
芝生用除草剤系統別分類表
作用機構 系統・グループ名 成分名 商品名 混合剤名 HRAC ｸﾞﾙｰﾌﾟ WSSA 分類

アセチル CoA カルボキシラーゼ (SCCase) 阻害 アリルオキシプロピオン酸エステル（FOPs） フルアジホップ P ワンサイド P 乳剤 A 1

脂質合成阻害（非 SCCase) 阻害
チオカーバメイト ベンチオカーブ ( チオベンカルブ )

N 8
ベンゾフラン ベンフレセート フルスロット顆粒水和剤

アセド乳酸合成酵素（ALS）阻害

スルホルニルウレア

ヨードスルフロン ディスティニー WDG ウィーデン WDG

B 2

エトキシスルフロン グラッチェ顆粒水和

ホラムスルフロン トリビュート OD

ハロスルフロンメチル インプール DF グラトップ DF

メトスルフロンメチル サーベル DF

シクロスルファムロン ダブルアップＤＧ

ピラゾスルフロンエチル アグリーン顆粒水和剤

イマゾスルフロン シバタイト 40

クロルスルフロン ウィーデン WD

トリフロキシスルフロン モニュメント顆粒水和剤

フラザスルフロン シバゲン DF

リムスルフロン ハーレイ DF

イミダゾリノン イマザキン トーンナップ オフⅡフロアブル

トリアゾロピリミジン フロラスラム ブロードスマッシュＳＣ ターザインプロ DF

ピリミジニル ( チオ ) ベンゾエート
ビスピリバック - ナトリウム塩 ショートキープ

ピリミスルファン

EPSP 合成酵素阻害 グリシン グリホサート ラウンドアップハイロード G 9

グルタミン合成酵素阻害 オスフィン酸 グルホシネート バスタ液剤 H 10

DHP（ジヒドロプロテイン酸）合成阻害 カーバメイト アシュラム アージラン液剤 アシュラスター液剤 I 18

光合成（光学化学系Ⅱ）阻害

トリアジン

シマジン シマジンフロアブル

C1 5

シアナジン グラメックス水和剤

アトラジン アルテミストフロアブル

ウラシル レナシル レンザー水和剤

トリアゾリノン アミカルバゾン アミカル顆粒水和剤

ピリダジン PAC（クロリタゾン） フルハウスフロアブル

ベンゾチアジアジノン ベンダゾン バサグランターフ C3 6

プロトボルフィリノーゲン

酸化酵素（ＰＲＯ）阻害

フェニルピラゾール ピラフルフェンエチル エコパート FL

E 14
N- フェニルフタルイミド フルミオキサジン ウィンターパワー

オキサジアジアルギル フェナックスフロアブル サプライズフロアブル

トリアゾリノン [PPO] カルフェントラゾンエチル タスク 39DF

白化：４ヒドロキシフェニルピルビン酸 トリケトン メトリオン アルテミストフロアブル Ｆ 2 27

インドール酢酸性活性

（合成オーキシン）

フェニキシカルボン酸

MCPP( メコプロップ ) ＭＣＰＰ液剤 トリメックＦ

Ｏ 4

MCPP( メコプロップＰ ) 一本締液剤・スコリテック

MCPA ブラスコン M・MCP ｿｰﾀﾞ塩

2.4 ＰＡ 2.4-D ｱﾐﾝ塩 トリメック F 液剤

安息香酸 [ 合成オーキシン ] MDBA( ジカンバ )  ﾊﾞﾝﾍﾞﾙ D 液剤 アシュラスター液剤

ピリジンカルボン酸 トリクロピル ザイトロン アミン液剤

微小管重合阻害

ジニトロアニリン

ペンディメタリン ウエイアップフロアブル

Ｋ 1 3

プロジアミン クサブロック

オリザリン ウィードロック

ベスロジン ( ベンフルラリン ) バナフィン顆粒水和剤

トリフルラリン トレファノサイド ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ粒剤

ホスホロアミデート ブタミホス タフラー乳剤 80

ピリジン ジチオピル ディクトラン乳剤・バイザー水和剤

ベンズアミド [ 微小管重合阻害 ] プロピザミド カーブＳＣ

有糸分裂 / 微小管形成阻害 カーバメート [ 有糸分裂阻害 ] IPC( クロルプロファム ) Ｋ 2 23

ＶＬＣＦＡ（長鎖脂肪酸）阻害

細胞分裂阻害

クロロアセトアミド [V1]
メトラクロール シバッチ乳剤

Ｋ 3 15

アラクロール ハプーン乳剤

アセトアミド ナプロパミド クサレス顆粒水和剤

その他 [VLCFA の阻害 ]
カフェンストロール ハイメドウ水和剤 ウェーブル顆粒水和剤

ピロキサスルホン ソリストＳＣ

フェノキサスルホン スパーダ顆粒水和剤

細胞壁（セルロース）合成阻害

ニトリル [ 細胞壁合成阻害 ]
DBN( ジクロベニル ) カソロン粒剤

Ｌ

20
DCBN( クロルチアミド ) グラスダン水和剤

ベンズアミド [ 細胞壁合成阻害 ] イソキサベン ターザインプロ DF 21

トリアゾロカルボキサミド フルポキサム コンクルード顆粒水和剤 28

アルキルアジン
トリアジフラム イデトッフロアブル

29
インダジフラム スペクタクルフロアブル

不明

オキサジクロメホン フルハウスフロアブル ウィーデン・サプライ

Ｚ -
エトベンザニド アビシェムフロアブル

クミルロン マックワンフロアブル

ピリブチカルブ エイゲン水和剤

除草剤

参考：JCPA (2019.03) 資料



殺虫剤系統別分類表
作用機構 系　統　名 成分名 商品名 IRAC

神経伝達阻害
( 酵素コリンエステラーゼ作用）

カーバメイト系

BPMC アスロト乳剤

A1

NAC デナポン

カルボスルファン ガゼット粒剤

メソミル

チオジカルブ リラーク DF

神経伝達阻害
( 酵素コリンエステラーゼ作用）

有機リン系

MEP スミチオン乳剤・スミパイン乳剤

B1

ダイアジノン ダイアジノン乳剤・SL ゾル

イソキサチオン カルホス乳剤

アセフェート オルトラン水和剤・粒剤

クロルピリホス ダーズバン乳剤

GABA 作動性イオンチェネルアンダゴニスト フェニルピラゾール系 フィプロニル トップチョイスフロアブル 2

神経膜のイオン透過性変化による神経繊維の伝達ブ
ロック

合成ビレスロイド系
（合ピレ系）

エトフェンプロックス サニーフィールド MC

3A

トラトメトリン スカウトフロアブル

ビフェントリン パンチショット乳剤

ベルメトリン エンバー MC

エトフェンブロックス トレボン

テラルトリン フォース粒剤

シラフルオベン シラトップ EW

神経伝達阻害
（シナプス後膜のアセチルコリンレセプターに結合し
神経伝達の遮断をする）

ネオニコチノイド系

アセタミプリド マツグリーン液剤

A4

イミダクロプリド タフバリアフロアブル

クロチアニジン フルスウィング顆粒水和剤※

ジノテフラン ウッドスター

チアメトキサム ビートルコップ※

ニコチン性アセチルコリンレセプター（nAChR） スピノシン系 スピネトラム スピネアタック 5

病原菌の発揮 生物農薬 ( ＢＴ剤 ) バチルスチューリンゲルス バシレックス 11

ニコチン性アセチルコリンレセプター（nAChR） ネライストキシン類緑体 ベンスルタップ ルーバン水和剤 14

幼虫の脱皮阻害
（キチン合成阻害）

ベンジイル尿素系
昆虫成長抑制剤（IGR 剤）

テフルベンズロン ショットイン乳剤
15

クルフロアズロン ナイスイーグル SC

脱皮促進による異常脱皮の誘発
ジアシルヒドラジン系
昆虫成長抑制剤（IGR 剤）

テプフェノジド ガードワン水和剤
18

メトキシフェノシド グレモＳＣ

電位依存性ナトリウムチャンネルブロッカー インドキサカルブ インドキサカルブ 神風 22A

リアノジン受容体の結合によるカルシウムイオン濃度
のかく乱

ジアミド系

フルベンジアミド スティンガーフロアブル

28シアントラニリプロール エスペランサ

クロラントラニリプロール アセルプリン

GABA 作動性塩化物イオン（塩素イオン）
チャネルアロステリックモジュレーター

メダジアミド系
30

系イソオキサゾリン系 フルキサメダミド イザナミフロアブル

不明 ピルダリル ピルダリル シバマル UN

細菌のタンパク合成を阻害 マクロライド系

エマメクチン安息香酸塩 ショットワン

ネマデクチン メガトップ液剤

塩酸レバミゾール マッケンジー

議事交尾にようる交尾阻害 交信かく乱剤 性フェロモン ウィンズパック

殺線虫剤 カーバムナトリウム塩 キルパー

※ヨーロッパ使用禁止薬剤

殺虫剤



芝生用殺菌剤系統別分類表
作用機構 作用点 グループ名 化学グループ名 有効成分名

耐性

リスク

FRAC
コード 商品名 混合剤

A. 核酸合成
RNA ポリメラーゼⅠ PA 殺菌剤 ( フェニルアミド類 ) アシルアラニン類 メタラキシル M 高 4 サブデューマックス タチガレエースM（シバクリン）

DNA/RNA 生合成 芳香族ヘテロ環類 イソオキサゾール類 ヒドロキシイソキサゾール 未 32 タチガレン液剤 サンブレイク液剤

B. 有糸核分裂・細胞分

裂

β - チューブリン重合阻害
MBC 殺菌剤 ( メチルベンゾイミ
ダゾールカーバメート )

ベンゾイミダゾール類 ベノミル
高 1

ベンレート シャルマット・ベンレート T

チオファネート類 チオファネートメチル トップグラスDF トップバスター・グラコーン

細胞分裂 ( 作用点不明 ) フェニルウレア類 フェニルウレア類 ペンシクロン 未 20 セレンターフ タフシーバフロアブル

C: 呼吸

複合体Ⅱ：コハク酸脱水素酵素
SDHI( コハク酸脱水素酵素阻害
剤 )

フェニルベンズアミド類
フルトラニル

中 ~ 高 7

グラポスト グラステン

メプロニル グリーングラス モノクタジン・シャルマット

フェニルオキソエチルチオフェンアミド類 イソフェタミド

チアゾールカルボキサミド類 チフルザミド イカルガ

ピラゾール -4- カルボキサミ
ド類

フルキサピロキサド セルカディス

フラメトピル リゾトップ

ペンフルフェン オブティンフロアブル

ペンチオピラド ガイア顆粒水和剤 ユニゾン水和剤

ピリジンカルボキサミド類 ボスカリド エメラルド DG

複合体Ⅲ：チトクローム bc1（ユ
ビキノール酸化酵素）Qo 部位（cyt 
b 遺伝子）

QoI 殺菌剤

メトキシアクリレート類
アゾキシストロビン

高 11

ヘリテージ シバンバ EX・ダイブ

ピコキシストロビン ハイジャンプフロアブル

メトキシアセトアミド類 マンデストロビン ディアマンテ

メトキシカーバメート類 ピラクロストロビン オナーWDG・レキシコン

オキシイミノ酢酸類
クレソキシムメチル ターフトップDF

トリフロキシストロビン ディディケートフロアブル

ベンジルカーバメート類 ピリベンカルブ ファンターフ顆粒水和剤

複合体Ⅲ：ユビキノン還元酵素 
Qi 部位

QiI 殺菌剤
(Qi 阻害剤 )

シアノイミダゾール シアゾファミド
中 ~ 高 21

ランマン P フロアブル

スルファモイルトリアゾール アミスルブロム ベスグリーン DF

複合体Ⅲ：ﾕﾋﾞｷﾉﾝ還元酵素（Qo 部位、ｽﾁｸﾞﾏﾃﾘﾝ結合ｻﾌﾞｻｲﾄ） QoSI 殺菌剤 (Qo 阻害剤） トリアゾロピリミジルアミン アメトクトラジン 中 ~ 高 45 ザンプロターフ

Ｄ アミノ酸および蛋白

質合成

蛋白質合成 グルコピラノシル抗生物質 グルコピラノシル抗生物質 ストレプトマイシン
高

25 アグリマイシン 100

蛋白質合成 テトラサイクリン抗生物質 テトラサイクリン抗生物質 オキシテトラサイクリン 41 アグリマイシン 100

Ｅ シグナル伝達

浸透圧シグナル伝達の MAP/ ヒスチジンキナーゼ PP 殺菌剤 ( フェニルピロール類 ) フェニルピロール類 フルジオキソニル 低 ~ 中 12 メダリオン水和剤

浸透圧シグナル伝達における
MAP/ ヒスチジンキナーゼ

ジカルボキシイミド類（DCI 剤） ジカルボキシイミド
イプロジオン

中 ~ 高 2
ロブラール水和剤 プルーデンス・パッチバスターユキスター

プロシミドン ダラーキック

Ｆ 脂質生合成または輸

送 / 細胞膜の構造また

は機能

リン脂質生合成、メチルトランスフェラーゼ ジチオラン類 ジチオラン類 イソプロチオラン 低 ~ 中 6 グラステン水和剤

細胞の過酸化 AH 殺菌剤 ( 芳香族炭化水素 ) 芳香族炭化水素 トルクロホスメチル 低 ~ 中 14 グランサー水和剤 ディアマンテ

細胞膜透過性、脂肪酸 カーバメート類 カーバメート類 プロパモカルブ 低 ~ 中 28 プレビクール N・ﾀｰﾌｼｬﾜｰ

Ｇ 細胞膜のステロール

生合成

ステロール生合成の C14 位のデ
メチラーゼ

DMI 殺菌剤
( 脱メチル化阻害剤 )

ピペラジン類 トリホリン

　中 3

サプロール

イミダゾール類
オキスポコナゾール ペンコシャイン水和剤

トリフルミゾール トリフミン トップティー水和剤

トリアゾール類

シプロコナゾール センチネル顆粒水和剤 シバンバフロアブル

ジフェノコナゾール ダイブフロアブル

ヘキサコナゾール シバンバ EX

イミベンコナゾール ツインサイドＤＦ・ﾏﾈｰｼﾞ

メトコナゾール 芝美人 トップバスター水和剤・ｴｰﾂｰｼﾞｰ

ミクロブタニル ラリー乳剤・チッパー乳剤 クロステクト水和剤

プロピコナゾール バナーマックス液剤 バシパッチ水和剤

シメコナゾール パッチコロン水和剤

テブコナゾール タフシーバ・クルセイダー

テトラコナゾール ボンジョルノ乳剤 ビゴールドフロアブル

ステロール生合成系のスクワレンエポキシダーゼ SBI：クラスⅣ チオカーバメート類 ピリブチカルブ 未 18 エイゲン水和剤

Ｈ 細胞壁生合成
トレハロース、イノシトール生合成 グルコピラノシル抗生物質で分類 グルコピラノシル抗生物質で分類 バリダマイシン 未 26 バリダシン液剤 5

キチン合成酵素 ポリオキシン類 ペプチジルピリミジンヌクレオシド ポリオキシン 中 19 ポリオキシンＺ

Ｕ 作用機構不明 不明

ホスホナート類 エチルホスナート ホセチル 低 33 シグネイチャーＷＤＧ グラコーン水和剤・ﾌﾟﾙｰﾃﾞﾝｽ

ピリミジノンヒドラゾン類 ピリミジノンヒドラゾン フェリムゾン 未 Ｕ 14 トルファン

テトラゾリルオキシム テトラゾリルオキシム ピカルブトラゾクス 未 Ｕ 17 クインテクト顆粒水和剤

Ｍ 多作用点接触活性 多作用点接触活性

無機化合物 無機化合物 銅（種々の塩）

低

Ｍ 1 ドウグリン水和剤

無機化合物 無機化合物 硫黄 Ｍ 2 クムラス水和剤

ジチオカーバメート類及び類縁体 ジチオカーバメート

マンゼブ

Ｍ 3

ジマンダイセン ペンコシャイン・クロステクト

プロピネブ プロテクメートＷＤＧ ユニゾン水和剤

チウラム チウラム ダコグリーン顆粒水和剤

ジラム モノドクターフロアブル

フタルイミド類 フタルイミド キャプタン Ｍ 4 オーソサイド 80 水和剤

クロロニトリル類 ( フタロニトリル類 ) クロロニトリル類 ( フタロニトリル類 ) TPN（クロロタロニル） Ｍ 5 ダコニールターフフロアブル

ビスグアニジン類 ビスグアニジン
イミノクタジン酢酸塩

Ｍ 7
カシマン液剤 モノクタジンフロアブル

イミノクタジンアルベシル酸塩 ボディーブロー水和剤

殺菌剤


