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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
殺虫剤の有効成分としての非晶質の式（Ｉ）：
【化１】

（式中、Ｒ１はハロゲン、アルキル又はシアノであり、ＡはＣ３－４のシクロアルキルで
置換されてもよいアルキルであり、ｍは０～４である）で表されるアントラニルアミド系
化合物又はその塩、界面活性剤及び担体を含むことを特徴とする有害生物防除用固形組成
物。
【請求項２】
アントラニルアミド系化合物が、３－ブロモ－Ｎ－（２－ブロモ－４－クロロ－６－（１
－シクロプロピルエチルカルバモイル）フェニル）－１－（３－クロロピリジン－２－イ
ル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド、３－ブロモ－Ｎ－（４－クロロ－２－（
１－シクロプロピルエチルカルバモイル）－６－メチルフェニル）－１－（３－クロロピ
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リジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド、３－ブロモ－Ｎ－（２－
ブロモ－４－クロロ－６－（シクロプロピルメチルカルバモイル）フェニル）－１－（３
－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド、３－ブロモ－
Ｎ－（４－クロロ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フェニル）－１－（３－ク
ロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド又は、３－ブロモ－
１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－（４－シアノ－２－メチル－６－（メチル
カルバモイル）フェニル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミドである請求項１に記
載の組成物。
【請求項３】
界面活性剤が非イオン性界面活性剤及び／又は陰イオン性界面活性剤である請求項１に記
載の組成物。
【請求項４】
界面活性剤が、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレ
ンアルキル（Ｃ８～１８）アリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８

）フェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステル、ポリオキシエ
チレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアリールエーテル
硫酸エステル塩、アルキル（Ｃ１２～２２）スルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）ベン
ゼンスルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）スルホコハク酸塩、リグニンスルホン酸塩、
ポリオキシエチレンアリールスルホン酸塩及びナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合
物からなる群より選択される少なくとも１種である請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
担体が鉱物系担体である請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
担体がカオリン、タルク、炭酸カルシウム、珪藻土、クレー及びホワイトカーボンからな
る群より選択される少なくとも１種である請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
非晶質の式（Ｉ）：
【化２】

（式中、Ｒ１はハロゲン、アルキル又はシアノであり、ＡはＣ３－４のシクロアルキルで
置換されてもよいアルキルであり、ｍは０～４である）で表されるアントラニルアミド系
化合物又はその塩；非イオン性界面活性剤及び／又は陰イオン性界面活性剤；並びに鉱物
系担体を含む請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
非晶質の式（Ｉ）：

【化３】

（式中、Ｒ１はハロゲン、アルキル又はシアノであり、ＡはＣ３－４のシクロアルキルで
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置換されてもよいアルキルであり、ｍは０～４である）で表されるアントラニルアミド系
化合物又はその塩；ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエ
チレンアルキル（Ｃ８～１８）アリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～

１８）フェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステル、ポリオキ
シエチレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアリールエー
テル硫酸エステル塩、アルキル（Ｃ１２～２２）スルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）
ベンゼンスルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）スルホコハク酸塩、リグニンスルホン酸
塩、ポリオキシエチレンアリールスルホン酸塩及びナフタレンスルホン酸塩のホルマリン
縮合物からなる群より選択される少なくとも１種の界面活性剤；並びにカオリン、タルク
、炭酸カルシウム、珪藻土、クレー及びホワイトカーボンからなる群より選択される少な
くとも１種の担体を含む請求項１に記載の組成物。
【請求項９】
水和剤又は顆粒水和剤である請求項１に記載の組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有害生物防除効果が向上したアントラニルアミド系化合物を含有する有害生
物防除用固形組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　アントラニルアミド系殺虫剤は、鱗翅目等有害生物の防除に有用であることが知られて
おり、特許文献１にはその製剤として乳剤、水和剤、粉剤、顆粒剤等種々の製剤処方が開
示されている。また、特許文献２には該化合物の有害生物防除効果を増強する製剤として
、疎水性溶媒を含む油性懸濁剤が開示されている。
【特許文献１】ＷＯ２００５/０７７９３４号
【特許文献２】ＷＯ２００７/０８１５５３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　アントラニルアミド系化合物を含め、多くの有害生物防除剤は、スペクトラム及び効果
においてそれぞれ特徴を有する反面、特定の病害虫に対して効果が充分でなかったり、残
効性が短く、一定期間の効果を期待できなかったりして、施用場面によっては、実用上充
分な防除効果を示さないことがあり、製剤的手法により防除効果を向上させることが希求
されている。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく種々の検討を行った結果、アントラニルアミド系
化合物を非晶質化することにより有害生物の防除効果が格段に増強されることを見出し、
本発明を完成した。
　すなわち、本発明は、殺虫剤の有効成分としての非晶質のアントラニルアミド系化合物
又はその塩、界面活性剤及び担体を含む有害生物防除用固形組成物に関する。又、本発明
は、前記成分を含む水和剤又は顆粒水和剤に関する。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明の農薬組成物は、アントラニルアミド系化合物の効果を向上させ、低薬量での有
害生物の防除を可能にするものである。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】実施例１の粉末Ｘ線回折像
【図２】比較例１の粉末Ｘ線回折像
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【発明を実施するための形態】
【０００７】
本発明の組成物は、非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩の少なくとも１種の
もの、界面活性剤及び担体を含有する。
本発明に用いられるアントラニルアミド系化合物又はその塩としては、式（Ｉ）：
【０００８】
【化１】

（式中、Ｒ１はハロゲン、アルキル又はシアノであり、ＡはＣ３－４のシクロアルキルで
置換されてもよいアルキルであり、ｍは０～４である）で表されるアントラニルアミド系
化合物又はその塩が挙げられる。
　上記式（I）のＲ１及びＡのアルキル又はアルキル部分は、直鎖又は分岐状のいずれで
もよい。その具体例としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、ペン
チル、ヘキシルのようなＣ１－６のものなどが挙げられる。また、Ｒ１のハロゲンとして
は、フッ素、塩素、臭素の各原子が挙げられる
　前記アントラニルアミド系化合物の塩としては、農業上許容されるものであればあらゆ
るものが含まれるが、例えば、ナトリウム塩、カリウム塩のようなアルカリ金属塩；マグ
ネシウム塩、カルシウム塩のようなアルカリ土類金属塩；ジメチルアンモニウム塩、トリ
エチルアンモニウム塩のようなアンモニウム塩；塩酸塩、過塩素酸塩、硫酸塩、硝酸塩の
ような無機酸塩；酢酸塩、メタンスルホン酸塩のような有機酸塩などが挙げられる。
　アントラニルアミド系化合物としては、望ましくは以下の化合物である。
（１）３－ブロモ－Ｎ－（２－ブロモ－４－クロロ－６－（１－シクロプロピルエチルカ
ルバモイル）フェニル）－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
５－カルボキサミド（化合物１）
（２）３－ブロモ－Ｎ－（４－クロロ－２－（１－シクロプロピルエチルカルバモイル）
－６－メチルフェニル）－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－
５－カルボキサミド（化合物２）
（３）３－ブロモ－Ｎ－（２－ブロモ－４－クロロ－６－（シクロプロピルメチルカルバ
モイル）フェニル）－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－
カルボキサミド（化合物３）
（４）３－ブロモ－Ｎ－（４－クロロ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フェニ
ル）－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド
（化合物４）
（５）３－ブロモ－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－（４－シアノ－２－メ
チル－６－（メチルカルバモイル）フェニル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド
（化合物５）
【０００９】
　上記アントラニルアミド系化合物又はその塩の含有量は、組成物中に１～９０重量％、
好ましくは５～８０重量％である。
　アントラニルアミド系化合物又はその塩の平均粒子径は、０．０１～１００μｍ、好ま
しくは０．１～１００μｍであり、その結晶形は非晶質である。
　該化合物の結晶形は、完全な非晶質であることが望ましいが、一部結晶を含んでもよい
。
　非晶質とは、物質を構成する原子の配列に規則性を持たない固体状態をいい、粉末Ｘ線
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回折装置で測定した際にハローの回折図を示す固体状態をいう。非晶質とは、アモルファ
ス及び無定形と同義である。
　非晶質の原体は、乾燥処理やメカノケミカル処理並びに固体分散化などにより製造する
ことができる。乾燥処理としては、噴霧乾燥や凍結乾燥が挙げられる。また、原体を加熱
融解後に急冷することによっても非晶質原体を得ることができる。メカノケミカル処理と
しては、ライカイ機のような機械を用いた粉砕や、セルロース等の高分子化合物との混合
粉砕が挙げられる。また、原体を糖や高分子化合物と共に溶媒で溶解した後、溶媒を留去
することによっても非晶質原体を得ることができる（固体分散化）。
　また、本発明の組成物には、有効成分としてアントラニルアミド系化合物の他に、他の
有害生物防除剤を添加してもよい。他の有害生物防除剤としては、殺虫剤、殺ダニ剤、殺
線虫剤、殺土壌害虫剤や殺菌剤などが挙げられる。
【００１０】
　本発明で使用することができる界面活性剤としては、非イオン性界面活性剤及び陰イオ
ン性界面活性剤から選択される１種または２種以上の界面活性剤を用いることができる。
　非イオン性界面活性剤としては、以下のものが挙げられる。
　ポリオキシアルキレン型界面活性剤：例えば、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレンアルキル（
Ｃ８～１８）アリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）フェニルエ
ーテル、ポリオキシエチレン（モノ、ジ又はトリ）フェニルフェニルエーテル、ポリオキ
シエチレン（モノ、ジ又はトリ）ベンジルフェニルエーテル、ポリオキシプロピレン（モ
ノ、ジ又はトリ）ベンジルフェニルエーテル、ポリオキシエチレン（モノ、ジ又はトリ）
スチリルフェニルエーテル、ポリオキシプロピレン（モノ、ジ又はトリ）スチリルフェニ
ルエーテル、ポリオキシエチレン（モノ、ジ又はトリ）スチリルフェニルエーテルのポリ
マー、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマー、アルキル（Ｃ８～１

８）ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマーエーテル、アルキル（Ｃ

８～１２）フェニルポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロックポリマーエーテル
、ポリオキシエチレンビスフェニルエーテル、ポリオキシエチレン樹脂酸エステル、ポリ
オキシエチレン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸（
Ｃ８～１８）エステル、グリセロール脂肪酸エステルエチレンオキサイド付加物、ヒマシ
油エチレンオキサイド付加物、硬化ヒマシ油エチレンオキサイド付加物、アルキル（Ｃ８

～１８）アミンエチレンオキサイド付加物および脂肪酸（Ｃ８～１８）アミドエチレンオ
キサイド付加物等が挙げられる。
　多価アルコール型界面活性剤：例えば、グリセロール脂肪酸エステル、ペンタエリスリ
トール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステル、ショ糖脂肪酸エステ
ル、多価アルコールアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルグリコシド
およびアルキルポリグリコシド等が挙げられる。
　上記非イオン性界面活性剤の中で好ましいものとしては、ポリオキシエチレンアルキル
（Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）アリールエーテル
、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）フェニルエーテルまたはポリオキシエチレ
ン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステルである。
【００１１】
　陰イオン性界面活性剤としては、以下のものが挙げられる。
　カルボン酸型界面活性剤：例えば、ポリアクリル酸、ポリメタアクリル酸、ポリマレイ
ン酸、ポリ無水マレイン酸、マレイン酸または無水マレイン酸とオレフィン（例えばイソ
ブチレンおよびジイソブチレン等）との共重合物、アクリル酸とイタコン酸の共重合物、
メタアクリル酸とイタコン酸の共重合物、マレイン酸または無水マレイン酸とスチレンの
共重合物、アクリル酸とメタアクリル酸の共重合物、アクリル酸とアクリル酸メチルエス
テルとの共重合物、アクリル酸と酢酸ビニルとの共重合物、アクリル酸とマレイン酸また
は無水マレイン酸の共重合物、Ｎ－メチル－脂肪酸（Ｃ１２～１８）サルコシネート、樹
脂酸および脂肪酸（Ｃ１２～１８）等のカルボン酸、並びにそれらカルボン酸の塩が挙げ
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られる。
　硫酸エステル型界面活性剤：例えば、アルキル（Ｃ１２～１８）硫酸エステル、ポリオ
キシエチレンアルキル（Ｃ１２～１８）エーテル硫酸エステル、ポリオキシエチレンアル
キルアリールエーテル硫酸エステル、ポリオキシエチレンアリールエーテル硫酸エステル
、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１２）フェニルエーテル硫酸エステル、ポリオキ
シエチレンアルキル（Ｃ８～１２）フェニルエーテルのポリマーの硫酸エステル、ポリオ
キシエチレンフェニルフェニルエーテル硫酸エステル、ポリオキシエチレンベンジルフェ
ニルエーテル硫酸エステル、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル硫酸エステル
、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテルのポリマーの硫酸エステル、ポリオキシ
エチレンポリオキシプロピレンブロックポリマーの硫酸エステル、硫酸化油、硫酸化脂肪
酸エステル、硫酸化脂肪酸および硫酸化オレフィン等の硫酸エステル、並びにそれら硫酸
エステルの塩が挙げられる。
【００１２】
　スルホン酸型界面活性剤：例えば、アルキル（Ｃ１２～２２）スルホン酸、アルキル（
Ｃ８～１２）アリールスルホン酸、アルキル（Ｃ８～１２）ベンゼンスルホン酸、アルキ
ル（Ｃ８～１２）ベンゼンスルホン酸のホルマリン縮合物、クレゾールスルホン酸のホル
マリン縮合物、α－オレフィン（Ｃ１４～１６）スルホン酸、アルキル（Ｃ８～１２）ス
ルホコハク酸、リグニンスルホン酸、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１２）フェニ
ルエーテルスルホン酸、ポリオキシエチレンアリールスルホン酸、ポリオキシエチレンア
ルキル（Ｃ１２～１８）エーテルスルホコハク酸ハーフエステル、ナフタレンスルホン酸
、アルキル（Ｃ１～６）ナフタレンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合
物、アルキル（Ｃ１～６）ナフタレンスルホン酸のホルマリン縮合物、クレオソート油ス
ルホン酸のホルマリン縮合物、アルキル（Ｃ８～１２）ジフェニルエーテルジスルホン酸
、ポリスチレンスルホン酸およびスチレンスルホン酸とメタアクリル酸の共重合物等のス
ルホン酸、並びにそれらスルホン酸の塩が挙げられる。
　燐酸エステル型界面活性剤：例えば、アルキル（Ｃ８～１２）燐酸エステル、ポリオキ
シエチレンアルキル（Ｃ１２～１８）エーテル燐酸エステル、ポリオキシエチレンアルキ
ル（Ｃ８～１２）フェニルエーテル燐酸エステル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～

１２）フェニルエーテルのポリマーの燐酸エステル、ポリオキシエチレンフェニルフェニ
ルエーテル燐酸エステル、ポリオキシエチレンベンジルフェニルエーテル燐酸エステル、
ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル燐酸エステル、ポリオキシエチレンスチリ
ルフェニルエーテルのポリマーの燐酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレ
ンブロックポリマーの燐酸エステル、ホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノール
イミンおよび縮合燐酸（例えばトリポリリン酸等）等の燐酸エステル、並びにそれら燐酸
エステルの塩が挙げられる。
　陰イオン性界面活性剤における塩としては、アルカリ金属（リチウム、ナトリウムおよ
びカリウム等）、アルカリ土類金属（カルシウムおよびマグネシウム等）、アンモニウム
および各種アミン（例えばアルキルアミン、シクロアルキルアミンおよびアルカノールア
ミン等）等が挙げられる。
　上記陰イオン性界面活性剤の中で好ましいものとしては、ポリオキシエチレンアルキル
アリールエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアリールエーテル硫酸エステル塩
、アルキル（Ｃ１２～２２）スルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）ベンゼンスルホン酸
塩、アルキル（Ｃ８～１２）スルホコハク酸塩、リグニンスルホン酸塩、ポリオキシエチ
レンアリールスルホン酸塩及びナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合物である。
　界面活性剤がポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレ
ンアルキル（Ｃ８～１８）アリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８

）フェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸（Ｃ８～１８）エステル、ポリオキシエ
チレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル塩、ポリオキシエチレンアリールエーテル
硫酸エステル塩、アルキル（Ｃ１２～２２）スルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）ベン
ゼンスルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）スルホコハク酸塩、リグニンスルホン酸塩、
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ポリオキシエチレンアリールスルホン酸塩及びナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合
物からなる群より選択される少なくとも１種であるのが好ましい。
　界面活性剤の含有量は、組成物中に０．５～４０重量％、好ましくは１～２０重量％で
ある。
【００１３】
　本発明で使用することができる担体としては、鉱物系担体、植物系担体、高分子担体等
を挙げることができる。
　鉱物系担体としては、例えば、カオリナイト、ディッカナイト、ナクライト、ハロサイ
ト等のカオリン；クリソタイル、リザータイト、アンチコライト、アメサイト等の蛇紋石
；ナトリウムモンモリロナイト、カルシウムモンモリロナイト、マグネシウムモンモリロ
ナイト等のモンモリロナイト；サポナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、ハイデライト
等のスメクタイト；パイロフィライト、タルク、蝋石、白雲母、フェンジャイト、セリサ
イト、イライト等の雲母；クリストバライト、クォーツ等のシリカ；ベントナイト、アタ
パルジャイト、セピオライト等の含水珪酸マグネシウム；ドロマイト、炭酸カルシウム微
粉末等の炭酸カルシウム；ギプサム、石膏等の硫酸塩鉱物；ゼオライト；沸石；凝灰石；
バーミキュライト；ラポナイト；軽石；珪藻土；酸性白土；活性白土；クレー；ホワイト
カーボン、二酸化チタンなどの合成品担体が挙げられる。
　植物系担体としては、例えば、セルロース、籾殻、小麦粉、木粉、澱粉、糠、ふすま、
大豆粉等が挙げられる。
　高分子担体としてはメチルセルロース、アラビアガム、ヒドロキシプロピルセルロース
、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、デキストラン、アルギン酸ナトリウム、カルボ
キシメチルセルロースナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、ポリビニ
ルピロリドン、ポリビニルアルコール、カルボキシビニルポリマー、カゼインナトリウム
、デキストリンなどが挙げられる。その他の担体として、尿素、乳糖、硫安、蔗糖、食塩
、芒硝、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、ピロリン酸カリウム、トリポリリン酸ナトリウ
ム、マレイン酸、フマル酸、クエン酸、リンゴ酸等が挙げられる。
　上記担体の中で好ましいものとしては鉱物系担体であり、鉱物系担体がカオリン、タル
ク、炭酸カルシウム、珪藻土、クレー及びホワイトカーボンからなる群より選択される少
なくとも１種であるのが好ましい。
　担体の含有量は本水和剤に対し、通常３～９５重量％、好ましくは１０～９０重量％で
ある。
【００１４】
　本発明の組成物の製剤としては、粉剤、ＤＬ剤、粒剤、粉粒剤、マイクロカプセル剤、
水和剤、顆粒水和剤などが挙げられ、好ましい製剤としては水和剤又は顆粒水和剤である
。
　上記組成物は、非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩、界面活性剤および担
体の他、崩壊剤、安定化剤、ｐＨ調整剤、着色剤および香料からなる群から選択される１
種又は複数の成分を組み合わせて製造することができる。
　以下に本組成物の好ましい製剤の製造方法について述べる。
【００１５】
（１）水和剤
　本発明の水和剤は、非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩、界面活性剤、担
体を含む粉末組成物であり、通常、上記の成分をＶ型混合機などの混合機で混合すること
により製造することができる。こうして製造される水和剤の平均粒子径は、一般に５０μ
ｍ以下である。
【００１６】
（２）顆粒水和剤
　本発明の顆粒水和剤は、非晶質のアントラニル系化合物又はその塩、界面活性剤及び担
体を含む粒状の固形組成物である。
　本顆粒水和剤は、農薬の製剤化において通常用いられる造粒法によって製造することが
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できる。該造粒法としては押出し造粒法、含浸造粒法、圧縮造粒法、攪拌造粒法、流動層
造粒法、転動造粒法、噴霧造粒法等を挙げることができる。
　押出し造粒法によって顆粒水和剤を製造する一例を以下に示す。
【００１７】
　非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩、界面活性剤及び担体を混合した後、
混合物に対し、通常０．１～１００重量％の水を滴下あるいは噴霧し、混練して混練物を
調製する。　次に、該混練物を造粒機で造粒し、乾燥、整粒、篩別処理することにより、
顆粒水和剤を得ることができる。
造粒で使用する造粒機としては、バスケット型押出し造粒機、ドーム型押出し造粒機等を
挙げることができ、乾燥機としては、流動層乾燥機やベッド式乾燥機等を挙げることがで
きる。整粒機としては、マルメライザーやピンミル、解砕機等を挙げることができ、篩別
機としては、ジャイロシフターや電磁振動式篩別機等を挙げることができる。こうして製
造される本顆粒水和剤の平均粒子径は、一般に０．３～１０ｍｍ程度、好ましくは０．３
～５ｍｍ程度である。
【００１８】
　本発明の組成物は、望ましくは以下のものである。
（１）非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩；非イオン性界面活性剤及び／又
は陰イオン性界面活性剤；並びに鉱物系担体を含む組成物。
（２）非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩；ポリオキシエチレンアルキル（
Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）アリールエーテル、
ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）フェニルエーテル、ポリオキシエチレン脂肪
酸（Ｃ８～１８）エステル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル
塩、ポリオキシエチレンアリールエーテル硫酸エステル塩、アルキル（Ｃ１２～２２）ス
ルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）ベンゼンスルホン酸塩、アルキル（Ｃ８～１２）ス
ルホコハク酸塩、リグニンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアリールスルホン酸塩及び
ナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合物からなる群より選択される少なくとも１種の
界面活性剤；並びにカオリン、タルク、炭酸カルシウム、珪藻土、クレー及びホワイトカ
ーボンからなる群より選択される少なくとも１種の担体を含む組成物。
（３）１～９０重量％の非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩、０．５～４０
重量％の界面活性剤及び３～９５重量％の担体を含む上記（１）又は（２）に記載の組成
物。
（４）非晶質のアントラニルアミド系化合物又はその塩；ポリオキシエチレンアルキル（
Ｃ８～１８）エーテル、ポリオキシエチレンアルキル（Ｃ８～１８）フェニルエーテル、
ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホ
ン酸塩、クレー及びホワイトカーボンを含む上記（３）の組成物。
　本発明の組成物は通常、水で希釈して散布処理に使用される。本組成物の希釈倍率は、
本組成物中の活性成分の含有量、施用場面等によるが、通常は５～１００，０００倍、好
ましくは１０～１００，０００倍、更に好ましくは５０～１０，０００倍である。
【実施例】
【００１９】
　以下に、本発明を実施例および試験例を挙げて説明するが、本発明の解釈はこれらに限
定されるものではない。
　なお、実施例で使用した担体及び界面活性剤は下記の通りである。
　カープレックス ＣＳ－7：ホワイトカーボン（エポニックデグサジャパン社製）
　ソルポール5073：ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル硫酸エステル・アンモ
ニウム塩及びポリオキシエチレンアルキルエーテル（東邦化学社製）
　ソルポール5060：アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム塩（東邦化学社製）
　ノイゲンEA-33：ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル（第一工業製薬社製）
実施例１
　化合物(１）に５重量％のカープレックス ＣＳ－7を混合し、石川式攪拌擂潰機（石川
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工場社製：ＡＧＡ型）を用いて１５分間、乳鉢粉砕した。得られた粉砕物（平均粒子径：
9.2μｍ）2.2ｇを1.2ｇのソルポール5073、0.8ｇのソルポール5060、0.4ｇのノイゲンEA-
33、6ｇのカープレックスCS-7及び29.4ｇのクレーと混合した後、遠心粉砕機（日本精機
製作所社製：1ｍｍφスクリーン、10,000rpm）で混合粉砕を行い、化合物(１）を５重量
％含有する粉末の水和剤を得た。
なお、乳鉢粉砕した粉砕物の平均粒子径は９．２μｍであり、結晶形は粉末Ｘ線回折測定
した結果、非晶質であった。図１にその粉末Ｘ線回折結果を示す。
粉末Ｘ線回折測定は、リガク社製RINT1200(Cu-Kα1)を用いて実施した。
【００２０】
実施例２
　化合物(１）0.53ｇを0.3ｇのソルポール5073 、0.2ｇのソルポール5060 、0.1ｇのノイ
ゲンEA-33 、1.5ｇのカープレックスCS-7 および7.4ｇのクレーと混合した後、石川式攪
拌擂潰機を用いて15分間乳鉢粉砕を行い、化合物(１）を５重量％含有する粉末の水和剤
を得た。
なお、乳鉢粉砕した粉砕物の粉末Ｘ線回折測定を行った結果、クレー由来のピークのみで
、化合物（１）由来のピークは確認できなかった。
【００２１】
比較例１
　結晶性の化合物(１）をターボカウンタージェツトミル（ターボ工業社製：TJ-60）を用
いて、粉砕した。次に、得られた化合物（１）の微粒子（平均粒子径：2μ）2.1ｇを1.2
ｇのソルポール5073、0.8ｇのソルポール5060 、0.4ｇのノイゲンEA-33、6ｇのカープレ
ックスCS-7 および29.5ｇのクレーと混合した後、遠心粉砕機（日本精機製作所社製：1mm
φスクリーン、10,000rpm）で混合粉砕を行い、化合物(１）を5％含有する粉末の水和剤
を得た。
なお、ターボカウンタージェットミルにて粉砕した原体は粉末Ｘ線回折測定結果から結晶
質であった。図２にその粉末Ｘ線回折結果を示す。
【００２２】
試験例１　シルバーリーフコナジラミに対する効果試験
（１）試験溶液の調製
　実施例１及び２、並びに比較例１で得た組成物（活性成分：５重量％）を４，０００倍
量の水で希釈して１２.５ｐｐｍの試験溶液を調製した。
（２）効果試験
　第一本葉を１枚残し、他の葉を切除したポット植えのキュウリに、シルバーリーフコナ
ジラミの成虫を放して約２４時間産卵させた。その後、２５℃の照明付恒温室内に９日間
放置した。孵化幼虫数を調査した後、１２.５ｐｐｍの試験液を各々ハンドスプレーで、
葉全体に均一に散布処理した。処理後１０日間２５℃の照明付恒温室内に放置した後、老
齢幼虫数および蛹数を調査し、下記計算式により防除価を求めた。試験結果を第１表に示
した。第１表の結果のとおり、非晶質化した原体を含む本発明製剤は比較製剤に比べ優れ
た防除効果を示した。
　防除価（％）＝（１－（（Ｔａ×Ｃｂ）／（Ｔｂ×Ｃａ）））×１００
　　Ｔａ：処理区における処理後の老齢幼虫数＋蛹数
　　Ｔｂ：処理区における処理前の孵化幼虫数
　　Ｃａ：無処理区における処理後の老齢幼虫数＋蛹数
　　Ｃｂ：無処理区における処理前の孵化幼虫数
【００２３】
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【図１】

【図２】



(11) JP 5551371 B2 2014.7.16

フロントページの続き

    審査官  小久保　敦規

(56)参考文献  国際公開第２００５／０７７９３４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特表２００５－５０３３８４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ０１Ｎ　　４３／５６　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

