
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤を、花粉母細胞・胚のう母細胞形成期から花器完
成期までの期間または開花期にあるアズキ類植物に茎葉散布することを特徴とするアズキ
類の増収方法。
【請求項２】
ジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤がトリアゾール系化合物またはイソニコチンアニ
リド系化合物であることを特徴とする請求項１記載のアズキ類の増収方法。
【請求項３】
トリアゾール系化合物が（Ｅ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－
（１，２，４－トリアゾール－１－イル）－１－ペンテン－３－オールもしくはその塩、
または（２ＲＳ，３ＲＳ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）ペンタン－３－オールもしくはその塩、ある
いはイソニコチンアニリド系化合物が４’－クロロ－２’－（α－ヒドロキシベンジル）
イソニコチンアニリドもしくはその塩であることを特徴とする請求項２記載のアズキ類の
増収方法。
【請求項４】
（Ｅ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（１，２，４－トリアゾ
ール－１－イル）－１－ペンテン－３－オールまたはその塩を、花粉母細胞・胚のう母細
胞形成期から花器完成期までの期間または開花期にあるアズキ類植物に茎葉散布すること
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を特徴とするアズキ類の増収方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はアズキ類の増収方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、アズキ類を増収させる場合、窒素、燐酸、カリ等の肥料の施用、育種法による多
収性優良品種の選抜が知られている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、肥料の施用の場合、過度の施用により倒伏を引き起こす結果、収量減を招
くことがあり、肥料の効果を最大限発揮させるには栽培土壌に適合した適切な管理が必須
である。また育種法による多収性優良品種の選抜の場合、年単位の時間、多くの労力を必
要とするが、必ずしも飛躍的な増収は期待でない。仮に優良品種が出ても、栽培地域によ
って適応性が異なるために広範囲な地域において該品種を利用することは容易でない。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
このような状況下で、本発明者らは鋭意検討を行った結果、ある種の生理作用を示す植物
生長調節剤を、特定な時期のアズキ類植物に茎葉散布することによって、容易にアズキ類
の収量を著しく向上させることができることを見い出し本発明を完成させた。
すなわち、本発明は、ジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤を、花粉母細胞・胚のう母
細胞形成期から花器完成期までの期間または開花期にあるアズキ類植物に茎葉散布するこ
とを特徴とするアズキ類の増収方法（以下、本発明方法と記す。）を提供するものである
。
【０００５】
以下、さらに詳細に本発明を説明する。
本発明の対象となる植物は、アズキ類植物である。ここでいう「アズキ類植物」とは、Ｖ
ｉｇｎａ　属に属する植物を意味し、例えば、アズキ（Ｖｉｇｎａ　ａｎｇｕｌａｒｉｓ
　ＯＨＷＩ）、ヤエナリ（Ｖｉｇｎａ　ｒａｄｉａｔａ　Ｌ．）、ケツルアズキ（Ｖｉｇ
ｎａ　ｍｕｎｇｏ　Ｌ．）、ササゲ（Ｖｉｇｎａ　ｓｉｎｅｎｓｉｓ　Ｌ．　）、ヤッコ
ササゲ（Ｖｉｇｎａ　ｕｎｇｕｉｃｕｌａｔａ　Ｌ．）、ジュウロクササゲ（Ｖｉｇｎａ
　ｓｅｓｑｕｉｐｅｄａｌｉｓ　Ｌ．）、タケアズキ（Ｖｉｇｎａ　ｕｍｂｅｌｌａｔａ
　ＯＨＷＩ）等をあげることができる。
【０００６】
本発明で用いられる薬剤は、「ジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤」である。
ジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤は、例えば、植物の草丈の伸長を抑制する等の典
型的な作用を示すものであり、代表的な化合物としては、例えば、（Ｅ）－１－（４－ク
ロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（１，２，４－トリアゾール－１－イル）－１
－ペンテン－３－オール（特開昭５６－２５１０５号公報に記載される化合物）もしくは
その塩、（２ＲＳ，３ＲＳ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（
１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）ペンタン－３－オール（特開昭５３－２８
１７０号公報に記載される化合物）もしくはその塩、（Ｅ）－１－シクロヘキシル－４，
４－ジメチル－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）－１－ペンテン－３
－オール（特開昭５５－１１１４７７号公報に記載される化合物）もしくはその塩、ｒｅ
ｌ－（１Ｒ，２Ｒ，６Ｓ，７Ｒ，８Ｒ，１１Ｓ）－５－（４－クロロフェニル）－３，４
，５，９，１０－ペンタアザテトラシクロ［５．４．１．Ｏ２ ， ６ 　．Ｏ８ ， １ １ ］ドデ
カ－３，９－ジエン（Ｓｈｏｒｔ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅｓ　＆　Ｐ
ＧＲｓ，１９９０，保土ケ谷化学（株）出版，第３１６頁に記載の化合物）もしくはその
塩等のトリアゾール系化合物や４’－クロロ－２’－（α－ヒドロキシベンジル）イソニ
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コチンアニリド（Ｓｈｏｒｔ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅｓ　＆　ＰＧＲ
ｓ，１９９０，保土ケ谷化学（株）出版，第３０６頁に記載の化合物）等のイソニコチン
アニリド系化合物や（ＲＳ）－２－メチル－１－ピリミジン－５－イル－１－（４－トリ
フルオロメトキシフェニル）プロパン－１－オール（米国特許第４００２６２８号及びＳ
ｈｏｒｔ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅｓ　＆　ＰＧＲｓ，１９９０，保土
ケ谷化学（株）出版，第３１８頁に記載される化合物）もしくはその塩、α－シクロプロ
ピル－４－メトキシ－α－（ピリミジン－５－イル）－ベンジルアルコール（英国特許第
１２１８６２３号及びＳｈｏｒｔ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅｓ　＆　Ｐ
ＧＲｓ，１９９０，保土ケ谷化学（株）出版，第３１８頁に記載される化合物）もしくは
その塩等のピリミジン系化合物等があげられる。これら薬剤は一種単独でも二種以上の混
合物であってもよい。もちろん、光学活性な異性体を有する化合物においては、植物生長
調節活性を有する光学活性な異性体を用いることもできる。
【０００７】
上記のようなジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤は、通常、液体担体、固体担体、界
面活性剤、その他の製剤用補助剤を用いて乳剤、液剤、水和剤、懸濁剤等に製剤して用い
られる。これらの製剤には、有効成分が重量比で、通常、約０．００００１～約９９．９
％含有される。
【０００８】
用いられる液体担体としては、例えば、キシレン、メチルナフタレン等の芳香族炭化水素
、イソプロパノール、エチレングリコール、セロソルブ等のアルコール類、アセトン、シ
クロヘキサノン、イソホロン等のケトン類、大豆油、綿実油等の植物油、ジメチルスオル
ホキシド、アセトニトリル、水等をあげることができる。
固体担体としては、例えば、カオリンクレー、アタパルジャイトクレー、ベントナイト、
酸性白土、パイロフィライト、タルク、珪藻土、方解石、クルミ殻粉、尿素、硫酸アンモ
ニウム、合成含水酸化珪素等の微粉末あるいは粒状物があげられる。
【０００９】
乳化、分散、湿潤、展開、結合、崩壊性調節、有効成分安定化、流動性改良、防錆等の目
的で使用される界面活性剤は、非イオン性、陰イオン性、陽イオン性および両性イオン性
のいずれのものをも使用しうるが、通常は非イオン性および／または陰イオン性のものが
使用される。代表的な非イオン性界面活性剤としては、例えば、ポリオキシエチレンアル
キルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンポリ
オキシプロピレンブロックコポリマー、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ソルビタン脂肪酸エステル等をあげることができる。また代表的な陰イオン性界面活性剤
としては、例えば、アルキル硫酸エステル塩、アルキル（アリール）スルホン酸塩、ジア
ルキルスルホこはく酸塩、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテルリン酸エステル
塩等があげられる。
【００１０】
その他の製剤用補助剤としては、リグニンスルホン酸塩、アルギン酸塩、ポリビニールア
ルコール、アラビアガム、ＣＭＣ（カルボキシメチルセルロース）、ＰＡＰ（酸性リン酸
イソプロピル）等を挙げることができる。
【００１１】
このようにして製剤されたジベレリン生合成阻害型植物生長調節剤の処理濃度や処理量は
、該植物生長調節剤の種類等によりことなるが、通常、有効成分が約０．０１～約１００
０ｐｐｍの溶液を、有効成分量として約０．１～約５００００ｇ／ｈａ、好ましくはトリ
アゾール系化合物の場合には、約０．１～約５０００ｇ／ｈａ、イソニコチンアニリド系
化合物の場合には、約１～約５００００ｇ／ｈａの割合で施用する。もちろん、ジベレリ
ン生合成阻害型植物生長調節剤を処理する場合には、本発明の効果を妨げない範囲におい
て、肥料、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、その他の植物生長調節剤との混合も可能である。
【００１２】
つぎに、本発明における薬剤散布時期、すなわち「花粉母細胞・胚のう母細胞形成期から
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花器完成期までの期間または開花期」について説明する。
本発明では、上記のような植物生長調節剤を、花粉母細胞・胚のう母細胞形成期から花器
完成期までの期間または開花期にあるアズキ類植物に茎葉散布することが必須である。好
ましくは、花粉母細胞・胚のう母細胞形成期から花器完成期までの期間または開花始日か
ら４週間の期間である。より好ましくは、開花始日から３週間の期間である。
ところで、アズキ類植物の花は、生長点肥大期、花芽分化期、単花原基分化期、咢・花弁
分化期、花器原基分化完了、花粉母細胞・胚のう母細胞形成期、花粉母細胞・胚のう母細
胞分裂期、花器肥大伸長期、花器完成期を経てつくられる。そしてこの間は、天候、品種
、栽培条件等によっても異なるが、例えば、アズキの場合、一般的には２５日～３０日程
度かかる。このうち、生長点肥大期は開花前約２５～３０日、花芽分化期は開花前約２３
日、単花原基分化期は開花前約２１日、咢・花弁分化期は開花前約１８日、花器原基分化
完了は開花前約１５日、花粉母細胞・胚のう母細胞形成期は開花前約１１日、花粉母細胞
・胚のう母細胞分裂期は開花前約９日、花器肥大伸長期は開花前約６日、花器完成期は開
花前約２日に相当している。したがって、本発明でいう花粉母細胞・胚のう母細胞形成期
から花器完成期までの期間とは、アズキ類植物における花の形成過程の最終段階の時期に
あたり、例えば、アズキの場合、開花前約１日～約１３日程度の時期になる。しかしなが
ら、このような開花前日数は天候、品種、栽培条件等によって変化することもある。一方
、開花期の期間は、天候、品種、栽培条件等によって６週間にわたるものもあるが、例え
ば、アズキの場合、通常、約３週間から約４週間である。
【００１３】
本発明の薬剤処理方法は、噴霧、散粉等による茎葉散布である。
【００１４】
【実施例】
以下、本発明を製剤例および試験例によってさらに詳しく説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
まず、製剤例を示す。これらの製剤例中、部は重量部を表すものである。
【００１５】
製剤例１　（乳剤）
（Ｅ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（１，２，４－トリアゾ
ール－１－イル）－１－ペンテン－３－オール（以下、化合物Ａと記す。）５部、ポリオ
キシエチレンスチリルフェニルエーテル１０部およびシクロヘキサノン５０部にキシレン
を加えて全体を１００部とし、攪拌混合することにより乳剤を得る。
【００１６】
製剤例２　（水和剤）
（２ＲＳ，３ＲＳ）－１－（４－クロロフェニル）－４，４－ジメチル－２－（１Ｈ－１
，２，４－トリアゾール－１－イル）ペンタン－３－オール（以下、化合物Ｂと記す。）
　１０部、ラウリル硫酸ナトリウム５部および芳香族スルホン酸塩のホルマリン縮合物２
部にカオリンクレーを加えて全体を１００部とし、ジュースミキサーでよく混合した後ジ
ェットミルで微粉砕することにより水和剤を得る。
【００１７】
製剤例３　（乳剤）
３，５－ジオキソ－４－プロピオニルシクロヘキサンカルボン酸（以下、化合物Ｃと記す
。）５部、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエーテル１０部およびシクロヘキサノン
５０部にキシレンを加えて全体を１００部とし、攪拌混合することにより乳剤を得る（な
お、化合物Ｃは特開昭５９－１９６８４０号公報に記載される。）。
次に、試験例を示す。
【００１８】
試験例１
アズキ（品種、エリモアズキ）を栽培し、開花期（播種後５２日）に、製剤例２に準じて
水和剤に調製した化合物Ａの１０ｐｐｍ溶液を、１０００Ｌ／ｈａの薬剤処理量で茎葉散
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布した。播種から１０８日間栽培した後、収量を調査した。収量は、一株当りの総粒数と
平均一粒重の積である子実収量で示した。ここで、総粒数とは稔実胚珠数であり、総胚珠
数から胚の発育過程で子実として発達しなかった発育停止粒をもつ胚珠を差引いたもので
ある。具体的には３ｍｍメッシュのふるいにて稔実胚珠と子実として発達しなかった発育
停止粒を選別し、収量を求めた。
収量の調査結果を表１に示す。なお、本試験は１区３反復にて行った。収量は３反復の平
均値を求め、対照区（無処理区）を１００％とした相対値で示した。表１から明らかなよ
うに本発明区では対照区（無処理区）と比較して、きわめて高い増収効果を示した。
【００１９】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２０】
試験例２
薬剤処理濃度１０ｐｐｍ、薬剤処理量１０００Ｌ／ｈａの代わりに、４ｐｐｍ、５００Ｌ
／ｈａを用いること以外は試験例１と同様な方法によって試験した。その結果を表２に示
す。
表２から明らかなように本発明区では対照区（無処理区）と比較して、上記の試験例１と
同様にきわめて高い増収効果を示した。
【００２１】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２２】
試験例３
化合物Ａ〔薬剤処理濃度（ｐｐｍ）：１０〕の代わりに化合物Ｂ〔薬剤処理濃度（ｐｐｍ
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）：５００〕を用いること以外は試験例１と同様な方法によって試験した。その結果、同
様な増収効果が認められた。
【００２３】
【発明の効果】
本発明により、容易にアズキ類の収量を著しく向上させることが可能になった。
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