（5 µg/kg-DW）では葉縁がわずかに表側に巻き、葉先が硬くなる傾向が認

められた。土壌中濃度が高い（25 µg/kg-DW）とさらに症状は顕著となり、葉のカップ状の

変形や縮葉、蕾ではがく片の先端にねじれが認められた。ナスの場合もトマトと同様に土壌

中のクロピラリド濃度が高いほど、症状の発現は早く明確に影響が現れた。 

 

（４）ニガウリにおける症状_ニガウリ「あばしゴーヤ」の例 

 ニガウリ「あばしゴーヤ」の場合（図 3）3）、土壌中クロピラリド濃度が中程度まで（1、

5 µg/kg-DW）はクロピラリドによる明確な影響は確認できなかった。一方、土壌中クロピラ

リド濃度が高い（25 µg/kg-DW）場合、定植後 7 日目では新葉や展開葉の葉縁が表側に巻く

症状が認められた。この症状は、定植後 14 日目の新葉で継続して観察され、葉の展開に遅れ

がみられたものの、定植後 21 日目以降にはこれらの症状は認められず概ね正常に生育した。 

 

（５）野菜におけるクロピラリド耐性 

クロピラリドによる影響の程度は表 1 に示した評価基準に従って評価し、その結果から各

作物のクロピラリド耐性を表 2 の判断基準に基づいて「極弱」から「極強」までの 5 段階に

分類した。 

図 2．ナスにおけるクロピラリドの症状 

（文献 3 より作図） 

（A）定植後 14 日目の葉、 

（B）定植後 21 日目の葉、 

（C）蕾 

図 3．ニガウリにおけるクロピラリドの症状 

（文献 3 より作図） 

（A）定植後 7 日目の新葉、 

（B）定植後 7 日目の展開葉、 

（C）定植後 14 日目の新葉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トマト、ナス、ニガウリにおけるクロピラリドの影響評価の結果から各作物のクロピラリ

ド耐性を判断すると、トマトは極弱、ナスは弱、ニガウリは中に分類された（表 3）。トマト

では初期生育に及ぼすクロピラリドの影響評価には品種間差が認められたものの、耐性判断

基準に従うと全て極弱となった。また、ナスのクロピラリド耐性は「飼料及び堆肥に残留す

る除草剤の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル」の初版 5）では中とされていたが、第 2 版

4）では弱に再分類された。 

トマトとナスは同じナス科ナス属の作物であるが、クロピラリド感受性はトマトがナスよ

りも高く、形態への影響が明確に現れた。このトマトとナスのクロピラリド感受性差の一因

としては葉の形態の違いが考えられた。トマトのように複葉を持つ植物の小葉の発生にはオ

表 1．作物の初期生育に及ぼすクロピラリドの影響の評価基準 

表 2．作物のクロピラリドの耐性の判断基準 

極弱~中は判断基準の両方または一方を満たす 



ーキシン濃度勾配が関与している 6）ことに加え、複葉のトマトと単葉のナスでは形態形成に

おける植物ホルモンの制御が異なる 7）。そのため、トマトはナスよりもクロピラリドによる

形態への影響を受けやすいのではないかと推察された。さらに、クロピラリドのような合成

オーキシンの活性における種の選択性は、オーキシン受容体との親和性が関与しており 8）、

オーキシン受容体には親和性の異なる受容体が複数存在する 9）。したがって、作物種間にお

けるクロピラリド感受性の差異はオーキシン受容体の違いによって生じた可能性がある。 

 

３．地上部中クロピラリド濃度とクロピラリド感受性との関係 

 ミニトマト、ナス、ニガウリの地上部中クロピラリド濃度を表 4 に示した。なお、クロピ

ラリド無添加区（0 µg/kg-DW）の地上部からはいずれの作物もクロピラリドは検出されず、

クロピラリド添加区で地上部から検出されたクロピラリドは根から取込まれ地上部へ移行さ

れたものとみなせる。 

 土壌中クロピラリド濃度 1 µg/kg-DW では、ミニトマトとナスの地上部中濃度は極低濃度

であったのに対し、ニガウリの地上部中濃度はこれらの 4 倍程度と顕著に高かった。また、

土壌中クロピラリド濃度 5 µg/kg-DW の場合も、ニガウリの地上部中濃度はミニトマトとナ

スの地上部中濃度の 3‐6 倍程度高かった。土壌中クロピラリド濃度 25 µg/kg-DW では、地

上部中濃度はナスが最も低く、次いでミニトマトであり、土壌中クロピラリド濃度 1、5 µg/kg-

DW と同様にニガウリが最も高かった。したがって、これらの作物における地上部中クロピ

ラリド濃度の大小関係は、地上部におけるクロピラリドの症状程度と必ずしも一致しないこ

とが明らかになった。 

表 3．初期生育に及ぼすクロピラリドの影響評価及びクロピラリド耐性 

a）飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル（第 2 版）4）より引用 

b）飼料及び堆肥に残留する除草剤の簡易判定法と被害軽減対策マニュアル（初版）5）より引用 



 クロピラリドのような農薬を含め有機化学物質の作物吸収は物質の親水性‐疎水性の指標

である n‐オクタノール‐水分配係数（log KOW）で説明される 10）。Dettenmaier ら 11）によ

ると、log KOW 0 以下の物質は水と同等に高い根から茎葉部への移行性を示す。クロピラリ

ドは log KOW ‐2.63 12）であり、根への吸着性が低いため、蒸散によって速やかに茎葉部へ

移行されると推定される。このことから、ニガウリはクロピラリドの特異的な吸収・移行能

力を持っているわけではないと推察された。また、ミニトマトとナスでもニガウリと同様に

クロピラリドを吸収・移行していると考えられるが、これらの作物における地上部中濃度は

ニガウリよりも低かった。このことは、ミニトマトとナスではクロピラリドが地上部で代謝

された可能性を示唆している。 

 

4．おわりに 

ここで解説したトマト、ナス、ニガウリを含めた野菜・花き（6 科 29 品種）の初期生育に

及ぼすクロピラリドの影響については「土壌中クロピラリドが野菜・花きの初期生育に及ぼ

す影響・データ集」3）で公開している。野菜・花きの栽培初期にクロピラリドによる影響が

あるか否かの確認の際は参考としてほしい。 

また、今後の課題としてクロピラリドへの感受性や地上部中濃度における作物種間差の解

明に向け、クロピラリドと親和性の高いオーキシン受容体や代謝経路の同定が必要だろう。

これらが明らかになれば、栽培試験を必要としない作物のクロピラリド感受性評価が可能に

なるのではないかと考えている。 

 

 

表 4．作物の地上部中クロピラリド濃度（文献 2 より引用） 

平均値±標準誤差 

異なるアルファベットは作物間で有意差があることを示す（Tukey 法による多重比較、

P < 0.001） 

a）定量下限未満 
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