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(57)【要約】
　本発明は、新規トリアゾリンチオン誘導体、これらの化合物を調製する方法、これらの
化合物を含む組成物、並びに、生物学的に活性な化合物としての、特に、作物保護及び材
料物質の保護において有害な微生物を防除するための生物学的に活性な化合物としてのそ
れらの使用、及び、植物成長調節剤としてのそれらの使用に関する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（Ｉ）
【化１】

〔式中、
　Ｒ１は、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル；置換されているか若しくは
置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル；置換されているか若しくは置換されていない
Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ４－Ｃ８－
シクロアルキルアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シク
ロアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換
されていないアリールアルキニル、置換されているか若しくは置換されていないフェノキ
シアルキル；置換されているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換
されているか若しくは置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル
；置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；
　Ｒ２は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、－Ｓｉ（Ｒ３ａ）（Ｒ３ｂ）（Ｒ３ｃ）、－Ｐ（
Ｏ）（ＯＨ）２、－ＣＨ２－Ｏ－Ｐ（Ｏ）（ＯＨ）２、置換されているか若しくは置換さ
れていない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）ＮＨ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｏ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；
　Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃは、互いに独立して、置換されているか若しくは置換されてい
ないＣ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表す
〕
で表されるトリアゾール誘導体及びその塩又はＮ－オキシド。
【請求項２】
　Ｒ１が、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル；置換されているか若しくは
置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル；置換されているか若しくは置換されていない
Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ４－Ｃ８－
シクロアルキルアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シク
ロアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換
されていないアリールアルキニル、置換されているか若しくは置換されていないフェノキ
シアルキル；置換されているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換
されているか若しくは置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル
；置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；
　Ｒ２が、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、－Ｓｉ（Ｒ３ａ）（Ｒ３ｂ）（Ｒ３ｃ）、－Ｐ（
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Ｏ）（ＯＨ）２、－ＣＨ２－Ｏ－Ｐ（Ｏ）（ＯＨ）２、置換されているか若しくは置換さ
れていない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）ＮＨ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｏ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；
　Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃが、互いに独立して、置換されているか若しくは置換されてい
ないＣ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ｘが、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表す
（但し、Ｘは、２－ピリジニルを表さない）；
　請求項１に記載の式（Ｉ）で表されるトリアゾール誘導体。
【請求項３】
　Ｒ１が、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルキルを表し；
　Ｒ２が、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されていない－Ｃ
（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ｘが、置換されているか又は置換されていない、３－ピリジニル、４－ピリジニル、４
－ピリミジニル、５－ピリミジニル、ピラジン－２－イル、ピリダジン－３－イル、ピリ
ダジン－４－イル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表す；
請求項１又は２に記載の式（Ｉ）で表されるトリアゾール誘導体。
【請求項４】
　有害な微生物を防除する方法であって、請求項１、２又は３に記載の式（Ｉ）で表され
る化合物を当該有害な微生物及び／又はそれらの生息環境に施用することを特徴とする、
前記方法。
【請求項５】
　有害な植物病原性菌類を防除する方法であって、請求項１、２又は３に記載の式（Ｉ）
で表される化合物を当該有害な植物病原性菌類び／又はそれらの生息環境に施用すること
を特徴とする、前記方法。
【請求項６】
　有害な微生物を防除するための（好ましくは、有害な植物病原性菌類を防除するための
）組成物であって、増量剤及び／又は界面活性剤に加えて請求項１、２又は３に記載の式
（Ｉ）で表される少なくとも１種類の化合物を含むことを特徴とする、前記組成物。
【請求項７】
　殺虫剤、誘引剤、不妊剤、殺細菌剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、成長調節剤、除草
剤、肥料、薬害軽減剤及び情報化学物質からなる群から選択される少なくとも１種類のさ
らなる活性成分を含む、請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　有害な微生物（好ましくは、有害な植物病原性菌類）を防除するための、請求項１、２
又は３に記載の式（Ｉ）で表される化合物の使用。
【請求項９】
　有害な微生物を防除するための（好ましくは、有害な植物病原性菌類を防除するための
）組成物を製造する方法であって、請求項１、２又は３に記載の式（Ｉ）で表される化合
物を増量剤及び／又は界面活性剤と混合させることを特徴とする、前記方法。
【請求項１０】
　トランスジェニック植物を処理するための、請求項１、２又は３に記載の式（Ｉ）で表
される化合物の使用。
【請求項１１】
　種子及びトランスジェニック植物の種子を処理するための、請求項１、２又は３に記載
の式（Ｉ）で表される化合物の使用。
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【請求項１２】
　式（ＸＩＸ）
【化２】

〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し
；そして、
　Ｒ１は、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
アルキニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハ
ロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ

４－ハロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアル
キル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルケニル；置換
されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換されているか若しくは置
換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリー
ルアルキニル；置換されているか若しくは置換されていないフェノキシアルキル；置換さ
れているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換されているか若しく
は置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか若しくは置換されて
いないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す〕
で表される化合物及びその塩又はＮ－オキシド。
【請求項１３】
　式（ＸＸ）
【化３】

〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し
；そして、
　Ｒ１は、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
アルキニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハ
ロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ

４－ハロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアル
キル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルケニル；置換
されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換されているか若しくは置
換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリー
ルアルキニル；置換されているか若しくは置換されていないフェノキシアルキル；置換さ
れているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換されているか若しく
は置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか若しくは置換されて
いないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す〕
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で表される化合物及びその塩又はＮ－オキシド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、新規トリアゾリンチオン誘導体、これらの化合物を調製する方法、これらの
化合物を含む組成物、並びに、生物学的に活性な化合物としての、特に、作物保護及び材
料物質（ｍａｔｅｒｉａｌｓ）の保護において有害な微生物を防除するための生物学的に
活性な化合物としてのそれらの使用、及び、植物成長調節剤としてのそれらの使用に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　特定のアルキル置換トリアゾール誘導体を、作物保護において殺菌剤として使用するこ
とができるということは、既に知られている（ｃｆ．　ＣＮ　１７６０１９３Ａ）。特定
のトリアゾール誘導体を、数種類の医薬適応症において、及び、殺菌剤として作物保護に
おいて、使用することができるということも知られている（ｃｆ．　ＷＯ－Ａ　２０１２
／１７７６３５、ＷＯ－Ａ　２０１２／１７７６３８、ＷＯ－Ａ　２０１２／１７７６０
３、ＷＯ－Ａ　２０１２／１７７６０８、ＷＯ－Ａ　２０１２／１７７７２５、ＷＯ－Ａ
　２０１２／１７７７２８）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】中国特許出願公開第１７６０１９３Ａ号
【特許文献２】国際特許出願公開第２０１２／１７７６３５号
【特許文献３】国際特許出願公開第２０１２／１７７６３８号
【特許文献４】国際特許出願公開第２０１２／１７７６０３号
【特許文献５】国際特許出願公開第２０１２／１７７６０８号
【特許文献６】国際特許出願公開第２０１２／１７７７２５号
【特許文献７】国際特許出願公開第２０１２／１７７７２８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現代の活性成分（例えば、殺菌剤）に求められる生態学的及び経済学的な要求、例えば
、活性スペクトル、毒性、選択性、施用量、残留物の形成及び好ましい製造方法などに関
する要求は、継続的に増大しており、また、例えば抵抗性に関する問題も存在し得るので
、少なくとも一部の領域において既知組成物よりも有利な新規殺菌剤組成物を開発するこ
とは絶えず求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　従って、本発明は、式（Ｉ）
【化１】

【０００６】
〔式中、
　Ｒ１は、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル；置換されているか若しくは
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置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル；置換されているか若しくは置換されていない
Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ４－Ｃ８－
シクロアルキルアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シク
ロアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換
されていないアリールアルキニル、置換されているか若しくは置換されていないフェノキ
シアルキル；置換されているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換
されているか若しくは置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル
；置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして
、
　Ｒ２は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、－Ｓｉ（Ｒ３ａ）（Ｒ３ｂ）（Ｒ３ｃ）、－Ｐ（
Ｏ）（ＯＨ）２、－ＣＨ２－Ｏ－Ｐ（Ｏ）（ＯＨ）２、置換されているか若しくは置換さ
れていない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ない－Ｃ（Ｏ）ＮＨ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｎ－ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；置換されているか若しくは置換されていな
い－Ｃ（Ｏ）Ｏ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃは、互いに独立して、置換されているか若しくは置換されてい
ないＣ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表す
〕
で表される新規トリアゾール誘導体及びその塩又はＮ－オキシドを提供する。
【０００７】
　式（Ｉ）で表されるトリアゾール誘導体の塩又はＮ－オキシドも、殺菌特性を有してい
る。
【０００８】
　別途示されていない限り、本出願の式の中で与えられているＲ１、Ｒ２、Ｒ３ａ、Ｒ３

ｂ、Ｒ３ｃ及びＸに関する定義及びその好ましい範囲又は実施形態における用語「置換さ
れているか若しくは置換されていない」は、好ましくは、置換されていないか、又は、以
下のもので置換されていることを包含する：ハロゲン；ヒドロキシル；シアノ；アミノ；
スルファニル；ペンタフルオロ－λ６－スルファニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキル；Ｃ１－Ｃ

８－ハロアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアルキルオキシ
；Ｃ１－Ｃ８－アルキルチオ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアルキルチオ；トリ（Ｃ１－Ｃ８－
アルキル）シリル；トリ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）シリル－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；Ｃ３

－Ｃ７－シクロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハロゲンシクロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロア
ルケニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロゲンシクロアルケニル；Ｃ４－Ｃ１０－シクロアルキルアル
キル；Ｃ４－Ｃ１０－ハロシクロアルキルアルキル；Ｃ６－Ｃ１２－シクロアルキルシク
ロアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルキル－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコ
キシ－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；トリ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）シリル－Ｃ３－Ｃ７

－シクロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－アルケニル；Ｃ２－Ｃ８－アルキニル；Ｃ２－Ｃ８－ア
ルケニルオキシ；Ｃ２－Ｃ８－ハロゲンアルケニルオキシ；Ｃ３－Ｃ８－アルキニルオキ
シ；Ｃ３－Ｃ８－ハロゲノアルキニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノ；Ｃ１－Ｃ８

－ハロゲンアルキルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルコキシ
；Ｃ１－Ｃ８－シアノアルコキシ；Ｃ４－Ｃ８－シクロアルキルアルコキシ；Ｃ３－Ｃ６

－シクロアルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルファニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキ
ルスルファニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルカル
ボニル；Ｃ３－Ｃ８－シクロアルキルカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－ハロゲノシクロアルキル
カルボニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルバモイル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルバモイ
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ル；Ｎ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルオキシカルバモイル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルバモイ
ル；Ｎ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルバモイル；Ｃ１－Ｃ８－ア
ルコキシカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルコキシカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－シクロ
アルコキシカルボニル；Ｃ２－Ｃ８－アルコキシアルキルカルボニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
ゲノアルコキシアルキルカルボニル；Ｃ３－Ｃ１０－シクロアルコキシアルキルカルボニ
ル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノカルボニル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノカルボニ
ル；Ｃ３－Ｃ８－シクロアルキルアミノカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニルオ
キシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルカルボニルオキシ；Ｃ３－Ｃ８－シクロアルキルカ
ルボニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキ
ルカルボニルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノカルボニルオキシ；ジ－Ｃ１－Ｃ８－
アルキルアミノカルボニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルオキシカルボニルオキシ；Ｃ１

－Ｃ８－アルキルスルフィニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルフィニル；Ｃ１－Ｃ

８－アルキルスルホニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルホニル；Ｃ１－Ｃ８－アル
キルスルホニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルホニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－
アルキルアミノスルファモイル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノスルファモイル；（Ｃ

１－Ｃ８－アルコキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ３－Ｃ７－シクロアルコキ
シイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；ヒドロキシイミノ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ１

－Ｃ８－アルコキシイミノ）－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；ヒドロキシイミノ－Ｃ３－
Ｃ７－シクロアルキル；（Ｃ１－Ｃ８－アルキルイミノ）－オキシ；（Ｃ１－Ｃ８－アル
キルイミノ）－オキシ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキルイミノ）
－オキシ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ１－Ｃ６－アルキルイミノ）－オキシ－Ｃ３－Ｃ

７－シクロアルキル；（Ｃ１－Ｃ８－アルケニルオキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル
；（Ｃ１－Ｃ８－アルキニルオキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；２－オキソピロリ
ジン－１－イル、（ベンジルオキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；Ｃ１－Ｃ８－アル
コキシアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルチオアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシアルコキ
シアルキル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルコキシアルキル；ベンジル；フェニル；５員ヘテ
ロアリール；６員ヘテロアリール；ベンジルオキシ；フェニルオキシ；ベンジルスルファ
ニル；ベンジルアミノ；フェノキシ；フェニルスルファニル；又は、フェニルアミノ〔こ
こで、該ベンジル、フェニル、５員ヘテロアリール、６員ヘテロアリール、ベンジルオキ
シ又はフェニルオキシは、上記リストから選択される１以上の基で置換されていてもよい
〕。
【０００９】
　好ましくは、Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃ及びＸに関する定義における用語「
置換されているか若しくは置換されていない」は、好ましくは、置換されていないか、又
は、以下のもので置換されていることを包含する：ハロゲン；シアノ；Ｃ１－Ｃ８－アル
キル；Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアル
コキシ；（Ｃ１－Ｃ８－アルコキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－シク
ロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハロゲンシクロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－アルケニル；又は、Ｃ

２－Ｃ８－アルキニル。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　式（Ｉ）は、本発明によるトリアゾール誘導体の一般的な定義を与えている。上記及び
下記において示されている式に関するラジカルの好ましい定義について、以下に記載する
。これらの定義は、式（Ｉ）で表される最終生成物に適用され、また、全ての中間体にも
同様に適用される。
【００１１】
　Ｒ１は、好ましくは、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキ
ル又は置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルキルを表し；
　Ｒ１は、さらに好ましくは、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；置換されていないＣ１－Ｃ８

－アルキル、又は、Ｃ１－Ｃ３－アルキルで置換されているか若しくはＣ３－Ｃ７－シク
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ロアルキルで置換されているか若しくはＣ１－Ｃ８－アルコキシで置換されているＣ１－
Ｃ８－アルキル；置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルキル、又は、ハロゲンで置換
されているか若しくはＣ１－Ｃ３－アルキルで置換されているか若しくはＣ３－Ｃ７－シ
クロアルキルで置換されているか若しくはＣ１－Ｃ８－アルコキシで置換されているＣ３

－Ｃ７－シクロアルキルを表し；
　Ｒ１は、最も好ましくは、Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；置換されていないＣ１－Ｃ８－
アルキル；置換されていないシクロプロピル、又は、ハロゲンで置換されているか若しく
はＣ１－Ｃ３－アルキルで置換されているか若しくはＣ１－Ｃ８－アルコキシで置換され
ているシクロプロピルを表す。
【００１２】
　本発明の好ましい実施形態においては、Ｒ１は、１位が置換されているシクロプロピル
を表し、その際、該置換基は、ハロゲン又はＣ１－Ｃ３－アルキル又はＣ１－Ｃ８－アル
コキシから選択される。
【００１３】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｒ１は、置換されているＣ３－Ｃ７－シク
ロアルキル又はＣ３－Ｃ７－シクロアルキルアルキル、好ましくは、置換されているシク
ロプロピルを表し、その際、同一の又は異なっている炭素原子における２つの置換基は、
それらが結合しているＣ３－Ｃ７－シクロアルキル（好ましくは、シクロプロピル）と一
緒に、置換されているか若しくは置換されていないビシクロアルキルを形成し得る。
【００１４】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｒ１は、１フッ素化Ｃ１－Ｃ４－アルキル
又は多フッ素化Ｃ１－Ｃ４－アルキルを表す。
【００１５】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｒ１は、置換されていないＣ１－Ｃ８－ア
ルキル、好ましくは、置換されていないＣ１－Ｃ４－アルキル、さらに好ましくは、ｔｅ
ｒｔ－ブチルを表す。
【００１６】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｒ１は、置換されているＣ３－Ｃ７－シク
ロアルキルで置換されているＣ１－Ｃ８－アルキル、好ましくは、Ｃ３－Ｃ７－シクロア
ルキルで置換されているＣ１－Ｃ４－アルキル、さらに好ましくは、シクロプロピルメチ
ル、シクロプロピル－エタン－１－イル、シクロプロピル－エタン－２－イルを表す。
【００１７】
　Ｘは、好ましくは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されてい
るか若しくは置換されていない不飽和の６員ヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表す。
【００１８】
　Ｘは、さらに好ましくは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換さ
れているか若しくは置換されていない不飽和の６員ヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を
表すが、但し、Ｘは、２－ピリジニルは表さない。
【００１９】
　Ｘは、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニル、４
－ピリジニル、４－ピリミジニル、５－ピリミジニル、ピラジン－２－イル、ピリダジン
－３－イル又はピリダジン－４－イル、キノリン－２－イル、キノリン－３－イルを表す
。
【００２０】
　Ｘは、同様に、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジ
ニル、４－ピリジニル、４－ピリミジニル、５－ピリミジニル、ピラジン－２－イル、ピ
リダジン－３－イル、ピリダジン－４－イル、キノリン－２－イル、キノリン－３－イル
又はキノリン－４－イルを表す。
【００２１】
　Ｘは、最も好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニル、４－



(9) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

50

ピリジニル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表す。
【００２２】
　Ｘは、同様に、最も好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニ
ル、４－ピリジニル、キノリン－２－イル、キノリン－３－イル又はキノリン－４－イル
を表す。
【００２３】
　本発明の好ましい実施形態においては、Ｘは、置換されているか又は置換されていない
３－ピリジニル又は４－ピリジニルを表す。
【００２４】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｘは、置換されている３－ピリジニル又は
４－ピリジニルを表す。
【００２５】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｘは、少なくとも１のハロゲン置換基で置
換されている３－ピリジニル又は４－ピリジニルを表す。
【００２６】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｘは、置換されているか又は置換されてい
ない２－ピリジニルを表す。
【００２７】
　本発明の好ましい別の実施形態においては、Ｘは、少なくとも１のハロゲン置換基で置
換されている２－ピリジニルを表す。
【００２８】
　Ｒ２は、好ましくは、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換され
ていない－Ｃ（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す。
【００２９】
　Ｒ２は、さらに好ましくは、Ｈを表す。
【００３０】
　Ｒ２が－Ｓｉ（Ｒ３ａ）（Ｒ３ｂ）（Ｒ３ｃ）を表すような本発明の実施形態では、
　Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃは、好ましくは、互いに独立して、メチル、エチル又はｔｅｒ
ｔ－ブチルを表し；
　Ｒ３ａ、Ｒ３ｂ、Ｒ３ｃは、さらに好ましくは、メチルを表す。
【００３１】
　本発明の好ましい別の実施形態では、
　Ｘは、置換されているか又は置換されていない２－ピリジニル、３－ピリジニル、４－
ピリジニル、４－ピリミジニル、５－ピリミジニル、ピラジン－２－イル、ピリダジン－
３－イル、ピリダジン－４－イル、キノリン－２－イル、キノリン－３－イル又はキノリ
ン－４－イルを表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル又は置換さ
れているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルキルを表し；
　Ｒ２は、Ｈ、Ｃ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されていない－Ｃ
（Ｏ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す。
【００３２】
　しかしながら、上記において、ラジカルについて概括的に記載されているか又は好まし
い範囲内において記載されている定義及び説明は、必要に応じて互いに組み合わせること
も可能であり、即ち、特定の範囲と好ましい範囲の間の組合せを包含する。それらは、最
終生成物に適用され、そして、対応して、前駆物質及び中間体にも適用される。さらに、
個々の定義は適合しないこともあり得る。
【００３３】
　好ましいのは、式（Ｉ）〔式中、ラジカルは、それぞれ、上記で記載されている好まし
い定義を有する〕で表される化合物である。
【００３４】
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　特に好ましいのは、式（Ｉ）〔式中、ラジカルは、それぞれ、上記で記載されているさ
らに好ましい定義を有する〕で表される化合物である。
【００３５】
　極めて特に好ましいのは、式（Ｉ）〔式中、ラジカルは、それぞれ、上記で記載されて
いる最も好ましい定義を有する〕で表される化合物である。
【００３６】
　上記式中に記載されている記号の定義においては、概して以下の置換基を代表する集合
語を使用した。
【００３７】
　定義「Ｃ１－Ｃ８－アルキル」は、アルキルラジカルについて本明細書で定義されてい
る最も広い範囲を包含する。具体的には、この定義は、以下の意味を包含する：メチル、
エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ－ブチル、ｔｅ
ｒｔ－ブチル、並びに、さらに、いずれの場合にも全ての異性形態のペンチル類、ヘキシ
ル類、ヘプチル類及びオクチル類、例えば、メチル、エチル、プロピル、１－メチルエチ
ル、ブチル、１－メチルプロピル、２－メチルプロピル、１，１－ジメチルエチル、ｎ－
ペンチル、１－メチルブチル、２－メチルブチル、３－メチルブチル、１，２－ジメチル
プロピル、１，１－ジメチルプロピル、２，２－ジメチルプロピル、１－エチルプロピル
、ｎ－ヘキシル、１－メチルペンチル、２－メチルペンチル、３－メチルペンチル、４－
メチルペンチル、１，２－ジメチルブチル、１，３－ジメチルブチル、２，３－ジメチル
ブチル、１，１－ジメチルブチル、２，２－ジメチルブチル、３，３－ジメチルブチル、
１，１，２－トリメチルプロピル、１，２，２－トリメチルプロピル、１－エチルブチル
、２－エチルブチル、１－エチル－３－メチルプロピル、ｎ－ヘプチル、１－メチルヘキ
シル、１－エチルペンチル、２－エチルペンチル、１－プロピルブチル、オクチル、１－
メチルヘプチル、２－メチルヘプチル、１－エチルヘキシル、２－エチルヘキシル、１－
プロピルペンチル及び２－プロピルペンチル、特に、プロピル、１－メチルエチル、ブチ
ル、１－メチルブチル、２－メチルブチル、３－メチルブチル、１，１－ジメチルエチル
、１，２－ジメチルブチル、１，３－ジメチルブチル、ペンチル、１－メチルブチル、１
－エチルプロピル、ヘキシル、３－メチルペンチル、ヘプチル、１－メチルヘキシル、１
－エチル－３－メチルブチル、１－メチルヘプチル、１，２－ジメチルヘキシル、１，３
－ジメチルオクチル、４－メチルオクチル、１，２，２，３－テトラメチルブチル、１，
３，３－トリメチルブチル、１，２，３－トリメチルブチル、１，３－ジメチルペンチル
、１，３－ジメチルヘキシル、５－メチル－３－ヘキシル、２－メチル－４－ヘプチル及
び１－メチル－２－シクロプロピルエチル。好ましい範囲は、Ｃ１－Ｃ４－アルキル、例
えば、メチル、エチル、ｎ－プロピル、イソプロピル、ｎ－ブチル、イソブチル、ｓｅｃ
－ブチル、ｔｅｒｔ－ブチルである。定義「Ｃ１－Ｃ３－アルキル」は、メチル、エチル
、ｎ－プロピル、イソプロピルを包含する。
【００３８】
　定義「ハロゲン」は、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素を包含する。
【００３９】
　ハロゲンで置換されているアルキル（これは、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキルと称される）
は、例えば、同一であるか又は異なっていることが可能な１以上のハロゲン置換基で置換
されている上記で定義したＣ１－Ｃ８－アルキルを表す。好ましくは、Ｃ１－Ｃ８－ハロ
アルキルは、クロロメチル、ジクロロメチル、トリクロロメチル、フルオロメチル、ジフ
ルオロメチル、トリフルオロメチル、クロロフルオロメチル、ジクロロフルオロメチル、
クロロジフルオロメチル、１－フルオロエチル、２－フルオロエチル、２，２－ジフルオ
ロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、２－クロロ－２－フルオロエチル、２－ク
ロロ－２，２－ジフルオロエチル、２，２－ジクロロ－２－フルオロエチル、２，２，２
－トリクロロエチル、ペンタフルオロエチル、１－フルオロ－１－メチルエチル、２－フ
ルオロ－１，１－ジメチルエチル、２－フルオロ－１－フルオロメチル－１－メチルエチ
ル、２－フルオロ－１，１－ジ（フルオロメチル）－エチル、３－クロロ－１－メチルブ
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チル、２－クロロ－１－メチルブチル、１－クロロブチル、３，３－ジクロロ－１－メチ
ルブチル、３－クロロ－１－メチルブチル、１－メチル－３－トリフルオロメチルブチル
、３－メチル－１－トリフルオロメチルブチル、１，３－ジフルオロ－２－メチルプロパ
ン－２－イルを表す。
【００４０】
　１フッ素化又は多フッ素化されているＣ１－Ｃ４－アルキルは、例えば、１以上のフッ
素置換基で置換されている上記で定義したＣ１－Ｃ４－アルキルを表す。好ましくは、１
フッ素化又は多フッ素化されているＣ１－Ｃ４－アルキルは、フルオロメチル、ジフルオ
ロメチル、トリフルオロメチル、１－フルオロエチル、２－フルオロエチル、２，２－ジ
フルオロエチル、２，２，２－トリフルオロエチル、ペンタフルオロエチル、１－フルオ
ロ－１－メチルエチル、２－フルオロ－１，１－ジメチルエチル、２－フルオロ－１－フ
ルオロメチル－１－メチルエチル、２－フルオロ－１，１－ジ（フルオロメチル）－エチ
ル、１－メチル－３－トリフルオロメチルブチル、３－メチル－１－トリフルオロメチル
ブチル、１，３－ジフルオロ－２－メチルプロパン－２－イルを表す。
【００４１】
　定義「Ｃ２－Ｃ８－アルケニル」は、アルケニルラジカルについて本明細書で定義され
ている最も広い範囲を包含する。具体的には、この定義は、以下の意味を包含する：エテ
ニル、ｎ－プロペニル、イソプロペニル、ｎ－ブテニル、イソブテニル、ｓｅｃ－ブテニ
ル、ｔｅｒｔ－ブテニル、並びに、さらに、いずれの場合にも全ての異性形態のペンテニ
ル類、ヘキセニル類、ヘプテニル類、オクテニル類、１－メチル－１－プロペニル、１－
エチル－１－ブテニル、２，４－ジメチル－１－ペンテニル、２，４－ジメチル－２－ペ
ンテニル。ハロゲンで置換されているアルケニル（これは、Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル
と称される）は、例えば、同一であるか又は異なっていることが可能な１以上のハロゲン
置換基で置換されている上記で定義したＣ２－Ｃ８－アルケニルを表す。
【００４２】
　定義「Ｃ２－Ｃ８－アルキニル」は、アルキニルラジカルについて本明細書で定義され
ている最も広い範囲を包含する。具体的には、この定義は、以下の意味を包含する：エチ
ニル、ｎ－プロピニル、イソプロピニル、ｎ－ブチニル、イソブチニル、ｓｅｃ－ブチニ
ル、ｔｅｒｔ－ブチニル、並びに、さらに、いずれの場合にも全ての異性形態のペンチニ
ル類、ヘキシニル類、ヘプチニル類、オクチニル類。ハロゲンで置換されているアルキニ
ル（これは、Ｃ２－Ｃ８－ハロアルキニルと称される）は、例えば、同一であるか又は異
なっていることが可能な１以上のハロゲン置換基で置換されている上記で定義したＣ２－
Ｃ８－アルキニルを表す。
【００４３】
　定義「Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル」は、３～７個の炭素環員を有している単環式飽和
ヒドロカルビル基、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘ
キシル及びシクロヘプチルなどを包含する。
【００４４】
　定義「ハロゲンで置換されているシクロアルキル」及び「ハロシクロアルキル」は、３
～７の炭素環員を有している単環式飽和ヒドロカルビル基、例えば、１－フルオロ－シク
ロプロピル及び１－クロロ－シクロプロピルなどを包含する。
【００４５】
　定義「ビシクロアルキル」は、Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキルの同一の炭素原子における
２つの置換基がそれらが結合している炭素原子と一緒にＣ３－Ｃ７－シクロアルキルを形
成し得るスピロ環式アルキルを包含し、この定義は、例えば、意味「スピロ［２．２］ペ
ンチル」を包含する。定義「ビシクロアルキル」、さらに、Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル
の隣接しているか又は隣接していない異なった炭素原子における２つの置換基がそれらが
結合している炭素原子と一緒にＣ３－Ｃ７－シクロアルキルを形成し得る二環式アルキル
も包含し、この定義は、例えば、意味「ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２－イル」、
「ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－７－イル」、「ビシクロ［４．１．０］ヘプタン－
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２－イル」、「ビシクロ［４．１．０］ヘプタン－３－イル」、「ビシクロ［４．１．０
］ヘプタン－７－イル」を包含する。定義「ビシクロアルキル」は、さらに、Ｃ３－Ｃ７

－シクロアルキルの隣接しているか又は隣接していない異なった炭素原子における２つの
置換基がそれらが結合している炭素原子の間にアルキレン橋を形成し得る二環式アルキル
も包含し、この定義は、例えば、意味「ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン－２－
イル」、「ビシクロ［２．２．１］ヘプタ－２－エン－５－イル」、「ビシクロ［２．２
．１］ヘプタ－２－エン－７－イル」を包含する。
【００４６】
　定義「アリール」は、置換されていないか又は置換されている芳香族の単環式環、二環
式環又は三環式環、例えば、フェニル、ナフチル、アントラセニル（アントリル）、フェ
ナントラセニル（フェナントリル）などを包含する。
【００４７】
　定義「ヘテロ原子として１個又は２個の窒素原子を含む５員又は６員の不飽和ヘテロ環
」は、例えば、２－ピロリル、３－ピロリル、１－ピロリル、３－ピラゾリル、４－ピラ
ゾリル、５－ピラゾリル、１－ピラゾリル、１Ｈ－イミダゾール－２－イル、１Ｈ－イミ
ダゾール－４－イル、１Ｈ－イミダゾール－５－イル、１Ｈ－イミダゾール－１－イル、
２－オキサゾリル、４－オキサゾリル、５－オキサゾリル、２－チアゾリル、４－チアゾ
リル、５－チアゾリル、３－イソオキサゾリル、４－イソオキサゾリル、５－イソオキサ
ゾリル、３－イソチアゾリル、４－イソチアゾリル、５－イソチアゾリル、１，２，４－
オキサジアゾール－３－イル、１，２，４－オキサジアゾール－５－イル、１，２，４－
チアジアゾール－３－イル、１，２，４－チアジアゾール－５－イル、１，３，４－オキ
サジアゾール－２－イル、１，３，４－チアジアゾール－２－イル、１，２，３－オキサ
ジアゾール－４－イル、１，２，３－オキサジアゾール－５－イル、１，２，３－チアジ
アゾール－４－イル、１，２，３－チアジアゾール－５－イル、１，２，５－オキサジア
ゾール－３－イル、１，２，５－チアジアゾール－３－イル、２－ピリジニル、３－ピリ
ジニル、４－ピリジニル、３－ピリダジニル、４－ピリダジニル、２－ピリミジニル、４
－ピリミジニル、５－ピリミジニル、２－ピラジニルなどを包含する。
【００４８】
　定義「ヘテロ原子として１個又は２個の窒素原子を含む５員又は６員の不飽和ヘテロ環
のベンゾ縮合誘導体」は、例えば、２－キノリニル、３－キノリニル、４－キノリニル、
１－イソキノリニル、３－イソキノリニル、４－イソキノリニル、シンノリン－３－イル
；シンノリン－４－イル；フタラジン－１－イル；フタラジン－４－イル；キノキサリン
－２－イル；キノキサリン－３－イル；１－インドリル、２－インドリル、３－インドリ
ル、１－イソインドリル、２－イソインドリル、３－イソインドリル、１Ｈ－ベンゾイミ
ダゾール－１－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール－２－イル、１Ｈ－ベンゾイミダゾール
－３－イル、２－キナゾリニル、４－キナゾリニル、１Ｈ－ベンゾオキサゾール－１－イ
ル、１Ｈ－ベンゾオキサゾール－２－イル、１Ｈ－ベンゾオキサゾール－３－イル、１Ｈ
－ベンゾチアゾール－１－イル、１Ｈ－ベンゾチアゾール－２－イル、１Ｈ－ベンゾチア
ゾール－３－イル；２Ｈ－インダゾール－２－イル；２Ｈ－インダゾール－３－イルなど
を包含する。
【００４９】
　定義「ヘタリール」又は「ヘテロアリール」は、Ｎ、Ｏ及びＳから選択される最大で４
個までのヘテロ原子を含む置換されていないか又は置換されている５～７員の不飽和ヘテ
ロ環式環、例えば、２－フリル、３－フリル、２－チエニル、３－チエニル、２－ピロリ
ル、３－ピロリル、１－ピロリル、３－ピラゾリル、４－ピラゾリル、５－ピラゾリル、
１－ピラゾリル、１Ｈ－イミダゾール－２－イル、１Ｈ－イミダゾール－４－イル、１Ｈ
－イミダゾール－５－イル、１Ｈ－イミダゾール－１－イル、２－オキサゾリル、４－オ
キサゾリル、５－オキサゾリル、２－チアゾリル、４－チアゾリル、５－チアゾリル、３
－イソオキサゾリル、４－イソオキサゾリル、５－イソオキサゾリル、３－イソチアゾリ
ル、４－イソチアゾリル、５－イソチアゾリル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－１－
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イル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－４－イル、１Ｈ－１，２，３－トリアゾール－
５－イル、２Ｈ－１，２，３－トリアゾール－２－イル、２Ｈ－１，２，３－トリアゾー
ル－４－イル、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－イル、１Ｈ－１，２，４－トリア
ゾール－５－イル、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル、４Ｈ－１，２，４－ト
リアゾール－３－イル、４Ｈ－１，２，４－トリアゾール－４－イル、１Ｈ－テトラゾー
ル－１－イル、１Ｈ－テトラゾール－５－イル、２Ｈ－テトラゾール－２－イル、２Ｈ－
テトラゾール－５－イル、１，２，４－オキサジアゾール－３－イル、１，２，４－オキ
サジアゾール－５－イル、１，２，４－チアジアゾール－３－イル、１，２，４－チアジ
アゾール－５－イル、１，３，４－オキサジアゾール－２－イル、１，３，４－チアジア
ゾール－２－イル、１，２，３－オキサジアゾール－４－イル、１，２，３－オキサジア
ゾール－５－イル、１，２，３－チアジアゾール－４－イル、１，２，３－チアジアゾー
ル－５－イル、１，２，５－オキサジアゾール－３－イル、１，２，５－チアジアゾール
－３－イル、２－ピリジニル、３－ピリジニル、４－ピリジニル、３－ピリダジニル、４
－ピリダジニル、２－ピリミジニル、４－ピリミジニル、５－ピリミジニル、２－ピラジ
ニル、１，３，５－トリアジン－２－イル、１，２，４－トリアジン－３－イル、１，２
，４－トリアジン－５－イル、１，２，４－トリアジン－６－イルなどを包含する。
【００５０】
　定義「ヘテロシクロアルキル」は、Ｃ原子で構成され且つＮ、Ｏ及びＳから選択される
最大で４個までのヘテロ原子を含む飽和又は部分的不飽和の単環式環系、二環式環系又は
三環式環系、例えば、アジリジニル、ピロリジニル、ジヒドロピリジル、ピペリジニル、
ピペラジニル、モルホリニル、チオモルホリニル、テトラヒドロフラニル、テトラヒドロ
チオフラニル、テトラヒドロピラニル、ピラニル、イソオキサゾリジニル、イソオキサゾ
リニル、ピラゾリニル、ジヒドロピロリル、テトラヒドロピリジニル、ジオキソラニル、
ジオキサニル、オキサチオラニル、オキサチアニル、ジチオラニル、ジチアニルなどを包
含する。
【００５１】
　置換されていてもよいラジカルは、１置換又は多置換されることが可能であり、多置換
の場合は、該置換基は同一であっても又は異なっていてもよい。
【００５２】
　別途示されていない限り、本発明に従って置換されている基又は置換基は、好ましくは
、以下のものからなるリストから選択される１以上の基で置換され得る：ＳＨ；ニトロ；
ヒドロキシル；シアノ；アミノ；スルファニル；ペンタフルオロ－λ６－スルファニル；
ホルミル；ホルミルオキシ；ホルミルアミノ；カルバモイル；Ｎ－ヒドロキシカルバモイ
ル；カルバメート；（ヒドロキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ６－アルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルキ
ル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲ
ンアルキルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルチオ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアルキルチオ；ト
リ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）シリル；トリ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）シリル－Ｃ１－Ｃ８

－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル；Ｃ３－Ｃ

７－シクロアルケニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルケニル；Ｃ４－Ｃ１０－シクロアル
キルアルキル；Ｃ４－Ｃ１０－ハロシクロアルキルアルキル；Ｃ６－Ｃ１２－シクロアル
キルシクロアルキル；トリ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）シリル－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキ
ル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハロゲノシクロアルキル；Ｃ２－Ｃ８

－アルケニル；Ｃ２－Ｃ８－アルキニル；Ｃ２－Ｃ８－アルケニルオキシ；Ｃ２－Ｃ８－
ハロゲンアルケニルオキシ；Ｃ２－Ｃ８－アルキニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミ
ノ；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲンアルキルアミノ；ジ－Ｃ１

－Ｃ８－ハロゲンアルキルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノアルキル；ジ－Ｃ１－Ｃ

８－アルキルアミノアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルコキ
シ；Ｃ１－Ｃ８－シアノアルコキシ；Ｃ４－Ｃ８－シクロアルキルアルコキシ；Ｃ３－Ｃ

６－シクロアルコキシ；Ｃ２－Ｃ８－アルコキシアルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカル
ボニルアルコキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルファニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキル
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スルファニル；Ｃ２－Ｃ８－アルケニルオキシ；Ｃ２－Ｃ８－ハロゲノアルケニルオキシ
；Ｃ３－Ｃ８－アルキニルオキシ；Ｃ３－Ｃ８－ハロゲノアルキニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８

－アルキルカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－シクロ
アルキルカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－ハロゲノシクロアルキルカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－ア
ルキルカルバモイル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルバモイル；Ｎ－Ｃ１－Ｃ８－アルキ
ルオキシカルバモイル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルバモイル；Ｎ－Ｃ１－Ｃ８－アルキ
ル－Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルバモイル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルボニル；Ｃ１－
Ｃ８－ハロゲノアルコキシカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－シクロアルコキシカルボニル；Ｃ２

－Ｃ８－アルコキシアルキルカルボニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロゲノアルコキシアルキルカル
ボニル；Ｃ３－Ｃ１０－シクロアルコキシアルキルカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルア
ミノカルボニル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノカルボニル；Ｃ３－Ｃ８－シクロアル
キルアミノカルボニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノ
アルキルカルボニルオキシ；Ｃ３－Ｃ８－シクロアルキルカルボニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８

－アルキルカルボニルアミノ；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルカルボニルアミノ；Ｃ１－
Ｃ８－アルキルアミノカルボニルオキシ；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノカルボニルオ
キシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルオキシカルボニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルフィニ
ル；Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルフィニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルホニル；Ｃ

１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルホニル；Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルホニルオキシ；Ｃ１

－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルホニルオキシ；Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノスルファモイ
ル；ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノスルファモイル；（Ｃ１－Ｃ８－アルコキシイミノ
）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ３－Ｃ７－シクロアルコキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－ア
ルキル；ヒドロキシイミノ－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ１－Ｃ８－アルコキシイミノ）
－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；ヒドロキシイミノ－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；（Ｃ

１－Ｃ８－アルキルイミノ）－オキシ；（Ｃ１－Ｃ８－アルキルイミノ）－オキシ－Ｃ１

－Ｃ８－アルキル；（Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキルイミノ）－オキシ－Ｃ１－Ｃ８－アル
キル；（Ｃ１－Ｃ６－アルキルイミノ）－オキシ－Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；（Ｃ１

－Ｃ８－アルケニルオキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；（Ｃ１－Ｃ８－アルキニル
オキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；２－オキソピロリジン－１－イル、（ベンジル
オキシイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシアルキル；Ｃ１－Ｃ８

－アルキルチオアルキル；Ｃ１－Ｃ８－アルコキシアルコキシアルキル；Ｃ１－Ｃ８－ハ
ロゲノアルコキシアルキル；ベンジル；フェニル；５員ヘテロアリール；６員ヘテロアリ
ール；ベンジルオキシ；フェニルオキシ；ベンジルスルファニル；ベンジルアミノ；フェ
ノキシ；フェニルスルファニル；又は、フェニルアミノ〔ここで、該ベンジル、フェニル
、５員ヘテロアリール、６員ヘテロアリール、ベンジルオキシ又はフェニルオキシは、上
記リストから選択される１以上の基で置換されていてもよい〕。
【００５３】
　適切な場合には、本発明による化合物は、種々の可能な異性体形態の混合物として、特
に、立体異性体（例えば、Ｅ及びＺ、トレオ及びエリトロ）の混合物として、及び、さら
に、光学異性体の混合物として存在することができ、さらに、適切な場合には、互変異性
体の混合物としても存在することができる。特許請求されているのは、Ｅ異性体とＺ異性
体の両方、及び、さらに、トレオとエリトロの両方、並びに、光学異性体、これら異性体
の任意の混合物、及び、可能な互変異性体形態である。
【００５４】
　式（Ｉ）で表される新規トリアゾール誘導体は、特に、式
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【化２】

【００５５】
で表されるメルカプト形態で存在し得るか、又は、式
【化３】

【００５６】
で表される互変異性体チオノ形態で存在し得る。
【００５７】
　本出願においては、簡素化のために、式（Ｉ）で表される化合物に関してメルカプト形
態のみが用いられている。
【００５８】
　適切な場合には、本発明の化合物は、その化合物内の不斉中心の数に応じて、１種類以
上の光学異性体形態又はキラル異性体形態で存在し得る。かくして、本発明は、等しく、
全ての光学異性体及びそれらのラセミ混合物又はスカレミック混合物（用語「スカレミッ
ク（ｓｃａｌｅｍｉｃ）」は、異なった比率のエナンチオマーの混合物を意味する）、並
びに、可能な全ての立体異性体の全ての比率における混合物に関する。当業者は、自体公
知の方法により、ジアステレオ異性体及び／又は光学異性体を分離させることができる。
【００５９】
　適切な場合には、本発明の化合物は、その化合物内の二重結合の数に応じて、１種類以
上の幾何異性体形態でも存在し得る。かくして、本発明は、等しく、全ての幾何異性体及
びその全ての比率における可能な全ての混合物に関する。当業者は、自体公知の一般的な
方法により、幾何異性体を分離させることができる。
【００６０】
　適切な場合には、本発明の化合物は、環Ｂの置換基の相対的な位置（シン／アンチ、又
は、シス／トランス）に応じて、１種類以上の幾何異性体形態でも存在し得る。かくして
、本発明は、等しく、全てのシン／アンチ（又は、シス／トランス）異性体及びその全て
の比率における可能な全てのシン／アンチ（又は、シス／トランス）混合物に関する。当
業者は、自体公知の一般的な方法により、シン／アンチ（又は、シス／トランス）異性体
を分離させることができる。
【００６１】
　式（Ｉ）［式中、Ｘは、ヒドロキシ置換基、スルファニル置換基又はアミノ置換基で置
換されている］で表される化合物は、当該ヒドロキシ基、スルファニル基又はアミノ基の
プロトンのシフトの結果として生じるその互変異性体形態で見いだされ得る。Ｘがヒドロ
キシ置換基、スルファニル置換基又はアミノ置換基で置換されている本発明の化合物の全
ての互変異性体形態も、同様に、本発明の一部分である。
【００６２】
　調製方法及び中間体についての説明
　本発明は、さらに、式（Ｉ）で表される化合物を調製する方法にも関する。本発明は、
さらに、式（Ｖ）、式（ＸＩＩ）、式（ＸＶ）で表される化合物などの中間体及びそれら
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の調製にも関する。
【００６３】
　化合物（Ｉ）は、従来技術の既知調製方法と同様のさまざまな経路（例えば、ＥＰ－Ａ
　４６１５０２、ＤＥ－Ａ　４０２７６０８、ＤＥ－Ａ　３２３５９３５及びそれらの中
の参照文献を参照されたい）によって、並びに、下記において概略的に示されている合成
経路及び本出願の実験部分において示されている合成経路によって、得ることができる。
別途示されていない限り、ラジカルＸ、Ｒ１、Ｒ２及びＲ３は、式（Ｉ）で表される化合
物に関して上記で与えられている意味を有する。これらの定義は、式（Ｉ）で表される最
終生成物のみではなく、全ての中間体にも同様に当てはまる。
【００６４】
　調製方法Ａ（スキーム１）：
【化４】

【００６５】
　化合物（ＩＩａ）及び／又は化合物（ＩＩＩ）は、市販されているか又は文献に記載さ
れている調製方法によって製造することができる（例えば、以下のものを参照されたい：
「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ
ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　
１０１－１６９；２１７－３０８　＆　ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１－３３１」及び
その中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙ
ｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６
；ｖｏｌ．　５，　ｐａｇｅｓ　３７－２４３　＆　ｖｏｌ．　６，　ｐａｇｅｓ　１－
２７８」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅ
ｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，
　１９８４；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９５－５１０　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａ
ｇｅｓ　１－１９７」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏ
ｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　４５－３８８　＆　ｖｏｌ
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．　４，　ｐａｇｅｓ　１－３６４」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍ
ｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐ
ｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９－２５７
　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　１－２２０」及びその中で引用されている参考文献
；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　
Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１
５５－３７６　＆　ｖｏｌ．　５，　ｐａｇｅｓ　１６７－４９８」及びその中で引用さ
れている参考文献）。
【００６６】
　化合物（ＩＩａ）（スキーム１）は、文献に記載されている方法を用いて、対応する化
合物（ＩＩＩ）に変換し、その後、化合物（Ｖ）に変換することが可能である。第１のプ
ロセスにおいて、例えば、化合物（ＩＩａ）をハロゲン化する。
【００６７】
　Ｙが水素を表す場合、化合物（ＩＩａ）は、好ましくは、ラジカル開始剤（例えば、ア
ゾビスイソブチロニトリル又は過酸化ジベンゾイル）の存在下、及び、有機溶媒（例えば
、塩素化有機溶媒、例えば、テトラクロロメタン）の存在下で、例えば、ブロモスクシン
イミド又はクロロスクシンイミドを用いて（例えば、以下のものを参照されたい：ＷＯ－
Ａ　２０１１／０１２６２２、ＷＯ－Ａ　２００８／００３６２２、ＷＯ－Ａ　２００５
／１１１００３；「Ｓｙｎｔｈｅｓｉｓ，　１８，　２００８，　２９９６」及びそれら
の中で引用されている参考文献）、ハロゲン化することができる。あるいは、化合物（Ｉ
Ｉａ）を臭素又は塩素の存在下における側鎖ハロゲン化（例えば、以下のものを参照され
たい：ＥＰ　５５７９６７）に付して、化合物（ＩＩＩ）を得る。場合により、ラジカル
開始剤（例えば、アゾビスイソブチロニトリル又は過酸化ジベンゾイル）を使用すること
ができる。あるいは、化合物（ＩＩａ）を塩基（例えば、メチルリチウム）と反応させ、
次いで、ハロゲン源（例えば、臭化マグネシウム）と反応させて、化合物（ＩＩＩ）を得
る（例えば、以下のものを参照されたい：ＷＯ－Ａ　２０１２／０８７７８４）。
【００６８】
　Ｙが－ＯＨを表す化合物（ＩＩａ）をハロゲン化剤（例えば、ＰＢｒ３、ＰＣｌ３又は
塩化チオニル）と反応させて、化合物（ＩＩＩ）を得る（例えば、以下のものを参照され
たい：ＷＯ－Ａ　２００９／１５３５５４、「Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ　＆　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，　２２，　２０１２，　９０１－９０６
」、ＷＯ－Ａ　２０１０／１３２９９９、及び、それらの中で引用されている参考文献）
。あるいは、化合物（ＩＩａ）を、ハロゲン化スルホニル（例えば、塩化メシル又は塩化
トシル）と反応させるか、又は、ハロゲン化ホスホン酸（例えば、ジフェニルホスホリル
クロリド）と反応させて、それぞれ、スルホン酸エステル及びリン酸エステルを得ること
ができる（例えば、以下のものを参照されたい：「Ｊ．　Ｏｒｇ．　Ｃｈｅｍ．　１９９
２，　５７，　５４２５－５４３１」及びその中で引用されている参考文献）。
【００６９】
　その後、化合物（ＩＩＩ）を化合物（ＩＶ）又は（ＶＩ）〔ここで、Ａ及びＥは、置換
可能な基、例えば、ハロゲン化物、－ＯＲ、ＮＨＲａ又はＮＲａＲｂ、好ましくは、クロ
ロ、－Ｏ－メチル、－Ｏ－エチル、－ＮＭｅ２又は－ＮＭｅＯＭｅを表す〕と反応させる
ことができる。化合物（Ｖ）を得るために、化合物（ＩＩＩ）を、第１段階で、例えば、
亜鉛、マグネシウム又はイソプロピルマグネシウムクロリドと反応させ、次いで、好まし
くは、無水条件下で、及び、場合により、金属触媒（例えば、パラジウム系触媒又はニッ
ケル系触媒）の存在下で、カルボニル化合物（ＩＶ）又は（ＶＩ）と反応させる。（Ｐｈ

３Ｐ）２ＰｄＣｌ２（例えば、ＷＯ－Ａ　２０１２／０８７７８４、ＥＰ－Ａ　４６１　
５０２）、ＰＥＰＰＳＩ－ＩＰｒ（Ｃｈｅｍ．　Ｅｕｒ．　Ｊ．　２００６，　１２，　
４７４３－４７４８）などの金属触媒を使用することが可能であるか、又は、該金属触媒
は、金属塩（例えば、Ｐｄ（ＯＡｃ）２）とリガンド（例えば、ＰＰｈ３、２－ジシクロ
ヘキシルホスフィノ－２’，６’－ジメトキシビフェニル（Ｓ－Ｐｈｏｓ））を混合させ
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ることによってその場で調製することが可能である。この金属の組入は、ＬｉＢｒ、Ｌｉ
Ｃｌ、ＬｉＩ、ＣｕＩ、Ｚｎ（ＯＰｉｖ）２、ＭｇＣｌ２、ＣｕＣＮなどのイオン性塩を
加えることによって（例えば、以下のものを参照されたい：Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ　
Ａｌｂｒｅｃｈｔ　Ｍｅｔｚｅｒ　２０１０（Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｎｉｃｈ）；
Ａｎｇｅｗ．　Ｃｈｅｍ．　Ｉｎｔ．　Ｅｄ．　２０１１，　５０，　９２０５－９２０
９）、又は、ハロゲン化アルカン（１，２－ジブロモエタン）若しくはハロゲン化アルキ
ルシラン（ＴＭＳＣｌ）を用いて金属を活性化させることによって、促進することができ
る。あるいは、この手順は、ワンポット法で実施することができる（例えば、以下のもの
を参照されたい：Ｂｅｌｌｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｈｅｍ．　Ａｓｉａｎ　Ｊ．，　２
０１１，　７（１）４０－４４）。
【００７０】
　該反応は、室温と当該溶媒の還流温度の間の温度で実施することができる。
【００７１】
　その溶媒としては、当該反応条件下において不活性である一般的な全ての溶媒（例えば
、エーテル類、例えば、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル）を使用することが可能
であり、また、該反応は、それら溶媒の２種類以上の混合物の中で実施することもできる
。
【００７２】
　調製方法Ｂ（スキーム２）：
【化５】

【００７３】
　化合物（ＩＩｂ）は、市販されているか又は文献に記載されている調製方法によって製
造することができる（例えば、以下のものを参照されたい：「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉ
ｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ
　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１０１－１６９；２１７－３
０８　＆　ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１－３３１」及びその中で引用されている参考
文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　５，　ｐａｇｅ
ｓ　３７－２４３　＆　ｖｏｌ．　６，　ｐａｇｅｓ　１－２７８」及びその中で引用さ
れている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　２，
　ｐａｇｅｓ　３９５－５１０　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　１－１９７」及びそ
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の中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃ
ｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８
；ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　４５－３８８　＆　ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１－
３６４」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅ
ｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ
，　１９９６；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９－２５７　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａ
ｇｅｓ　１－２２０」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　
Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１５５－３７６　＆　ｖｏｌ．
　５，　ｐａｇｅｓ　１６７－４９８」及びその中で引用されている参考文献）。
【００７４】
　ケトン類の調製に関して、文献に記載されている多くの方法が存在している（例えば、
以下のものを参照されたい：ＷＯ－Ａ　２０１２／０５５９４２、ＷＯ－Ａ　２０１２／
１００３４２、ＷＯ－Ａ　２０１２／０８７７８４、ＷＯ－Ａ　２０１２／０８７８３３
、ＵＳ－Ａ　２０１２／００１０１９０、「Ｄａｌｔｏｎ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ，　
２０１１，　２３６６－２３７４」、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａ
ｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　１９５５，　３８５８－３８６０」、「Ｊｏ
ｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　
１９３７，　１４９４－１４９７」、ＷＯ－Ａ　２０１２／０８５８１５、ＷＯ－Ａ　２
０１１／０４２３８９、ＷＯ－Ａ　２００３／０２６６６３、「Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｅ
ｓ，　１９９８，　２１０３－２１０９」、「Ｂｉｏｏｒｇａｎｉｃ　＆　Ｍｅｄｉｃｉ
ｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，　２０１０，　２６３４－２６４０」）
。
【００７５】
　一般に、式（Ｖ）で表される化合物は、対応する化合物（ＩＩｂ）と化合物（ＩＶ）か
ら、及び／又は、対応する化合物（ＩＩｂ）と適切な基Ａ及びＥを有している化合物（Ｖ
Ｉ）から調製することができる（スキーム２、調製方法Ｂを参照されたい）。化合物（Ｉ
Ｉｂ）を、場合により、次に、塩基〔例えば、ｎ－ブチルリチウム、リチウム－ジイソプ
ロピルアミド、リチウムビス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムビス（トリメチル
シリル）アミド、カリウムビス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムアミド、カリウ
ムアミド、カリウムｔｅｒｔ－ブトキシド、メチルリチウム、ＴＭＰ２Ｚｎ・２ＭｇＣｌ

２・２ＬｉＣｌ〕と反応させ（例えば、以下のものを参照されたい：Ｄｉｓｓｅｒｔａｔ
ｉｏｎ　Ａｌｂｒｅｃｈｔ　Ｍｅｔｚｅｒ　２０１０，　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｎ
ｉｃｈ）、その後、好ましくは無水条件下で、化合物（ＩＶ）又は化合物（ＶＩ）と反応
させる。場合により、化合物（ＩＩｂ）と化合物（ＩＶ）又は化合物（ＶＩ）の反応は、
ワンポット法において、塩基の存在下で実施する。Ａ及びＥに関する可能な基は、例えば
、ハロゲン化物、－ＯＲ、ＮＨＲａ又はＮＲａＲｂ、好ましくは、クロロ、－Ｏ－メチル
、－Ｏ－エチル、－ＮＭｅ２又は－ＮＭｅＯＭｅなどであり、これらは、適切な反応条件
下において、所望のケトン（Ｖ）を形成させるための適切な脱離基として作用し得る（ス
キーム２）。
【００７６】
　代替的な経路においては、化合物（ＩＩｂ）を塩基（例えば、フェニルリチウム又はメ
チルリチウム）の存在下で化合物（ＶＩＩ）と反応させて化合物（Ｖ）を得る（例えば、
以下のものを参照されたい：「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　２０１１，　１１１９４－１１２０４」、「Ｊｏｕｒ
ｎａｌ　ｏｆ　Ｍｅｄｉｃｉｎａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　１９６３，　２０５－２０７
」及びそれらの中で引用されている参考文献）。
【００７７】
　調製方法Ｃ（スキーム３）：
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【化６】

【００７８】
　式（Ｖ）で表される化合物を対応する化合物（ＶＩＩＩ）と化合物（ＩＸ）又は化合物
（Ｘ）又は化合物（ＸＩ）から調製する１方法は、スキーム３（調製方法Ｃ）に示されて
いる。化合物（Ｘ）には、化合物（Ｘａ）、化合物（Ｘｂ）及び化合物（Ｘｃ）が包含さ
れる。
【００７９】
　化合物（ＶＩＩＩ）は、市販されているか又は文献に記載されている調製方法によって
製造することができる（例えば、以下のものを参照されたい：「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏ
ｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１０１－１６９；２１７－
３０８　＆　ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１－３３１」及びその中で引用されている参
考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　５，　ｐａｇ
ｅｓ　３７－２４３　＆　ｖｏｌ．　６，　ｐａｇｅｓ　１－２７８」及びその中で引用
されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃ
ｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　２
，　ｐａｇｅｓ　３９５－５１０　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　１－１９７」及び
その中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙ
ｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００
８；ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　４５－３８８　＆　ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１
－３６４」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈ
ｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓ
ｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９－２５７　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐ
ａｇｅｓ　１－２２０」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎ
ｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ
　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１５５－３７６　＆　ｖｏｌ
．　５，　ｐａｇｅｓ　１６７－４９８」及びその中で引用されている参考文献）。
【００８０】
　化合物（ＩＸ）、化合物（Ｘ）及び化合物（ＸＩ）は、市販されているか又は文献に記
載されている調製方法によって製造することができる（例えば、以下のものを参照された
いＷＯ－Ａ　２０１０／０２９０６６；「Ｃｈｅｍｉｓｃｈｅ　Ｂｅｒｉｃｈｔｅ，　１
９８６，　２９９５－３０２６」及びそれらの中で引用されている参考文献）。
【００８１】



(21) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

　一般式（Ｖ）で表される化合物は、文献（例えば、以下のものを参照されたい：Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　ｌｅｔｔｅｒｓ，　２００９，　１７７３－１７７５；Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　２０１１，　１５７０－
１５７４）に記載されている方法と同様にして、対応する一般式（ＶＩＩＩ）で表される
化合物を一般式（ＩＸ）、（Ｘ）又は（ＸＩ）〔式中、Ｚは、ハロゲン、好ましくは、塩
素又は臭素である〕で表される基体とのカップリング反応に付すことによって合成するこ
とができる。
【００８２】
　文献（例えば、「Ｏｒｇａｎｉｃ　ｌｅｔｔｅｒｓ，　２００９，　１７７３－１７７
５」、「Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ，　２０１１，　１５７０－１５７４」、「Ｃｈｅｍｉｃａｌ　＆　Ｐｈａｒｍａｃｅ
ｕｔｉｃａｌ　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，　１９７０，　１４５７－１４６４」、「Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　＆　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌ　Ｂｕｌｌｅｔｉｎ，　１９８０，　３３７
－３４２」、ＷＯ－Ａ　２００５／０４４７８５）に記載されている方法と同様にして、
化合物（ＶＩＩＩ）を一般構造（ＩＸ）又は（Ｘ）の化合物と反応させて化合物（Ｖ）を
得る。それらの反応は、場合により、触媒及び塩基の存在下で実施することができる。
【００８３】
　当該反応に関する触媒として、さまざまな金属系触媒を使用することが可能であり、こ
こで、そのような金属系触媒は、直接使用するか、又は、金属前駆物質〔例えば、Ｐｄ２

ｄｂａ３、Ｐｄ（ＯＡｃ）２〕とリガンド〔例えば、ホスフィン系リガンド、例えば、キ
サントホス、２－（ジシクロヘキシルホスフィノ）－２’－メチルビフェニル、２－ジフ
ェニルホスフィノ－２’－（Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ）ビフェニル、トリ－ｔ－ブチルホ
スフィン、トリ－ｏ－トリルホスフィン〕からその場で調製する（例えば、以下のものを
参照されたい：ＷＯ－Ａ　２００８／１４７５４４、ＷＯ－Ａ　２００５／０２７８３７
）。
【００８４】
　塩基としては、さまざまな有機塩基及び無機塩基、例えば、リン酸カリウム、塩基、例
えば、ナトリウムアミド、水素化ナトリウム又はナトリウムｔｅｒｔ－ブトキシドなどを
使用することができる。あるいは、ケイ素含有塩基を使用することができる（例えば、Ｎ
ａＨＭＤＳ、ＫＨＭＤＳ、ＬｉＨＭＤＳ）。
【００８５】
　文献（例えば、ＷＯ－Ａ　２０１２／０８０４７６）に記載されている方法と同様にし
て、化合物（ＶＩＩＩ）を一般構造（ＸＩ）の化合物と反応させて、化合物（Ｖ）を得る
。その中間体アルキンを、文献（例えば、以下のものを参照されたい：「Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ　－　Ａ　Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ，　２０１１，　１２６１－１２６７
」、「Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ
，　２００８，　５２７７－５２８２」、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｈｅｍｉ
ｃａｌ　Ｓｏｃｉｅｔｙ，　１９４４，　６１２－６１５」及びそれらの中で引用されて
いる参考文献）の中で知られている方法によって、対応するケトン（Ｖ）にさらに変換す
ることができる。
【００８６】
　調製方法Ｄ（スキーム４）：
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【化７】

【００８７】
　化合物（Ｖ）（スキーム４）は、文献に記載されている方法を用いて、対応する化合物
（ＸＩＩ）に変換することができる（例えば、以下のものを参照されたい：ＥＰ－Ａ　４
６１５０２、ＤＥ－Ａ　３３１５６８１、ＥＰ－Ａ　２９１７９７）。中間体（Ｖ）を、
好ましくは、塩基（例えば、水酸化ナトリウム）の存在下で、好ましくは、トリメチルス
ルホキソニウム塩又はトリメチルスルホニウム塩（好ましくは、トリメチルスルホキソニ
ウムハロゲン化物、トリメチルスルホニウムハロゲン化物、トリメチルスルホキソニウム
メチル硫酸塩又はトリメチルスルホニウムメチル硫酸塩）と反応させる。
【００８８】
　調製方法Ｅ（スキーム５）：
【化８】

【００８９】
　あるいは、化合物（Ｖ）を、最初に対応するオレフィン（ＸＩＩＩ）に変換した後、エ
ポキシ化に付して、エポキシド（ＸＩＩ）を得ることができる（例えば、以下のものを参
照されたい：ＥＰ－Ａ　２９１７９７）。
【００９０】
　調製方法Ｆ（スキーム６）：

【化９】

【００９１】
　あるいは、一般式（ＸＩＩ）で表される化合物は、文献に記載されている方法と同様に
して、対応する一般式（ＩＩｃ）で表される化合物を一般式（ＸＩＶ）で表される基体と
のカップリング反応に付すことによって合成することができる（例えば、以下のものを参
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照されたい：ＤＥ－Ａ　４０　２７　６０８、ＷＯ－Ａ　９３／０２０８６、ＷＯ－Ａ　
９３／１２１２１、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　
２００１，　２１４９－２１５３」及びそれらの中で引用されている参考文献）。
【００９２】
　化合物（ＩＩｃ）は、市販されているか又は文献に記載されている調製方法によって製
造することができる（例えば、以下のものを参照されたい：「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉ
ｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ
　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１０１－１６９；２１７－３
０８　＆　ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１－３３１」及びその中で引用されている参考
文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　５，　ｐａｇｅ
ｓ　３７－２４３　＆　ｖｏｌ．　６，　ｐａｇｅｓ　１－２７８」及びその中で引用さ
れている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　２，
　ｐａｇｅｓ　３９５－５１０　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　１－１９７」及びそ
の中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃ
ｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８
；ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　４５－３８８　＆　ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１－
３６４」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅ
ｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ
，　１９９６；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９－２５７　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａ
ｇｅｓ　１－２２０」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　
Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１５５－３７６　＆　ｖｏｌ．
　５，　ｐａｇｅｓ　１６７－４９８」及びその中で引用されている参考文献）。
【００９３】
　Ｇがハロゲン（好ましくは、塩化物又は臭化物）を表す場合、化合物（ＩＩｃ）を、マ
グネシウムとの反応又はハロゲン／金属交換試薬（例えば、ハロゲン化イソプロピルマグ
ネシウム）との反応に付すことによって最初にグリニャール試薬に変換し、次いで、好ま
しくは無水条件下で、ケトン（ＸＩＶ）と反応させて、一般式（ＸＶ）で表される化合物
を得る（例えば、以下のものを参照されたい：ＤＥ　４０２７６０８）。あるいは、Ｇが
ハロゲンを表す場合、ハロゲン化物（ＩＩｃ）を対応する亜鉛試薬に変換し、その後、ケ
トン（ＸＩＶ）と反応させることができる（例えば、「ＣｈｅｍＣｏｍｍ，　２００８，
　５８２４－５８２６」、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ，　２００４，　９０８－９１４」及びそれらの中で引用されている参考文献）。
【００９４】
　代替的な経路においては、化合物（ＩＩｃ）（Ｇ＝水素）を、好ましくは塩基の存在下
で、化合物（ＸＩＶ）と反応させる。化合物（ＩＩｃ）（Ｇ＝水素）は、場合により、予
め、塩基〔例えば、ｎ－ブチルリチウム、リチウム－ジイソプロピルアミド、リチウムビ
ス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムビス（トリメチルシリル）アミド、カリウム
ビス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムアミド、カリウムアミド、カリウムｔｅｒ
ｔ－ブトキシド、メチルリチウム、ＴＭＰ２Ｚｎ・２ＭｇＣｌ２・２ＬｉＣｌ〕と反応さ
せ（例えば、以下のものを参照されたい：Ｄｉｓｓｅｒｔａｔｉｏｎ　Ａｌｂｒｅｃｈｔ
　Ｍｅｔｚｅｒ　２０１０，　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍｕｎｉｃｈ）、その後、好まし
くは無水条件下で、一般構造（ＸＩＶ）の化合物と反応させる。Ａに関する可能な基は、
例えば、適切な反応条件下において所望の化合物（ＸＩＩ）を形成させるための適切な脱
離基として作用し得るハロゲン化物である。
【００９５】
　調製方法Ｇ（スキーム７）：
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【化１０】

【００９６】
　一般式（ＸＶ）で表される化合物は、文献に記載されている方法と同様にして、対応す
る一般式（ＩＩｃ）で表される化合物を一般式（ＸＩＶ）で表される基体とのカップリン
グ反応に付すことによって合成することができる（例えば、以下のものを参照されたい：
ＤＥ－Ａ　４０２７６０８、ＷＯ－Ａ　９３／０２０８６、ＷＯ－Ａ　９３／１２１２１
、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　２００１，　２１
４９－２１５３」）。
【００９７】
　Ｇがハロゲン（好ましくは、塩化物又は臭化物）を表す場合、化合物（ＩＩｃ）を、マ
グネシウムとの反応又はハロゲン／金属交換試薬（例えば、ハロゲン化イソプロピルマグ
ネシウム）との反応に付すことによって最初にグリニャール試薬に変換し、次いで、好ま
しくは無水条件下で、ケトン（ＸＩＶ）と反応させて、一般式（ＸＶ）で表される化合物
を得る（例えば、以下のものを参照されたい：ＤＥ　４０２７６０８）。あるいは、Ｇが
ハロゲンを表す場合、ハロゲン化物（ＩＩｃ）を対応する亜鉛試薬に変換し、その後、ケ
トン（ＸＩＶ）と反応させることができる（例えば、「ＣｈｅｍＣｏｍｍ，　２００８，
　５８２４－５８２６」、「Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ，　２００４，　９０８－９１４」及びそれらの中で引用されている参考文献）。
【００９８】
　代替的な経路においては、化合物（ＩＩｃ）（Ｇ＝水素）を、好ましくは塩基の存在下
で、化合物（ＸＩＶ）と反応させる。化合物（ＩＩｃ）（Ｇ＝水素）は、場合により、予
め、塩基〔例えば、ｎ－ブチルリチウム、リチウム－ジ－イソプロピルアミド、リチウム
ビス（トリメチルシリル）アミド、メチルリチウム〕と反応させ、その後、好ましくは無
水条件下で、一般構造（ＸＩＶ）の化合物と反応させる。Ａに関する可能な基は、例えば
、適切な反応条件下において所望の化合物（ＸＶ）を形成させるための適切な脱離基とし
て作用し得るハロゲン化物である。
【００９９】
　反応が終了した後、化合物（ＸＶ）を、慣習的な分離技術のうちの１つによって、その
反応混合物から分離させる。必要な場合には、該化合物を再結晶化又はクロマトグラフィ
ーによって精製する。
【０１００】
　調製方法Ｈ（スキーム８）：
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【化１１】

【０１０１】
　調製方法Ｄ、調製方法Ｅ又は調製方法Ｆに従って得られた化合物（ＸＩＩ）は、文献に
記載されている方法を用いて、対応する化合物（ＸＸＩａ）に変換することができる（例
えば、以下のものを参照されたい：ＤＥ－Ａ　４０２７６０８、ＥＰ－Ａ　４６１５０２
、ＤＥ－Ａ　３３１５６８１、ＥＰ－Ａ　２９１７９７、ＷＯ９５２９９０１、ＥＰ０２
９１７９７）。出発物質（ＸＩＩ）を、好ましくは、塩基（例えば、炭酸カリウム及び／
又はカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド）の存在下、及び、好ましくは、有機溶媒（例えば、
ＤＭＦ）の存在下で、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（ＸＶＩ）と反応させて、化合物
（ＸＸＩａ）を得ることができる。
【０１０２】
　調製方法Ｉ（スキーム９）：

【化１２】

【０１０３】
　調製方法Ｇに従って得られた化合物（ＸＶ）は、文献に記載されている方法を用いて、
対応する化合物（ＸＸＩａ）に変換することができる（例えば、以下のものを参照された
い：ＤＥ－Ａ　４０２７６０８）。出発物質（ＸＶ）を、好ましくは、塩基（例えば、炭
酸カリウム及び／又はカリウムｔｅｒｔ－ブトキシド）の存在下、及び、好ましくは、有
機溶媒（例えば、ＤＭＦ）の存在下で、１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（ＸＶＩ）と反
応させて、化合物（ＸＸＩａ）を得ることができる。
【０１０４】
　調製方法Ｊ（スキーム１０）：
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【化１３】

【０１０５】
　式（ＸＶＩＩ）で表される多くの種類のトリアゾールケトンは、既知であるか、又は、
文献において知られている方法で調製することができる（例えば、ＤＥ－Ａ　２４３１４
０７、ＤＥ－Ａ　２６１００２２、ＤＥ－Ａ　２６３８４７０、ＤＥ－Ａ　４２０４８１
６、ＥＰ－Ａ　０４７０４６３、ＵＳ　４４８６２１８、ＤＥ－Ａ　３１４４６７０）。
今日に至るまで文献に記載されていない式（ＸＶＩＩ）で表される化合物は、慣習的な方
法で調製することができる。例えば、それらは、対応するハロ－ケトンを酸結合剤の存在
下で１Ｈ－１，２，４－トリアゾールと反応させることによって得られる。
【０１０６】
　スキーム１０による調製方法において、例えば、ケトン（ＸＶＩＩ）を誘導体（ＩＩｃ
）〔ここで、Ｇは、ハロゲン又は水素を表す〕と反応させる。Ｇがハロゲンを表す場合、
化合物（ＩＩｃ）を、マグネシウムとの反応又は金属交換試薬（例えば、ハロゲン化イソ
プロピルマグネシウム）との反応に付すことによって最初にグリニャール試薬に変換し、
次いで、好ましくは無水条件下で、ケトン（ＸＶＩＩ）と反応させて、一般式（ＸＸＩａ
）で表される化合物を得る。
【０１０７】
　Ｇが水素を表す場合、化合物（ＩＩｃ）を、好ましくは無水条件下で、有機リチウム試
薬（例えば、メチルリチウム又はｎ－ブチルリチウム）と反応させて、リチウム化化学種
を得ることができる。場合により、リチウムジイソプロピルアミド又はリチウムビス（ト
リメチルシリル）アミドなどの塩基を使用することができる。得られた中間体は、次に、
好ましくは無水条件下で、ケトン（ＸＶＩＩ）と反応させて一般式（ＸＸＩａ）で表され
る化合物を得る。
【０１０８】
　調製方法Ｋ（スキーム１１）：
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【化１４】

【０１０９】
　化合物（ＸＶＩＩ）（スキーム１１）は、文献に記載されている方法を用いて、対応す
る化合物（ＸＶＩＩＩ）に変換することができる（例えば、以下のものを参照されたい：
ＤＥ－Ａ　３１１１２３８、ＤＥ－Ａ　３３０７２１７）。一般式（ＸＶＩＩ）で表され
る化合物を、好ましくは、塩基（例えば、水酸化ナトリウム）の存在下で、好ましくは、
トリメチルスルホキソニウムハロゲン化物、トリメチルスルホニウムハロゲン化物、トリ
メチルスルホキソニウムメチル硫酸塩又はトリメチルスルホニウムメチル硫酸塩と反応さ
せて、化合物（ＸＶＩＩＩ）を得る。
【０１１０】
　化合物（ＸＩＸ）は、市販されているか又は文献に記載されている調製方法によって製
造することができる（例えば、以下のものを参照されたい：「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉ
ｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ
　Ｐｒｅｓｓ，　２００８；ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１０１－１６９；２１７－３
０８　＆　ｖｏｌ．　７，　ｐａｇｅｓ　１－３３１」及びその中で引用されている参考
文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒ
ｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９９６；ｖｏｌ．　５，　ｐａｇｅ
ｓ　３７－２４３　＆　ｖｏｌ．　６，　ｐａｇｅｓ　１－２７８」及びその中で引用さ
れている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈ
ｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　２，
　ｐａｇｅｓ　３９５－５１０　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　１－１９７」及びそ
の中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃ
ｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，　２００８
；ｖｏｌ．　３，　ｐａｇｅｓ　４５－３８８　＆　ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１－
３６４」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ　Ｈｅ
ｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ＩＩ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　Ｐｒｅｓｓ
，　１９９６；ｖｏｌ．　２，　ｐａｇｅｓ　３９－２５７　＆　ｖｏｌ．　３，　ｐａ
ｇｅｓ　１－２２０」及びその中で引用されている参考文献；「“Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓ
ｉｖｅ　Ｈｅｔｅｒｏｃｙｃｌｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｉ”，　Ｐｅｒｇａｍｏｎ　
Ｐｒｅｓｓ，　１９８４；ｖｏｌ．　４，　ｐａｇｅｓ　１５５－３７６　＆　ｖｏｌ．
　５，　ｐａｇｅｓ　１６７－４９８」及びその中で引用されている参考文献）。
【０１１１】
　次いで、（ＸＶＩＩＩ）を（ＸＩＸ）と反応させることによって、化合物（ＸＸＩａ）
を得ることができる。Ｇがハロゲン（好ましくは、塩化物又は臭化物）を表す場合、化合
物（ＸＩＸ）を、マグネシウムとの反応又は金属交換試薬（例えば、ハロゲン化イソプロ
ピルマグネシウム）との反応に付すことによって最初にグリニャール試薬に変換し、次い
で、好ましくは無水条件下で、エポキシド（ＸＶＩＩＩ）と反応させる。
【０１１２】
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　代替的な経路においては、化合物（ＸＩＸ）（Ｇ＝水素又はハロゲン）を、好ましくは
塩基の存在下で、化合物（ＸＶＩＩＩ）と反応させる。化合物（ＸＩＸ）（Ｇ＝水素又は
ハロゲン）は、場合により、予め、塩基〔例えば、ｎ－ブチルリチウム、リチウム－ジ－
イソプロピルアミド、リチウムビス（トリメチルシリル）アミド、メチルリチウム〕と反
応させ、その後、好ましくは無水条件下で、一般構造（ＸＶＩＩＩ）の化合物と反応させ
て、所望の化合物（ＸＸＩａ）を形成させる。
【０１１３】
　調製方法Ｌ（スキーム１２）：
【化１５】

【０１１４】
　調製方法Ｈ、調製方法Ｉ、調製方法Ｊ又は調製方法Ｋに従って得られた化合物（ＸＸＩ
ａ）は、文献に記載されている方法を用いて、対応する化合物（ＸＸＩｂ）に変換するこ
とができる（例えば、以下のものを参照されたい：ＤＥ－Ａ　３２０２６０４、ＪＰ－Ａ
　０２１０１０６７、ＥＰ－Ａ　２２５７３９、ＣＮ－Ａ　１０１８２４００２、ＦＲ－
Ａ　２８０２７７２）。一般構造（ＸＸＩａ）の化合物を、好ましくは、塩基の存在下で
、好ましくは、ハロゲン化アルキル、ジアルキルスルフェート、無水物、酸塩化物、塩化
ホスホリル又はアルキルイソシアネートと反応させて化合物（ＸＸＩｂ）を得る。
【０１１５】
　調製方法Ｍ（スキーム１３）：
【化１６】

【０１１６】
　式（Ｉａ）で表されるトリアゾール誘導体は、メルカプト形態で存在し得るか、又は、
互変異性体チオノ形態で存在し得る。簡素化のために、スキーム１３における式（Ｉａ）
で表される化合物に関してメルカプト形態のみが用いられている。
【０１１７】
　調製方法Ｈ、調製方法Ｉ、調製方法Ｊ又は調製方法Ｋに従って得られた化合物（ＸＸＩ
ａ）は、文献に記載されている方法を用いて、対応する化合物（Ｉａ）に変換することが
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１９６１７２８２、ＤＥ－Ａ　１９５２８０４６、ＷＯ－Ａ　２０１０／１４６０３２、
ＷＯ－Ａ　２０１１／１１３８２０、ＷＯ－Ａ　２０１２／０１９９８１、ＷＯ－Ａ　２
０１２／０４１８５８）。一般構造（ＸＸＩａ）の化合物を、好ましくは、塩基（例えば
、ｎ－ブチルリチウム及びリチウムジイソプロピルアミド）又はグリニャール試薬（例え
ば、塩化イソプロピルマグネシウム）と反応させ、次いで、硫黄と反応させる。あるいは
、化合物（ＸＸＩａ）を、高温下、好ましくは、溶媒（例えば、ＤＭＦ）の中で、硫黄と
反応させる（ＤＥ－Ａ　１９７４４７０６）。
【０１１８】
　調製方法Ｎ（スキーム１４）：
【化１７】

【０１１９】
　式（Ｉｂ）で表されるトリアゾール誘導体は、メルカプト形態で存在し得るか、又は、
互変異性体チオノ形態で存在し得る。簡素化のために、スキーム１４における式（Ｉｂ）
で表される化合物に関してメルカプト形態のみが用いられている。
【０１２０】
　調製方法Ｌに従って得られた化合物（ＸＸＩｂ）は、文献に記載されている方法を用い
て、対応する化合物（Ｉｂ）に変換することができる（例えば、以下のものを参照された
い：ＤＥ－Ａ　１９７４４７０６、ＤＥ－Ａ　１９６１７２８２、ＤＥ－Ａ　１９５２８
０４６、ＷＯ－Ａ　２０１０／１４６０３２、ＷＯ－Ａ　２０１１／１１３８２０、ＷＯ
－Ａ　２０１２／０１９９８１、ＷＯ－Ａ　２０１２／０４１８５８）。一般構造（ＸＸ
Ｉｂ）の化合物を、好ましくは、塩基（例えば、ｎ－ブチルリチウム及びリチウムジイソ
プロピルアミド）又はグリニャール試薬（例えば、塩化イソプロピルマグネシウム）と反
応させ、次いで、硫黄と反応させる。あるいは、化合物（ＸＸＩｂ）を、高温下、好まし
くは、溶媒（例えば、ＤＭＦ）の中で、硫黄と反応させる（ＤＥ－Ａ　１９７４４７０６
）。
【０１２１】
　調製方法Ｏ（スキーム１５）：
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【化１８】

【０１２２】
　式（Ｉａ）で表されるトリアゾール誘導体は、メルカプト形態で存在し得るか、又は、
互変異性体チオノ形態で存在し得る。簡素化のために、スキーム１５における式（Ｉａ）
で表される化合物に関してメルカプト形態のみが用いられている。
【０１２３】
　調製方法Ｄ、調製方法Ｅ又は調製方法Ｆに従って得られた化合物（ＸＩＩ）は、文献に
記載されている方法を用いて、対応する化合物（Ｉａ）に変換することができる（例えば
、以下のものを参照されたい：ＷＯ－Ａ　２００１／４６１５８及びその中で引用されて
いる参考文献）。一般構造（ＸＩＩ）の化合物を、好ましくは、ヒドラジン水和物と反応
させて、（ＸＩＸ）を得る。これらの中間体は、場合により、塩又は遊離塩基として、例
えば、対応する塩酸塩又は対応する遊離ヒドラジンとして、得ることができる。一般構造
（ＸＩＸ）の化合物（場合により、塩又は遊離塩基として）をホルムアルデヒド及びチオ
シアネート塩（例えば、ナトリウム塩、カリウム塩又はアンモニウム塩）と反応させるこ
とによって、化合物（ＸＸ）を得ることができる。化合物（ＸＸ）は、場合により、塩又
は遊離塩基として得ることができる。該反応は、場合により、水の存在下で実施すること
ができる。化合物（ＸＸ）を、さらに、好ましくは塩化鉄（ＩＩＩ）及び塩酸の存在下で
、酸化して、化合物（Ｉａ）を得ることができる。
【０１２４】
　一般的事項
　式（Ｉ）で表される化合物を調製するための本発明による調製方法Ａ～調製方法Ｏは、
場合により、１種類以上の反応補助剤を用いて実施する。
【０１２５】
　有用な反応補助剤は、適切な場合には、無機又は有機の塩基又は酸受容体である。その
ようなものとしては、好ましくは、以下のものを挙げることができる：アルカリ金属又は
アルカリ土類金属の酢酸塩、アミド、炭酸塩、炭酸水素塩、水素化物、水酸化物又はアル
コキシド、例えば、酢酸ナトリウム、酢酸カリウム又は酢酸カルシウム、リチウムアミド
、ナトリウムアミド、カリウムアミド又はカルシウムアミド、炭酸ナトリウム、炭酸カリ
ウム又は炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウム又は炭酸水素カルシウ
ム、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム又は水素化カルシウム、水酸化
リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム又は水酸化カルシウム、ｎ－ブチルリチウ
ム、ｓｅｃ－ブチルリチウム、ｔｅｒｔ－ブチルリチウム、リチウムジイソプロピルアミ
ド、リチウムビス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムメトキシド、ナトリウムエト
キシド、ナトリウムｎ－プロポキシド、ナトリウムイソプロポキシド、ナトリウムｎ－ブ
トキシド、ナトリウムイソブトキシド、ナトリウムｓ－ブトキシド、ナトリウムｔ－ブト
キシド、カリウムメトキシド、カリウムエトキシド、カリウムｎ－プロポキシド、カリウ
ムイソプロポキシド、カリウムｎ－ブトキシド、カリウムイソブトキシド、カリウムｓ－
ブトキシド又はカリウムｔ－ブトキシド；及び、さらに、塩基性有機窒素化合物、例えば
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、トリメチルアミン、トリエチルアミン、トリプロピルアミン、トリブチルアミン、エチ
ルジイソプロピルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルシクロヘキシルアミン、ジシクロヘキシルア
ミン、エチルジシクロヘキシルアミン、Ｎ，Ｎ－ジメチルアニリン、Ｎ，Ｎ－ジメチルベ
ンジルアミン、ピリジン、２－メチルピリジン、３－メチルピリジン、４－メチルピリジ
ン、２，４－ジメチルピリジン、２，６－ジメチルピリジン、３，４－ジメチルピリジン
、３，５－ジメチルピリジン、５－エチル－２－メチルピリジン、４－ジメチルアミノピ
リジン、Ｎ－メチルピペリジン、１，４－ジアザビシクロ［２．２．２］オクタン（ＤＡ
ＢＣＯ）、１，５－ジアザビシクロ［４．３．０］－ノナ－５－エン（ＤＢＮ）、又は、
１，８－ジアザビシクロ［５．４．０］－ウンデカ－７－エン（ＤＢＵ）。
【０１２６】
　有用な反応補助剤は、適切な場合には、無機又は有機の酸である。そのようなものとし
ては、好ましくは、無機酸、例えば、フッ化水素、塩化水素、臭化水素及びヨウ化水素、
硫酸、リン酸及び硝酸、並びに、酸性塩、例えば、ＮａＨＳＯ４及びＫＨＳＯ４、又は、
有機酸、例えば、ギ酸、炭酸及びアルカン酸（例えば、酢酸、トリフルオロ酢酸、トリク
ロロ酢酸及びプロピオン酸）、並びに、さらに、グリコール酸、チオシアン酸、乳酸、コ
ハク酸、クエン酸、安息香酸、ケイ皮酸、シュウ酸、飽和又は一不飽和又は二不飽和のＣ

６－Ｃ２０－脂肪酸、アルキル硫酸モノエステル、アルキルスルホン酸（１～２０個の炭
素原子を有する直鎖又は分枝鎖のアルキルラジカルを有しているスルホン酸）、アリール
スルホン酸又はアリールジスルホン酸（１又は２のスルホン酸基を有している、フェニル
及びナフチルなどの芳香族ラジカル）、アルキルホスホン酸（１～２０個の炭素原子を有
する直鎖又は分枝鎖のアルキルラジカルを有しているホスホン酸）、アリールホスホン酸
又はアリールジホスホン酸（１又は２のホスホン酸ラジカルを有している、フェニル及び
ナフチルなどの芳香族ラジカル）などを挙げることができ、ここで、前記アルキルラジカ
ル及びアリールラジカルは、さらなる置換基も有することができる（例えば、ｐ－トルエ
ンスルホン酸、サリチル酸、ｐ－アミノサリチル酸、２－フェノキシ安息香酸、２－アセ
トキシ安息香酸など）。
【０１２７】
　本発明による調製方法Ａ～調製方法Ｏは、場合により１種類以上の希釈剤を用いて実施
する。有用な希釈剤は、実質的に全ての不活性有機溶媒である。上記調製方法Ａ～調製方
法Ｏに関して別途示されていない限り、そのようなものとしては、好ましくは、以下のも
のを挙げることができる：脂肪族及び芳香族のハロゲン化されていてもよい炭化水素類、
例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、シクロヘキサン、石油エーテル、ベンジン、リ
グロイン、ベンゼン、トルエン、キシレン、塩化メチレン、塩化エチレン、クロロホルム
、四塩化炭素、クロロベンゼン及びｏ－ジクロロベンゼン、エーテル類、例えば、ジエチ
ルエーテル、ジブチルエーテル、メチルｔｅｒｔ－ブチルエーテル、グリコールジメチル
エーテル、ジグリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン及びジオキサン、ケトン
類、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソプロピルケトン及びメチルイソ
ブチルケトン、エステル類、例えば、酢酸メチル及び酢酸エチル、ニトリル類、例えば、
アセトニトリル及びプロピオニトリル、アミド類、例えば、ジメチルホルムアミド、ジメ
チルアセトアミド及びＮ－メチルピロリドン、並びに、さらに、ジメチルスルホキシド、
テトラメチレンスルホン、ヘキサメチルホスホルアミド、及び、ＤＭＰＵ。
【０１２８】
　本発明による調製方法においては、その反応温度は、比較的広い範囲内で変えることが
できる。一般に、その使用温度は、－７８℃～２５０℃、好ましくは、－７８℃～１５０
℃の温度である。
【０１２９】
　その反応時間は、当該反応の規模及び反応温度の関数として変わるが、一般的には、数
分間～４８時間である。
【０１３０】
　本発明による調製方法は、一般に、標準圧力下で実施する。しかしながら、高圧下又は
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減圧下で実施することも可能である。
【０１３１】
　本発明による調製方法を実施するために、それぞれの場合に必要とされる出発物質は、
一般に、ほぼ等モル量で使用する。しかしながら、いずれの場合にも、用いる成分のうち
の１種類を比較的大過剰で使用することも可能である。
【０１３２】
　反応が終了した後、場合により、慣習的な分離技術のうちの１つによって、その反応混
合物から該化合物を分離させる。必要な場合には、その化合物を再結晶化又はクロマトグ
ラフィーによって精製する。
【０１３３】
　適切な場合には、本発明による調製方法Ａ～調製方法Ｌにおいて、該出発化合物の塩及
び／又はＮ－オキシドを使用することも可能である。
【０１３４】
　本発明は、さらに、式（Ｉ）で表される化合物の新規中間体にも関し、それら中間体は
、本発明の一部分を形成する。
【０１３５】
　本発明による新規中間体は、式（Ｖ）
【化１９】

【０１３６】
〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の６員ヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか又は置換されていない１－ハロゲンシクロプロピル、１－ハ
ロゲン－２－メチルプロパン－２－イル又は２－ハロゲン－プロパン－２－イルを表す〕
で表される新規化合物及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１３７】
　Ｘは、好ましくは、置換されているか又は置換されていない２－ピリジニル、３－ピリ
ジニル、４－ピリジニル又はキノリン－２－イルを表す。
【０１３８】
　Ｘは、さらにまた、好ましくは、置換されているか又は置換されていない２－ピリジニ
ル、３－ピリジニル、４－ピリジニル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表
す。
【０１３９】
　Ｘは、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニル、４
－ピリジニル又はキノリン－２－イルを表す。
【０１４０】
　Ｘは、さらにまた、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピ
リジニル、４－ピリジニル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表す。
【０１４１】
　Ｘは、さらにまた、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない２－ピ
リジニルを表す。
【０１４２】
　好ましくは、Ｒ１に関する１－ハロゲンシクロプロピル、１－ハロゲン－２－メチルプ
ロパン－２－イル又は２－ハロゲン－プロパン－２－イルにおいて、ハロゲンは、フッ素
又は塩素から選択される。
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【０１４３】
　本発明によるさらなる新規中間体は、式（Ｖ）
【化２０】

【０１４４】
〔式中、
　Ｘは、置換されているか若しくは置換されていない３－ピリジニル若しくは４－ピリジ
ニル又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか又は置換されていない１－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロ
ピル、２－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロピル、１－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロヘキ
シル、２－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロヘキシル、１－アリールシクロプロピル、２－ア
リールシクロプロピル、２－メチル－ブタン－２－イル；３－メチル－ペンタン－３－イ
ル、ｔｅｒｔ－ブチル、及び、１，３－ジフルオロ－２－（フルオロメチル）プロパン－
２－イル又は２，３－ジメチル－ブタン－２－イルを表す〕
で表される新規化合物及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１４５】
　式（Ｖ）で表される化合物に関して、好ましくは、
　Ｘは、置換されているか若しくは置換されていない３－ピリジニル若しくは４－ピリジ
ニル又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか又は置換されていない１－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロ
ピル、２－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロピル、１－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロヘキ
シル、２－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロヘキシル、１－アリールシクロプロピル、２－ア
リールシクロプロピル、２－メチル－ブタン－２－イル；３－メチル－ペンタン－３－イ
ル又は２，３－ジメチル－ブタン－２－イルを表す。
【０１４６】
　式（Ｖ）で表される化合物に関し、さらに好ましくは、
　Ｘは、置換されているか若しくは置換されていない３－ピリジニル若しくは４－ピリジ
ニル又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか又は置換されていない１－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロ
ピル、２－Ｃ１－Ｃ８－アルキルシクロプロピル、１－アリールシクロプロピル、２－ア
リールシクロプロピル、２－メチル－ブタン－２－イル；３－メチル－ペンタン－３－イ
ル又は２，３－ジメチル－ブタン－２－イルを表す。
【０１４７】
　式（Ｖ）で表される化合物に関し、
　Ｘは、好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニル、４－ピリ
ジニル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表す。
【０１４８】
　Ｘは、さらにまた、好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニ
ル、４－ピリジニル又はキノリン－２－イルを表す。
【０１４９】
　Ｘは、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピリジニル、４
－ピリジニル、キノリン－２－イル又はキノリン－３－イルを表す。
【０１５０】
　Ｘは、さらにまた、さらに好ましくは、置換されているか又は置換されていない３－ピ
リジニル、４－ピリジニル又はキノリン－２－イルを表す。
【０１５１】



(34) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

50

　式（Ｖ）で表される化合物に関し、同様に、好ましくは、
　Ｘは、少なくとも１のハロゲン置換基で置換されている３－ピリジニル若しくは４－ピ
リジニル、又は、置換されているか若しくは置換されていないキノリン－２－イル若しく
はキノリン－３－イルを表し；そして、
　Ｒ１は、ｔｅｒｔ－ブチルを表す。
【０１５２】
　本発明によるさらなる新規中間体は、式（ＸＩＩ）
【化２１】

【０１５３】
〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の６員ヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル；置換されているか若しくは
置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル；置換されているか若しくは置換されていない
Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ４－Ｃ８－
シクロアルキルアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シク
ロアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換され
ているか若しくは置換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換
されていないアリールアルキニル、置換されているか若しくは置換されていないフェノキ
シアルキル；置換されているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換
されているか若しくは置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル
；置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す〕
で表される新規エポキシド及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１５４】
　Ｘ及びＲ１に関する好ましいラジカルの定義は、式（Ｉ）で表される化合物に関して上
記で既に与えられている。そのような好ましいラジカルの定義は、式（ＸＩＩ）で表され
るエポキシドにも同様に適用される。
【０１５５】
　本発明によるさらなる新規中間体は、式（ＸＶ）

【化２２】

【０１５６】
〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の６員ヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し；そして、
　Ｒ１は、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
アルキニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハ
ロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ

４－ハロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアル
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キル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルケニル；置換
されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換されているか若しくは置
換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリー
ルアルキニル；置換されているか若しくは置換されていないフェノキシアルキル；置換さ
れているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換されているか若しく
は置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか若しくは置換されて
いないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表し；そして、
　Ａは、塩素、臭素、ヨウ素、Ｏ－ＳＯ２－Ｃ１－Ｃ８－アルキル又はＯ－ＳＯ２－アリ
ールを表し、好ましくは、塩素又は臭素を表す〕
で表される新規アルコール及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１５７】
　本発明によるさらなる新規中間体は、式（ＸＩＸ）
【化２３】

【０１５８】
〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し
；そして、
　Ｒ１は、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
アルキニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハ
ロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ

４－ハロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアル
キル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルケニル；置換
されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換されているか若しくは置
換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリー
ルアルキニル；置換されているか若しくは置換されていないフェノキシアルキル；置換さ
れているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換されているか若しく
は置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか若しくは置換されて
いないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す〕
で表される新規化合物及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１５９】
　本発明によるさらなる新規中間体は、式（ＸＸ）

【化２４】

【０１６０】
〔式中、
　Ｘは、ヘテロ原子として１個若しくは２個の窒素原子を含む置換されているか若しくは
置換されていない不飽和の５員若しくは６員のヘテロ環又はそのベンゾ縮合誘導体を表し
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；そして、
　Ｒ１は、Ｃ１－Ｃ８－ハロアルキル；Ｃ２－Ｃ８－ハロアルケニル；Ｃ２－Ｃ８－ハロ
アルキニル；Ｃ３－Ｃ７－ハロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－アルキル；Ｃ３－Ｃ７－ハ
ロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル；Ｃ３－Ｃ７－シクロアルキル－Ｃ１－Ｃ

４－ハロアルキル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアル
キル；置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ７－シクロアルケニル；置換
されているか若しくは置換されていないアリールアルキル；置換されているか若しくは置
換されていないアリールアルケニル；置換されているか若しくは置換されていないアリー
ルアルキニル；置換されているか若しくは置換されていないフェノキシアルキル；置換さ
れているか若しくは置換されていないフェニルシクロアルキル；置換されているか若しく
は置換されていないヘタリール；置換されているヘタリールアルキル；置換されているか
若しくは置換されていないヘテロシクロアルキル；置換されているか若しくは置換されて
いないヘテロシクロアルキル－Ｃ１－Ｃ８－アルキルを表す〕
で表される新規化合物及びその塩又はＮ－オキシドである。
【０１６１】
　式（ＸＸ）で表されるトリアゾール誘導体は、メルカプト形態で存在し得るか、又は、
互変異性体チオノ形態で存在し得る。簡素化のために、式（ＸＸ）で表される化合物に関
してメルカプト形態のみが用いられている。
【０１６２】
　Ｘ及びＲ１に関するラジカルの好ましい定義は、式（Ｉ）で表される化合物に関して既
に上記で与えられている。そのようなラジカルの好ましい定義は、式（ＸＶ）、式（ＸＩ
Ｘ）及び式（ＸＸ）で表される化合物にも適用される。
【０１６３】
　本発明による式（Ｉ）で表される化合物は、生理学的に許容される塩（例えば、酸付加
塩又は金属塩錯体）に変換することができる。
【０１６４】
　上記で定義した置換基の種類に応じて、式（Ｉ）で表される化合物は、酸性特性又は塩
基性特性を有していて、無機酸若しくは有機酸との、又は、塩基との、又は、金属イオン
との、塩を形成することが可能であり、適切な場合には、分子内塩又は付加体も形成する
ことが可能である。式（Ｉ）で表される化合物が、アミノ基を有しているか、アルキルア
ミノ基を有しているか又は塩基性特性を誘導する別の基を有している場合、そのような化
合物は、酸と反応させて塩を生成させることが可能であり、又は、そのような化合物は、
合成において直接的に塩として得られる。式（Ｉ）で表される化合物が、ヒドロキシル基
を有しているか、チオール基を有しているか、カルボキシル基を有しているか、又は、酸
性特性を誘導する別の基を有している場合、そのような化合物は、塩基と反応させて塩を
生成させることが可能である。適切な塩基は、例えば、アルカリ金属及びアルカリ土類金
属の水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩、特に、ナトリウウム、カリウム、マグネシウム及び
カルシウムの水酸化物、炭酸塩、炭酸水素塩であり、さらに、アンモニア、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルキル基を有する第１級アミン、第２級アミン及び第３級アミン、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルカノールのモノアルカノールアミン、ジアルカノールアミン及びトリアルカノール
アミン、コリン及びクロロコリンも適している。
【０１６５】
　このようにして得ることができる塩も、同様に、殺菌特性を有している。
【０１６６】
　無機酸の例は、ハロゲン化水素酸（例えば、フッ化水素、塩化水素、臭化水素及びヨウ
化水素）、硫酸、リン酸及び硝酸、並びに、酸性塩（例えば、ＮａＨＳＯ４及びＫＨＳＯ

４）である。有用な有機酸は、例えば、ギ酸、炭酸及びアルカン酸（例えば、酢酸、トリ
フルオロ酢酸、トリクロロ酢酸及びプロピオン酸）、並びに、さらに、グリコール酸、チ
オシアン酸、乳酸、コハク酸、クエン酸、安息香酸、ケイ皮酸、マレイン酸、フマル酸、
酒石酸、ソルビン酸、シュウ酸、アルキルスルホン酸（１～２０個の炭素原子を有する直
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鎖又は分枝鎖のアルキルラジカルを有しているスルホン酸）、アリールスルホン酸又はア
リールジスルホン酸（１又は２のスルホン酸基を有している、フェニル及びナフチルなど
の芳香族ラジカル）、アルキルホスホン酸（１～２０個の炭素原子を有する直鎖又は分枝
鎖のアルキルラジカルを有しているホスホン酸）、アリールホスホン酸又はアリールジホ
スホン酸（１又は２のホスホン酸ラジカルを有している、フェニル及びナフチルなどの芳
香族ラジカル）などであり、ここで、前記アルキルラジカル及びアリールラジカルは、さ
らなる置換基も有することができる（例えば、ｐ－トルエンスルホン酸、１，５－ナフタ
レンジスルホン酸、サリチル酸、ｐ－アミノサリチル酸、２－フェノキシ安息香酸、２－
アセトキシ安息香酸など）。
【０１６７】
　適切な金属イオンは、特に、第２主族の元素（特に、カルシウム及びマグネシウム）の
イオン、第３及び第４主族の元素（特に、アルミニウム、スズ及び鉛）のイオン、並びに
、さらに、第１～第８遷移族の元素（特に、クロム、マンガン、鉄、コバルト、ニッケル
、銅、亜鉛など）のイオンである。特に好ましいのは、第４周期の元素の金属イオンであ
る。ここで、該金属は、可能なさまざまな原子価で存在することができる。
【０１６８】
　式（Ｉ）で表される化合物の酸付加塩は、塩を形成させるための慣習的な方法によって
、例えば、式（Ｉ）で表される化合物を適切な不活性溶媒に溶解させ及び当該酸（例えば
、塩酸）を添加することによって、容易に得ることが可能であり、並びに、既知方法で、
例えば、それらを濾過することによって、単離することが可能であり、並びに、必要に応
じて、不活性有機溶媒で洗浄することによって精製することが可能である。
【０１６９】
　当該塩の適切なアニオンは、好ましくは、以下の酸から誘導されるアニオンである：　
ハロゲン化水素酸、例えば、塩酸及び臭化水素酸、並びに、さらに、リン酸、硝酸及び硫
酸。
【０１７０】
　式（Ｉ）で表される化合物の金属塩錯体は、慣習的な方法によって、例えば、当該金属
塩をアルコール（例えば、エタノール）に溶解させ及び式（Ｉ）で表される化合物の溶液
を添加することによって、容易に得ることができる。金属塩錯体は、既知方法で、例えば
、濾過することによって単離することが可能であり、及び、必要に応じて、再結晶させる
ことによって、精製することが可能である。
【０１７１】
　上記中間体の塩は、同様に、式（Ｉ）で表される化合物の塩に関して上記で記載した調
製方法に従って、調製することができる。
【０１７２】
　式（Ｉ）で表される化合物又はその中間体のＮ－オキシドは、慣習的な方法によって、
例えば、過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）、過酸〔例えば、ペルオキシ硫酸又はペルオキシカルボ
ン酸、例えば、メタ－クロロペルオキシ安息香酸又はペルオキシ一硫酸（カロ酸）〕を用
いてＮ－オキシド化することによって、容易に得ることができる。
【０１７３】
　組成物／製剤
　本発明は、さらに、有効で且つ植物に対して毒性を示さない量の本発明による活性成分
を含む、有害な微生物（特に、望ましくない菌類及び細菌類）を防除するための作物保護
組成物にも関する。そのような作物保護組成物は、好ましくは、農業上適切な補助剤、溶
媒、担体、界面活性剤又は増量剤を含む殺菌剤組成物である。
【０１７４】
　本発明に関連して、「有害な微生物の防除」は、処理されていない植物と比較して、殺
菌効力として測定された有害な微生物による感染が低減されていること、好ましくは、処
理されていない植物（１００％）と比較して２５～５０％低減されていること、さらに好
ましくは、処理されていない植物（１００％）と比較して４０～７９％低減されているこ
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と、さらに一層好ましくは、有害な微生物による感染が完全に（７０～１００％）抑制さ
れていることを意味する。該防除は、治療的なもの、即ち、既に感染している植物を処理
するためのものであり得るか、又は、未だ感染していない植物を保護するための、保護的
なものであり得る。
【０１７５】
　「有効で且つ植物に対して毒性を示さない量（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ　ｂｕｔ　ｎｏｎ－
ｐｈｙｔｏｔｏｘｉｃ　ａｍｏｕｎｔ）」は、植物の菌類病を満足のいくように防除する
か又は植物の菌類病を完全に根絶するのに充分でありながら、同時に、植物毒性の重大な
どのような症状も引き起こすことのない、本発明組成物の量を意味する。一般に、そのよ
うな施用量は、比較的広い範囲内で変動し得る。それは、いくつかの要因に依存し、例え
ば、防除対象の菌類、植物、気候条件及び本発明組成物の成分などに依存する。
【０１７６】
　適切な有機溶媒には、製剤目的のために一般的に使用される極性及び非極性の全ての有
機溶媒が包含される。好ましくは、該溶媒は、以下のものから選択される：ケトン類、例
えば、メチル－イソブチル－ケトン及びシクロヘキサノン、アミド類、例えば、ジメチル
ホルムアミド及びアルカンカルボン酸アミド類、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルデカンアミド
及びＮ，Ｎ－ジメチルオクタンアミド、さらに、環状溶媒、例えば、Ｎ－メチル－ピロリ
ドン、Ｎ－オクチル－ピロリドン、Ｎ－ドデシル－ピロリドン、Ｎ－オクチル－カプロラ
クタム、Ｎ－ドデシル－カプロラクタム及びブチロラクトン、さらに、強極性溶媒、例え
ば、ジメチルスルホキシド、及び、芳香族炭化水素類、例えば、キシロール、Ｓｏｌｖｅ
ｓｓｏＴＭ、鉱油、例えば、ホワイトスピリット、石油、アルキルベンゼン類及びスピン
ドル油、さらに、エステル類、例えば、プロピレングリコール－モノメチルエーテルアセ
テート、アジピン酸ジブチルエステル、酢酸ヘキシルエステル、酢酸ヘプチルエステル、
クエン酸トリ－ｎ－ブチルエステル及びフタル酸ジ－ｎ－ブチルエステル、さらに、アル
コール類、例えば、ベンジルアルコール及び１－メトキシ－２－プロパノール。
【０１７７】
　本発明によれば、担体は、特に植物又は植物の部分又は種子への施用に関して、適用性
を良好にするために、当該活性成分と混合させるか又は合する天然又は合成の有機物質又
は無機物質である。このような担体（ここで、該担体は、固体又は液体であり得る）は、
一般に、不活性であり、そして、農業において使用するのに適しているべきである。
【０１７８】
　有用な固体又は液体の担体としては、以下のものなどがある：例えば、アンモニウム塩
、並びに、天然岩粉、例えば、カオリン、クレー、タルク、チョーク、石英、アタパルジ
ャイト、モンモリロナイト又はケイ藻土、並びに、合成岩粉、例えば、微粉化シリカ、ア
ルミナ及び天然又は合成のシリケート、樹脂、蝋、固形肥料、水、アルコール、特に、ブ
タノール、有機溶媒、鉱油及び植物油、並びに、それらの誘導体。そのような担体の混合
物も同様に使用し得る。
【０１７９】
　適切な固体増量剤及び担体としては、以下のものなどがある：無機粒子、例えば、０．
００５～２０μｍ（好ましくは、０．０２～１０μｍ）の平均粒径を有する炭酸塩、ケイ
酸塩、硫酸塩及び酸化物、例えば、硫酸アンモニウム、リン酸アンモニウム、尿素、炭酸
カルシウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム
、二酸化ケイ素、所謂、微粒子シリカ、シリカゲル、天然又は合成のシリケート、及び、
アルモシリケート、並びに、植物生成物、例えば、穀粉、木粉／おがくず、及び、セルロ
ース粉末。
【０１８０】
　粒剤に有用な固体担体としては、以下のものなどがある：例えば、粉砕して分別した天
然石、例えば、方解石、大理石、軽石、海泡石、苦灰岩、並びに、無機及び有機の粗挽き
粉からなる合成顆粒、並びに、さらに、有機材料、例えば、おがくず、ココナッツ殻、ト
ウモロコシ穂軸及びタバコの葉柄などからなる顆粒。
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【０１８１】
　有用な液化ガス増量剤又は担体は、標準温度及び標準圧力下では気体である液体、例え
ば、エーロゾル噴射剤、例えば、ハロ炭化水素類、さらに、ブタン、プロパン、窒素及び
二酸化炭素などである。
【０１８２】
　上記製剤において、粘着付与剤、例えば、カルボキシメチルセルロース、並びに、粉末
又は顆粒又はラテックスの形態にある天然ポリマー及び合成ポリマー、例えば、アラビア
ゴム、ポリビニルアルコール及びポリ酢酸ビニル、又は、天然のリン脂質、例えば、セフ
ァリン及びレシチン、及び、合成リン脂質などを使用することができる。さらなる添加剤
は、鉱油及び植物油であり得る。
【０１８３】
　使用する増量剤が水である場合、例えば、有機溶媒を補助溶媒として使用することもで
きる。有用な液体溶媒は、本質的に、以下のものである：芳香族化合物、例えば、キシレ
ン、トルエン又はアルキルナフタレン類、塩素化芳香族化合物及び塩素化脂肪族炭化水素
、例えば、クロロベンゼン類、クロロエチレン類又はジクロロメタン、脂肪族炭化水素、
例えば、シクロヘキサン又はパラフィン類、例えば、鉱油留分、鉱油及び植物油、アルコ
ール類、例えば、ブタノール又はグリコールとそれらのエーテル及びエステル、ケトン類
、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン又はシクロヘキサノ
ン、強極性溶媒、例えば、ジメチルホルムアミド及びジメチルスルホキシド、及び、さら
に、水。
【０１８４】
　適切な界面活性剤（アジュバント、乳化剤、分散剤、保護コロイド、湿潤剤及び粘着剤
）には、一般的な全てのイオン性物質及び非イオン性物質、例えば、以下のものが包含さ
れる：エトキシ化ノニルフェノール類、直鎖アルコール又は分枝鎖アルコールのポリアル
キレングリコールエーテル類、アルキルフェノールとエチレンオキシド及び／若しくはプ
ロピレンオキシドとの反応生成物、脂肪酸アミンとエチレンオキシド及び／若しくはプロ
ピレンオキシドとの反応生成物、さらに、脂肪族エステル類、アルキルスルホネート類、
アルキルスルフェート類、アルキルエーテルスルフェート類、アルキルエーテルホスフェ
ート類、アリールスルフェート類、エトキシ化アリールアルキルフェノール類、例えば、
トリスチリル－フェノール－エトキシレート類、さらに、エトキシ化及びプロポイキシ化
アリールアルキルフェノール類、同様に、硫酸化若しくはリン酸化アリールアルキルフェ
ノール－エトキシレート類並びに硫酸化若しくはリン酸化アリールアルキルフェノール－
エトキシ及びプロポキシレート類。さらなる例は、以下のものである：天然及び合成の水
溶性ポリマー、例えば、リグノスルホネート類、ゼラチン、アラビアゴム、リン脂質、澱
粉、疎水性化工澱粉及びセルロース誘導体、特に、セルロースエステル及びセルロースエ
ーテル、さらに、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルピロリドン、ポリ
アクリル酸、ポリメタクリル酸及び（メタ）アクリル酸と（メタ）アクリル酸エステルの
コポリマー、さらに、アルカリ金属水酸化物で中和されたメタクリル酸とメタクリル酸エ
ステルのコポリマー、及び、場合により置換されていてもよいナフタレンスルホン酸塩と
ホルムアルデヒドの縮合物。該活性成分のうちの１種類及び／又は該不活性担体のうちの
１種類が水不溶性であり且つ施用が水で行われる場合は、界面活性剤を存在させることが
必要である。界面活性剤の割合は、本発明による組成物の５重量％～４０重量％である。
【０１８５】
　着色剤、例えば、無機顔料、例えば、酸化鉄、酸化チタン及びプルシアンブルー（Ｐｒ
ｕｓｓｉａｎ　Ｂｌｕｅ）、並びに、有機染料、例えば、アリザリン染料、アゾ染料及び
金属フタロシアニン染料、並びに、微量栄養素、例えば、鉄塩、マンガン塩、ホウ素塩、
銅塩、コバルト塩、モリブデン塩及び亜鉛塩などを使用することができる。
【０１８６】
　該製剤中に存在させることができる消泡剤としては、例えば、シリコーンエマルション
類、長鎖アルコール類、脂肪酸とそれらの塩、及び、さらに、フルオロ有機物質、並びに
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、それらの混合物などを挙げることができる。
【０１８７】
　増粘剤の例は、多糖類、例えば、キサンタンガム又はＶｅｅｇｕｍ、シリケート類、例
えば、アタパルジャイト、ベントナイト、及び、微粒子シリカなどである。
【０１８８】
　適切な場合には、付加的な別の成分、例えば、保護コロイド、結合剤、粘着剤、増粘剤
、揺変性物質、浸透剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤、錯化剤なども存在させることがで
きる。一般的に、該活性成分は、製剤目的で通常使用される固体又は液体の任意の添加剤
と組み合わせることが可能である。
【０１８９】
　本発明の活性成分又は組成物は、そのままで使用することが可能であるか、又は、それ
らの特定の物理的及び／若しくは化学的特性に応じて、以下のようなそれらの製剤の形態
若しくはその製剤から調製される使用形態で使用することが可能である：例えば、エーロ
ゾル、カプセル懸濁液剤、冷煙霧濃厚剤（ｃｏｌｄ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｃｏｎｃｅｎｔｒ
ａｔｅ）、温煙霧濃厚剤（ｗａｒｍ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ）、カプ
セル化粒剤、細粒剤、種子処理用フロアブル剤、即時使用可能な溶液剤（ｒｅａｄｙ－ｔ
ｏ－ｕｓｅ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）、散粉性粉剤、乳剤、水中油型エマルション剤、油中水
型エマルション剤、大型粒剤、微粒剤、油分散性粉剤、油混和性フロアブル剤、油混和性
液剤、ガス剤（加圧下）、ガス生成剤（ｇａｓ　ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ｐｒｏｄｕｃｔ
）、泡剤（ｆｏａｍ）、ペースト剤、農薬粉衣種子、懸濁製剤（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　
ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ）、サスポエマルション製剤、可溶性濃厚剤（ｓｏｌｕｂｌｅ　
ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ）、懸濁液剤（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）、水和剤、可溶性粉剤（
ｓｏｌｕｂｌｅ　ｐｏｗｄｅｒ）、粉剤及び粒剤、水溶性及び水分散性の顆粒剤及び錠剤
、種子処理用の水溶性粉剤及び水分散性粉剤、水和剤、活性成分が含浸されている天然生
成物及び合成物質、並びに、さらに、ポリマー物質中にマイクロカプセル化されているも
の及び種子用のコーティング物質中にマイクロカプセル化されているもの、並びに、さら
に、ＵＬＶ冷煙霧製剤（ＵＬＶ　ｃｏｌｄ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）
及びＵＬＶ温煙霧製剤（ＵＬＶ　ｗａｒｍ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）
。
【０１９０】
　本発明の組成物には、既に使用し得る状態にあって適切な装置を用いて植物又は種子に
対して施用可能な製剤のみではなく、使用前に水で希釈することが必要な商業的な濃厚物
も包含される。慣習的な施用は、例えば、水で希釈し、その後、得られた散布液を噴霧す
ること、油で希釈した後、施用すること、希釈せずに直接施用すること、種子処理又は顆
粒剤の土壌施用などである。
【０１９１】
　本発明による組成物及び製剤は、一般に、０．０５～９９重量％、０．０１～９８％重
量％、好ましくは、０．１～９５重量％、さらに好ましくは、０．５～９０重量％の活性
成分を含有し、最も好ましくは、１０～７０重量％の活性成分を含有する。特別な施用の
場合、例えば、材木及びそれから形成された木材製品を保護するための特別な施用の場合
、本発明による組成物及び製剤は、一般に、０．０００１～９５重量％、好ましくは、０
．００１～６０重量％の活性成分を含有する。
【０１９２】
　市販製剤から調製された施用形態の中の該活性成分の含有量は、広い範囲内でさまざま
であり得る。該施用形態中の活性成分の濃度は、一般に、０．０００００１～９５重量％
であり、好ましくは、０．０００１～２重量％である。
【０１９３】
　上記製剤は、自体公知の方法で、例えば、当該活性成分を少なくとも１種類の慣習的な
増量剤、溶媒又は希釈剤、アジュバント、乳化剤、分散剤及び／又は結合剤又は固着剤、
湿潤剤、撥水剤、適切な場合には、乾燥剤及び紫外線安定剤、並びに、適切な場合には、
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染料及び顔料、消泡剤、防腐剤、無機増粘剤及び有機増粘剤、粘着剤、ジベレリン類、並
びに、さらに、さらなる加工助剤、及び、さらに、水と混合させることによって、調製す
ることができる。調製しようとする製剤の型に応じて、例えば、湿式粉砕、乾式粉砕及び
造粒などの、さらなる加工段階が必要である。
【０１９４】
　本発明の活性成分は、それだけで存在し得るか、又は、その（商業用）製剤中に、及び
、そのような製剤から調製された使用形態中に、殺虫剤、誘引剤、不妊剤、殺細菌剤、殺
ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、成長調節剤、除草剤、肥料、薬害軽減剤及び／又は情報化学
物質などの別の（既知）活性成分との混合物として存在し得る。
【０１９５】
　上記活性成分若しくは組成物を用いた植物及び植物の部分の本発明による処理は、慣習
的な処理方法によって、例えば、浸漬、散布、噴霧、潅漑、気化、散粉、煙霧、ばらまき
、泡状化、塗布、拡散（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ－ｏｎ）、潅水（潅注（ｄｒｅｎｃｈｉｎｇ
））、点滴潅漑などによって、直接的に行うか、又は、該活性成分若しくは組成物を植物
及び植物の部分の周囲、生息環境若しくは貯蔵空間に作用させることにより行い、また、
繁殖器官（ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍａｔｅｒｉａｌ）の場合、特に種子の場合には、
さらに、乾式種子処理、湿式種子処理、スラリー処理、被覆化（ｉｎｃｒｕｓｔａｔｉｏ
ｎ）、１以上の塗膜（ｃｏａｔ）によるコーティングなどによっても行う。さらに、該活
性成分を微量散布法（ｕｌｔｒａ－ｌｏｗ　ｖｏｌｕｍｅ　ｍｅｔｈｏｄ）によって使用
することも可能であり、又は、該活性成分調製物若しくは活性成分自体を土壌中に注入す
ることも可能である。
【０１９６】
　植物／作物保護
　本発明の活性成分又は組成物は、強力な殺微生物活性（ｍｉｃｒｏｂｉｃｉｄａｌ　ａ
ｃｔｉｖｉｔｙ）を有しており、作物保護と材料物質（ｍａｔｅｒｉａｌｓ）の保護にお
いて、望ましくない微生物（例えば、菌類及び細菌類）を防除するために使用することが
できる。
【０１９７】
　本発明は、さらに、望ましくない微生物を防除する方法にも関し、ここで、該方法は、
本発明の活性成分を当該植物病原性菌類、植物病原性細菌類及び／又はそれらの生息環境
に施用することを特徴とする。
【０１９８】
　殺菌剤は、作物保護において、植物病原性菌類を防除するために使用することができる
。それらは、土壌伝染性病原体を包含する広範囲の植物病原性菌類〔ここで、該植物病原
性菌類は、特に、ネコブカビ類（Ｐｌａｓｍｏｄｉｏｐｈｏｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）、卵菌
類（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）（同義語：Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）、ツボカ
ビ類（Ｃｈｙｔｒｉｄｉｏｍｙｃｅｔｅｓ）、接合菌類（Ｚｙｇｏｍｙｃｅｔｅｓ）、子
嚢菌類（Ａｓｃｏｍｙｃｅｔｅｓ）、担子菌類（Ｂａｓｉｄｉｏｍｙｃｅｔｅｓ）及び不
完全菌類（Ｄｅｕｔｅｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）（同義語：Ｆｕｎｇｉ　ｉｍｐｅｒｆｅｃｔ
ｉ）のクラスのメンバーである〕に対する顕著な効力によって特徴付けられる。一部の殺
菌剤は、浸透移行的な活性を示し、そして、植物保護において、茎葉処理殺菌剤、種子粉
衣殺菌剤又は土壌殺菌剤として使用することができる。さらに、それらは、菌類、特に、
材木又は植物の根を侵襲する菌類と闘うのに適している。
【０１９９】
　殺細菌剤（ｂａｃｔｅｒｉｃｉｄｅ）は、作物保護において、シュードモナス科（Ｐｓ
ｅｕｄｏｍｏｎａｄａｃｅａｅ）、リゾビウム科（Ｒｈｉｚｏｂｉａｃｅａｅ）、腸内細
菌科（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ）、コリネバクテリウム科（Ｃｏｒｙｎｅ
ｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ）及びストレプトミセス科（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｔａｃｅ
ａｅ）を防除するために、使用することができる。
【０２００】
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　本発明に従って治療することが可能な菌類病の病原体の非限定的な例としては、以下の
ものを挙げることができる：
　・　例えば以下のような、うどんこ病病原体に起因する病害：　ブルメリア属各種（Ｂ
ｌｕｍｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ブルメリア・グラミニス（Ｂｌｕｍｅｒｉ
ａ　ｇｒａｍｉｎｉｓ）；　ポドスファエラ属各種（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｓｐｅｃ
ｉｅｓ）、例えば、ポドスファエラ・レウコトリカ（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｌｅｕｃ
ｏｔｒｉｃｈａ）；　スファエロテカ属各種（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｓｐｅｃｉｅ
ｓ）、例えば、スファエロテカ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉ
ｎｅａ）；　ウンシヌラ属各種（Ｕｎｃｉｎｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ウンシ
ヌラ・ネカトル（Ｕｎｃｉｎｕｌａ　ｎｅｃａｔｏｒ）；
　・　例えば以下のような、さび病病原体に起因する病害：　ギムノスポランギウム属各
種（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ギムノスポランギウ
ム・サビナエ（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｓａｂｉｎａｅ）；　ヘミレイア属各
種（Ｈｅｍｉｌｅｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ヘミレイア・バスタトリクス（Ｈｅ
ｍｉｌｅｉａ　ｖａｓｔａｔｒｉｘ）；　ファコプソラ属各種（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　
ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ファコプソラ・パキリジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈ
ｙｒｈｉｚｉ）及びファコプソラ・メイボミアエ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｍｅｉｂｏｍ
ｉａｅ）；　プッシニア属各種（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プッシ
ニア・レコンジテ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔｅ）、プッシニア・トリチシナ
（Ｐ．　ｔｒｉｔｉｃｉｎａ）、プッシニア・グラミニス（Ｐ．　ｇｒａｍｉｎｉｓ）又
はプッシニア・ストリイホルミス（Ｐ．　ｓｔｒｉｉｆｏｒｍｉｓ）；　ウロミセス属各
種（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ウロミセス・アペンジクラツス（Ｕ
ｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎｄｉｃｕｌａｔｕｓ）；
　・　例えば以下のような、卵菌類（Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）の群の病原体に起因する病害
：　アルブゴ属各種（Ａｌｂｕｇｏ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アルブゴ・カンジダ（
Ａｌｂｕｇｏ　ｃａｎｄｉｄａ）；　ブレミア属各種（Ｂｒｅｍｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）
、例えば、ブレミア・ラクツカエ（Ｂｒｅｍｉａ　ｌａｃｔｕｃａｅ）；　ペロノスポラ
属各種（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ペロノスポラ・ピシ（Ｐ
ｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｐｉｓｉ）又はペロノスポラ・ブラシカエ（Ｐ．　ｂｒａｓｓｉ
ｃａｅ）；　フィトフトラ属各種（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ば、フィトフトラ・インフェスタンス（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ
）；　プラスモパラ属各種（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プラス
モパラ・ビチコラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏｌａ）；　プセウドペロノスポ
ラ属各種（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プセウド
ペロノスポラ・フムリ（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｈｕｍｕｌｉ）又はプセ
ウドペロノスポラ・クベンシス（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｕｂｅｎｓｉ
ｓ）；　ピシウム属各種（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピシウム・ウル
チムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）；
　・　例えば以下のものに起因する、斑点病（ｌｅａｆ　ｂｌｏｔｃｈ　ｄｉｓｅａｓｅ
）及び萎凋病（ｌｅａｆ　ｗｉｌｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）：　アルテルナリア属各種（Ａｌ
ｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アルテルナリア・ソラニ（Ａｌｔｅｒｎ
ａｒｉａ　ｓｏｌａｎｉ）；　セルコスポラ属各種（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉ
ｅｓ）、例えば、セルコスポラ・ベチコラ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｂｅｔｉｃｏｌａ）
；　クラジオスポリウム属各種（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ば、クラジオスポリウム・ククメリヌム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｕｃｕｍｅｒ
ｉｎｕｍ）；　コクリオボルス属各種（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えば、コクリオボルス・サチブス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分
生子形態：Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ，　同義語：Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）、コ
クリオボルス・ミヤベアヌス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｍｉｙａｂｅａｎｕｓ）；　
コレトトリクム属各種（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、コ
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レトトリクム・リンデムタニウム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｌｉｎｄｅｍｕｔｈ
ａｎｉｕｍ）；　シクロコニウム属各種（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えば、シクロコニウム・オレアギヌム（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ　ｏｌｅａｇｉｎｕｍ
）；　ジアポルテ属各種（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ジアポルテ
・シトリ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｃｉｔｒｉ）；　エルシノエ属各種（Ｅｌｓｉｎｏｅ　
ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、エルシノエ・ファウセッチイ（Ｅｌｓｉｎｏｅ　ｆａｗｃｅ
ｔｔｉｉ）；　グロエオスポリウム属各種（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、例えば、グロエオスポリウム・ラエチコロル（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｌａｅｔ
ｉｃｏｌｏｒ）；　グロメレラ属各種（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ば、グロメレラ・シングラタ（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ　ｃｉｎｇｕｌａｔａ）；　グイグ
ナルジア属各種（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、グイグナルジア・
ビドウェリ（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｂｉｄｗｅｌｌｉ）；　レプトスファエリア属各種
（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、レプトスファエリア・マク
ランス（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｍａｃｕｌａｎｓ）、レプトスファエリア・ノド
ルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）；　マグナポルテ属各種（Ｍａｇ
ｎａｐｏｒｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、マグナポルテ・グリセア（Ｍａｇｎａｐ
ｏｒｔｈｅ　ｇｒｉｓｅａ）；　ミクロドキウム属各種（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｓ
ｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ミクロドキウム・ニバレ（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｎｉｖ
ａｌｅ）；　ミコスファエレラ属各種（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、例えば、ミコスファエレラ・グラミニコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｇｒａ
ｍｉｎｉｃｏｌａ）、ミコスファエレラ・アラキジコラ（Ｍ．　ａｒａｃｈｉｄｉｃｏｌ
ａ）及びミコスファエレラ・フィジエンシス（Ｍ．　ｆｉｊｉｅｎｓｉｓ）；　ファエオ
スファエリア属各種（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ファエ
オスファエリア・ノドルム（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）；　ピレノ
ホラ属各種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピレノホラ・テレス
（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）、ピレノホラ・トリチシ・レペンチス（Ｐｙｒ
ｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｒｉｔｉｃｉ　ｒｅｐｅｎｔｉｓ）；　ラムラリア属各種（Ｒａｍ
ｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ラムラリア・コロ－シグニ（Ｒａｍｕｌａｒ
ｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ）、ラムラリア・アレオラ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ａｒｅ
ｏｌａ）；　リンコスポリウム属各種（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、例えば、リンコスポリウム・セカリス（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｅｃａｌ
ｉｓ）；　セプトリア属各種（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、セプトリ
ア・アピイ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ａｐｉｉ）、セプトリア・リコペルシイ（Ｓｅｐｔｏｒ
ｉａ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｉ）；　チフラ属各種（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えば、チフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）；　ベンツリア
属各種（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ベンツリア・イナエクアリス（
Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）；
　・　例えば以下のものに起因する、根及び茎の病害：　コルチシウム属各種（Ｃｏｒｔ
ｉｃｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、コルチシウム・グラミネアルム（Ｃｏｒｔｉｃ
ｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）；　フサリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃ
ｉｅｓ）、例えば、フサリウム・オキシスポルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕ
ｍ）；　ガエウマンノミセス属各種（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）
、例えば、ガエウマンノミセス・グラミニス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｇｒａｍ
ｉｎｉｓ）；　リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）；　サロクラジウ
ム（Ｓａｒｏｃｌａｄｉｕｍ）病、これは、例えば、サロクラジウム・オリザエ（Ｓａｒ
ｏｃｌａｄｉｕｍ　ｏｒｙｚａｅ）に起因する；　スクレロチウム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕ
ｍ）病、これは、例えば、スクレロチウム・オリザエ（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｏｒｙｚ
ａｅ）に起因する；　タペシア属各種（Ｔａｐｅｓｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、タ
ペシア・アクホルミス（Ｔａｐｅｓｉａ　ａｃｕｆｏｒｍｉｓ）；　チエラビオプシス属
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各種（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、チエラビオプシス・バ
シコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、穂の病害（ｅａｒ　ａｎｄ　ｐａｎｉｃｌｅ　ｄｉ
ｓｅａｓｅ）（トウモロコシの穂軸を包含する）：　アルテルナリア属各種（Ａｌｔｅｒ
ｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アルテルナリア属種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　
ｓｐｐ．）；　アスペルギルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例
えば、アスペルギルス・フラブス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）；　クラド
スポリウム属各種（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、クラドスポ
リウム・クラドスポリオイデス（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｏｉ
ｄｅｓ）；　クラビセプス属各種（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ク
ラビセプス・プルプレア（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）；　フサリウム属各
種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、フサリウム・クルモルム（Ｆｕｓａ
ｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）；　ジベレラ属各種（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉ
ｅｓ）、例えば、ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ）；　モノグラフ
ェラ属各種（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、モノグラフェラ
・ニバリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）；　セプトリア属各種（Ｓ
ｅｐｔｏｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、セプトリア・ノドルム（Ｓｅｐｔｏｒｉａ
　ｎｏｄｏｒｕｍ）；
　・　例えば以下のものなどの、黒穂病菌類（ｓｍｕｔ　ｆｕｎｇｉ）に起因する病害：
　スファセロテカ属各種（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ス
ファセロテカ・レイリアナ（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ　ｒｅｉｌｉａｎａ）；　チレ
チア属各種（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、チレチア・カリエス（Ｔｉ
ｌｌｅｔｉａ　ｃａｒｉｅｓ）、チレチア・コントロベルサ（Ｔ．　ｃｏｎｔｒｏｖｅｒ
ｓａ）；　ウロシスチス属各種（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ウロ
シスチス・オクルタ（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ　ｏｃｃｕｌｔａ）；　ウスチラゴ属各種（Ｕ
ｓｔｉｌａｇｏ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ウスチラゴ・ヌダ（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　ｎ
ｕｄａ）、ウスチラゴ・ヌダ・トリチシ（Ｕ．　ｎｕｄａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）；
　・　例えば以下のものに起因する、果実の腐敗（ｆｒｕｉｔ　ｒｏｔ）：　アスペルギ
ルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アスペルギルス・フ
ラブス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）；　ボトリチス属各種（Ｂｏｔｒｙｔ
ｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅ
ｒｅａ）；　ペニシリウム属各種（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば
、ペニシリウム・エキスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）及びペ
ニシリウム・プルプロゲヌム（Ｐ．　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）；　スクレロチニア属
各種（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、スクレロチニア・スクレロ
チオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）；　ベルチシリウム属
各種（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ベルチシリウム・アルボア
トルム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ａｌｂｏａｔｒｕｍ）；
　・　例えば以下のものに起因する、種子及び土壌が媒介する腐朽性、黴性、萎凋性、腐
敗性及び苗立ち枯れ性の病害（ｓｅｅｄ　ａｎｄ　ｓｏｉｌｂｏｒｎｅ　ｄｅｃａｙ，　
ｍｏｕｌｄ，　ｗｉｌｔ，　ｒｏｔ　ａｎｄ　ｄａｍｐｉｎｇ－ｏｆｆ　ｄｉｓｅａｓｅ
）：　アルテルナリア属各種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アル
テルナリア・ブラシシコラ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｂｒａｓｓｉｃｉｃｏｌａ）に起因
する；　アファノミセス属各種（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、
アファノミセス・エウテイケス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｅｕｔｅｉｃｈｅｓ）に起因
する；　アスコキタ属各種（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アスコキ
タ・レンチス（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ　ｌｅｎｔｉｓ）に起因する；　アスペルギルス属各
種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アスペルギルス・フラブス（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）に起因する；　クラドスポリウム属各種（Ｃｌ
ａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、クラドスポリウム・ヘルバルム（Ｃ
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ｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｈｅｒｂａｒｕｍ）に起因する；　コクリオボルス属各種（Ｃ
ｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、コクリオボルス・サチブス（Ｃｏ
ｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）に起因する；（分生子形態：Ｄｒｅｃｈｓｌｅ
ｒａ、Ｂｉｐｏｌａｒｉｓ　異名：Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）；　コレトトリ
クム属各種（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、コレトトリク
ム・ココデス（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｃｏｃｃｏｄｅｓ）に起因する；　フサ
リウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、フサリウム・クルモルム
（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）に起因する；　ジベレラ属各種（Ｇｉｂｂｅｒ
ｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅ
ａｅ）に起因する；　マクロホミナ属各種（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、例えば、マクロホミナ・ファセオリナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌ
ｉｎａ）に起因する；　モノグラフェラ属各種（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｓｐｅｃ
ｉｅｓ）、例えば、モノグラフェラ・ニバリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａ
ｌｉｓ）に起因する；　ペニシリウム属各種（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ
）、例えば、ペニシリウム・エキスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕ
ｍ）に起因する；　ホマ属各種（Ｐｈｏｍａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ホマ・リンガ
ム（Ｐｈｏｍａ　ｌｉｎｇａｍ）に起因する；　ホモプシス属各種（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ
　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ホモプシス・ソジャエ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｏｊａｅ
）に起因する；　フィトフトラ属各種（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えば、フィトフトラ・カクトルム（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｃａｃｔｏｒｕｍ）に
起因する；　ピレノホラ属各種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、
ピレノホラ・グラミネア（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｇｒａｍｉｎｅａ）に起因する；　
ピリクラリア属各種（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピリクラリ
ア・オリザエ（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）に起因する；　ピシウム属各種
（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ
　ｕｌｔｉｍｕｍ）に起因する；　リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐ
ｅｃｉｅｓ）、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ
）に起因する；　リゾプス属各種（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、リゾ
プス・オリザエ（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）に起因する；　スクレロチウム属各
種（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、スクレロチウム・ロルフシイ（
Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｒｏｌｆｓｉｉ）に起因する；　セプトリア属各種（Ｓｅｐｔｏ
ｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、セプトリア・ノドルム（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｎｏｄ
ｏｒｕｍ）に起因する；　チフラ属各種（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、
チフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）に起因する；　ベルチシ
リウム属各種（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ベルチシリウム
・ダーリアエ（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｄａｈｌｉａｅ）に起因する；
　・　例えば以下のものに起因する、癌性病害（ｃａｎｃｅｒ）、こぶ（ｇａｌｌ）及び
天狗巣病（ｗｉｔｃｈｅｓ’　ｂｒｏｏｍ）：　例えば、ネクトリア属各種（Ｎｅｃｔｒ
ｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ネクトリア・ガリゲナ（Ｎｅｃｔｒｉａ　ｇａｌｌｉ
ｇｅｎａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、萎凋病（ｗｉｌｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）：　モニリニ
ア属各種（Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）：　例えば、モニリニア・ラキサ（Ｍ
ｏｎｉｌｉｎｉａ　ｌａｘａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、葉水泡性病害又は縮葉病（ｌｅａｆ　ｂｌｉｓｔｅ
ｒ　ｏｒ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ　ｄｉｓｅａｓｅ）：　例えば、エキソバシジウム属各種
（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、エキソバシジウム・ベキサンス
（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｖｅｘａｎｓ）；　タフリナ属各種（Ｔａｐｈｒｉｎａ　ｓ
ｐｅｃｉｅｓ）、例えば、タフリナ・デホルマンス（Ｔａｐｈｒｉｎａ　ｄｅｆｏｒｍａ
ｎｓ）；
　・　例えば以下のものに起因する、木本植物の衰退性病害（ｄｅｃｌｉｎｅ　ｄｉｓｅ
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ａｓｅ　ｏｆ　ｗｏｏｄｅｎ　ｐｌａｎｔ）：　エスカ（Ｅｓｃａ）病、これは、例えば
、ファエオモニエラ・クラミドスポラ（Ｐｈａｅｍｏｎｉｅｌｌａ　ｃｌａｍｙｄｏｓｐ
ｏｒａ）、ファエオアクレモニウム・アレオフィルム（Ｐｈａｅｏａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ
　ａｌｅｏｐｈｉｌｕｍ）及びフォミチポリア・メジテラネア（Ｆｏｍｉｔｉｐｏｒｉａ
　ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａ）に起因する；ユーティパダイバック病（Ｅｕｔｙｐａ　ｄ
ｙｅｂａｃｋ）、これは、例えば、ユーティパ・ラタ（Ｅｕｔｙｐａ　ｌａｔａ）に起因
する；　ガノデルマ（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ）病、これは、例えば、ガノデルマ・ボニネン
セ（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ　ｂｏｎｉｎｅｎｓｅ）に起因する；リジドポルス（Ｒｉｇｉｄ
ｏｐｏｒｕｓ）病、これは、例えば、リジドポルス・リグノスス（Ｒｉｇｉｄｏｐｏｒｕ
ｓ　ｌｉｇｎｏｓｕｓ）に起因する；
　・　例えば以下のものに起因する、花及び種子の病害：　ボトリチス属各種（Ｂｏｔｒ
ｙｔｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉ
ｎｅｒｅａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、植物塊茎の病害：　リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚ
ｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏ
ｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）；　ヘルミントスポリウム属各種（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒ
ｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ヘルミントスポリウム・ソラニ（Ｈｅｌｍｉｎｔｈ
ｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎｉ）；
　・　例えば以下のものに起因する、根瘤病（ｃｌｕｂ　ｒｏｏｔ）：　プラスモジオホ
ラ属各種（Ｐｌａｓｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プラスモジオホ
ラ・ブラシカエ（Ｐｌａｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）；
　・　例えば以下のものなどの、細菌性病原体に起因する病害：　キサントモナス属各種
（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、キサントモナス・カムペストリ
ス　ｐｖ．オリザエ（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒｉｓ　ｐｖ．　ｏｒｙ
ｚａｅ）；　シュードモナス属各種（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ば、シュードモナス・シリンガエ　ｐｖ．ラクリマンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙ
ｒｉｎｇａｅ　ｐｖ．　ｌａｃｈｒｙｍａｎｓ）；　エルウィニア属各種（Ｅｒｗｉｎｉ
ａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、エルウィニア・アミロボラ（Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌ
ｏｖｏｒａ）。
【０２０１】
　ダイズの以下の病害を、好ましくは、防除することができる：
　・　例えば以下のものに起因する、葉、茎、鞘及び種子の菌類病：
アルテルナリア斑点病（ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（Ａｌｔｅｒｎａ
ｒｉａ　ｓｐｅｃ．　ａｔｒａｎｓ　ｔｅｎｕｉｓｓｉｍａ）、炭疽病（Ｃｏｌｌｅｔｏ
ｔｒｉｃｈｕｍ　ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｏｉｄｅｓ　ｄｅｍａｔｉｕｍ　ｖａｒ．　ｔｒｕ
ｎｃａｔｕｍ）、褐紋病（ｂｒｏｗｎ　ｓｐｏｔ）（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｇｌｙｃｉｎｅ
ｓ）、紫斑病（ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ　ａｎｄ　ｂｌｉｇｈｔ）（
Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｋｉｋｕｃｈｉｉ）、コアネホラ葉枯病（ｃｈｏａｎｅｐｈｏｒ
ａ　ｌｅａｆ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｃｈｏａｎｅｐｈｏｒａ　ｉｎｆｕｎｄｉｂｕｌｉｆｅ
ｒａ　ｔｒｉｓｐｏｒａ（Ｓｙｎ．））、ダクツリオホラ斑点病（ｄａｃｔｕｌｉｏｐｈ
ｏｒａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（Ｄａｃｔｕｌｉｏｐｈｏｒａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ）、べ
と病（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｍａｎｓｈｕｒｉｃａ）、ドレクスレラ胴枯病（ｄｒｅ
ｃｈｓｌｅｒａ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ　ｇｌｙｃｉｎｉ）、斑点病（
ｆｒｏｇｅｙｅ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｏｊｉｎａ）、そば
かす病（ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｕｌｉｎａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（Ｌｅｐｔｏｓｐｈ
ａｅｒｕｌｉｎａ　ｔｒｉｆｏｌｉｉ）、灰星病（ｐｈｙｌｌｏｓｔｉｃａ　ｌｅａｆ　
ｓｐｏｔ）（Ｐｈｙｌｌｏｓｔｉｃｔａ　ｓｏｊａｅｃｏｌａ）、黒点病（ｐｏｄ　ａｎ
ｄ　ｓｔｅｍ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｏｊａｅ）、うどんこ病（Ｍｉ
ｃｒｏｓｐｈａｅｒａ　ｄｉｆｆｕｓａ）、ピレノカエタ斑点病（ｐｙｒｅｎｏｃｈａｅ
ｔａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（Ｐｙｒｅｎｏｃｈａｅｔａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ）、葉腐病
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（ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ａｅｒｉａｌ，　ｆｏｌｉａｇｅ，　ａｎｄ　ｗｅｂ　ｂｌ
ｉｇｈｔ）（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）、さび病（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ
　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ，　Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｍｅｉｂｏｍｉａｅ）、黒とう病（
Ｓｐｈａｃｅｌｏｍａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ）、ステムフィリウム葉枯病（ｓｔｅｍｐｈｙ
ｌｉｕｍ　ｌｅａｆ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｓｔｅｍｐｈｙｌｉｕｍ　ｂｏｔｒｙｏｓｕｍ）
、褐色輪紋病（Ｃｏｒｙｎｅｓｐｏｒａ　ｃａｓｓｉｉｃｏｌａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、根及び茎基部の菌類病：
黒根腐病（Ｃａｌｏｎｅｃｔｒｉａ　ｃｒｏｔａｌａｒｉａｅ）、炭腐病（Ｍａｃｒｏｐ
ｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉｎａ）、赤かび病（ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｂｌｉｇｈｔ　
ｏｒ　ｗｉｌｔ，　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ，　ａｎｄ　ｐｏｄ　ａｎｄ　ｃｏｌｌａｒ　ｒｏ
ｔ）（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ、Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｒｔｈｏｃｅｒａ
ｓ、Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｅｍｉｔｅｃｔｕｍ、Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｅｑｕｉｓｅｔｉ）
、ミコレプトジスクス根腐病（ｍｙｃｏｌｅｐｔｏｄｉｓｃｕｓ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（
Ｍｙｃｏｌｅｐｔｏｄｉｓｃｕｓ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ）、根腐病（ｎｅｏｃｏｓｍｏ
ｓｐｏｒａ）（Ｎｅｏｃｏｓｍｏｓｐｏｒａ　ｖａｓｉｎｆｅｃｔａ）、黒点病（Ｄｉａ
ｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ）、茎腐爛病（ｓｔｅｍ　ｃａｎｋｅｒ）（Ｄｉ
ａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ　ｖａｒ．　ｃａｕｌｉｖｏｒａ）、茎疫病（
ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｒｏｔ）（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｍｅｇａｓｐｅｒｍ
ａ）、落葉病（ｂｒｏｗｎ　ｓｔｅｍ　ｒｏｔ）（Ｐｈｉａｌｏｐｈｏｒａ　ｇｒｅｇａ
ｔａ）、根茎腐敗病（ｐｙｔｈｉｕｍ　ｒｏｔ）（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ａｐｈａｎｉｄｅｒ
ｍａｔｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｉｒｒｅｇｕｌａｒｅ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｄｅｂａｒｙａ
ｎｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｍｙｒｉｏｔｙｌｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）、
リゾクトニア根腐病（ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ，　ｓｔｅｍ　ｄｅｃ
ａｙ，　ａｎｄ　ｄａｍｐｉｎｇ－ｏｆｆ）（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）
、菌核病（ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｔｅｍ　ｄｅｃａｙ）（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ
　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）、スクレロチニアサウザンブライト病（ｓｃｌｅｒｏｔｉ
ｎｉａ　ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｒｏｌｆｓｉｉ
）、チエラビオプシス根腐病（ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（Ｔｈ
ｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）。
【０２０２】
　本発明の殺菌剤組成物は、植物病原性菌類を治療的又は保護的／予防的に防除するため
に使用することができる。従って、本発明は、本発明の活性成分又は組成物を使用して植
物病原性菌類を防除するための治療的方法及び保護的方法にも関し、ここで、該活性成分
又は組成物は、種子、植物若しくは植物の部分、果実又は植物がそこで成育している土壌
に施用される。
【０２０３】
　植物病害を防除するのに必要とされる濃度の該活性成分に対して植物は充分な耐性を示
すという事実により、植物の地上部の処理、繁殖器官（ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｓｔｏ
ｃｋ）及び種子の処理、並びに、土壌の処理が可能である。
【０２０４】
　本発明に従って、全ての植物及び植物の部分を処理することができる。植物は、望まし
い及び望ましくない野生植物、栽培品種（ｃｕｌｔｉｖａｒ）及び植物変種（ｐｌａｎｔ
　ｖａｒｉｅｔｙ）（植物変種又は植物育種家の権利によって保護されても又は保護され
なくても）のような全ての植物及び植物個体群を意味する。栽培品種及び植物変種は、慣
習的な繁殖方法及び育種方法（これらは、１種類以上の生物工学的方法によって、例えば
、倍加半数体、プロトプラスト融合、ランダム突然変異誘発及び定方向突然変異誘発、分
子標識若しくは遺伝標識又は生物工学法及び遺伝子工学法などを使用して、補助すること
ができるか又は補うことができる）によって得られる植物であることができる。植物の部
分は、植物の地上及び地下の全ての部分及び全ての器官、例えば、枝条、葉、花及び根な
どを意味し、ここで、例えば、葉、針状葉、茎、枝、花、子実体、果実及び種子、並びに
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、根、球茎及び根茎などを挙げることができる。作物並びに栄養繁殖器官及び生殖繁殖器
官（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｎｇ　
ｍａｔｅｒｉａｌ）、例えば、挿木（ｃｕｔｔｉｎｇ）、球茎、根茎、匍匐茎及び種子な
ども、植物の部分に属する。
【０２０５】
　本発明の活性成分は、植物が良好な耐性を示し、温血動物に対する毒性が望ましい程度
であり、及び、環境によって充分に許容される場合、植物及び植物の器官を保護するのに
適しており、収穫高を増大させるのに適しており、収穫物の質を向上させるのに適してい
る。それらは、好ましくは、作物保護組成物として使用することができる。それらは、通
常の感受性種及び抵抗性種に対して有効であり、並びに、全ての発育段階又は一部の発育
段階に対して有効である。
【０２０６】
　本発明に従って処理することが可能な植物としては、以下の主要な作物植物を挙げるこ
とができる：トウモロコシ、ダイズ、アルファルファ、ワタ、ヒマワリ、アブラナ属油料
種子（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｏｉｌ　ｓｅｅｄｓ）、例えば、セイヨウアブラナ（Ｂｒａｓ
ｓｉｃａ　ｎａｐｕｓ）（例えば、カノラ、ナタネ）、カブ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｒａｐ
ａ）、カラシナ（Ｂ．ｊｕｎｃｅａ）（例えば、（フィールド）マスタード）及びアビシ
ニアガラシ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｃａｒｉｎａｔａ）、ヤシ科各種（Ａｒｅｃａｃｅａｅ
　ｓｐ．）（例えば、ギネアアブラヤシ、ココナツ）、イネ、コムギ、テンサイ、サトウ
キビ、エンバク、ライムギ、オオムギ、アワ及びソルガム、ライコムギ、アマ、ナッツ、
ブドウ及びブドウの木、並びに、種々の植物学的分類群に属するさまざまな果実及び野菜
、例えば、バラ科各種（Ｒｏｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、仁果、例えば、リンゴ及
びナシ、さらに、核果、例えば、アンズ、サクラ、アーモンド、プラム及びモモ、並びに
、液果（ｂｅｒｒｙ　ｆｒｕｉｔｓ）、例えば、イチゴ、キイチゴ、アカフサスグリ、ク
ロフサスグリ及びグーズベリー）、リベシオイダエ科各種（Ｒｉｂｅｓｉｏｉｄａｅ　ｓ
ｐ．）、クルミ科各種（Ｊｕｇｌａｎｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、カバノキ科各種（Ｂｅｔ
ｕｌａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウルシ科各種（Ａｎａｃａｒｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ブ
ナ科各種（Ｆａｇａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クワ科各種（Ｍｏｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、モ
クセイ科各種（Ｏｌｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、オリーブの木）、マタタビ科各種
（Ａｃｔｉｎｉｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クスノキ科各種（Ｌａｕｒａｃｅａｅ　ｓｐ．
）（例えば、アボガド、シナモン、樟脳）、バショウ科各種（Ｍｕｓａｃｅａｅ　ｓｐ．
）（例えば、バナナの木及びプランテーション）、アカネ科各種（Ｒｕｂｉａｃｅａｅ　
ｓｐ．）（例えば、コーヒー）、ツバキ科各種（Ｔｈｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、
チャ）、アオギリ科各種（Ｓｔｅｒｃｕｌｉｃｅａｅ　ｓｐ．）、ミカン科各種（Ｒｕｔ
ａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レモン、オレンジ、マンダリン及びグレープフルーツ）
；ナス科各種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トマト、ジャガイモ、カラシ
、トウガラシ、ナス、タバコ）、ユリ科各種（Ｌｉｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、キク科各
種（Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉａｅ　ｓｐ．）（例えば、レタス、チョウセンアザミ及びチコリ
ー（これは、ルートチコリー（ｒｏｏｔ　ｃｈｉｃｏｒｙ）、エンダイブ又はキクニガナ
を包含する））、セリ科各種（Ｕｍｂｅｌｌｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）（例えば、ニンジン
、パセリ、セロリ及びセルリアック）、ウリ科各種（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ　ｓｐ
．）（例えば、キュウリ（これは、ガーキンを包含する）、カボチャ、スイカ、ヒョウタ
ン及びメロン）、ネギ科各種（Ａｌｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、リーキ及びタマ
ネギ）、アブラナ科各種（Ｃｒｕｃｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）（例えば、白キャベツ、赤キ
ャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、タイサイ、コールラビ、ラディッシ
ュ、セイヨウワサビ、コショウソウ及びハクサイ）、マメ科各種（Ｌｅｇｕｍｉｎｏｓａ
ｅ　ｓｐ．）（例えば、ラッカセイ、エンドウ、ヒラマメ及びインゲンマメ（例えば、イ
ンゲンマメ（ｃｏｍｍｏｎ　ｂｅａｎ）及びソラマメ））、アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐ
ｏｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、フダンソウ、飼料用ビート、ホウレンソウ、ビー
トルート）、アマ科各種（Ｌｉｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、アサ）、アサ科各種（
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Ｃａｎｎａｂｅａｃｅａ　ｓｐ．）（例えば、タイマ）、アオイ科（Ｍａｌｖａｃｅａｅ
）（例えば、オクラ、ココア）、ケシ科各種（Ｐａｐａｖｅｒａｃｅａｅ）（例えば、ケ
シ）、クサスギカズラ科（Ａｓｐａｒａｇａｃｅａｅ）（例えば、アスパラガス）；庭園
及び森林における有用な植物及び観賞植物、例えば、芝生（ｔｕｒｆ）、芝生（ｌａｗｎ
）、牧草及びステビア（Ｓｔｅｖｉａ　ｒｅｂａｕｄｉａｎａ）；及び、いずれの場合に
も、これら植物の遺伝子組み換えが行われたタイプのもの。
【０２０７】
　植物成長調節
　場合によっては、本発明の化合物は、特定の濃度又は特定の施用量において、除草剤、
薬害軽減剤、成長調節剤若しくは植物の特性を改善する作用剤としても使用し得るか、又
は、殺微生物剤（ｍｉｃｒｏｂｉｃｉｄｅ）として、例えば、殺菌剤（ｆｕｎｇｉｃｉｄ
ｅ）、抗真菌剤（ａｎｔｉｍｙｃｏｔｉｃ）、殺細菌剤若しくは殺ウイルス剤（これは、
ウイロイドに対する組成物も包含する）としても使用し得るか、又は、ＭＬＯ（マイコプ
ラズマ様生物）及びＲＬＯ（リケッチア様生物）に対する組成物としても使用し得る。適
切な場合には、それらは、別の活性成分を合成するための中間体又は前駆物質としても使
用することができる。
【０２０８】
　本発明の活性成分は、植物の代謝に干渉し、従って、成長調節剤として使用することも
可能である。
【０２０９】
　植物成長調節剤は、植物に対してさまざまな効果を及ぼし得る。該物質の効果は、本質
的に、植物の成育段階に関連した施用の時期、及び、さらに、植物又はそれらの環境に対
して施用される活性成分の量、及び、施用のタイプに依存する。何れの場合にも、成長調
節剤は、作物植物に対して特定の望ましい効果を有しているべきである。
【０２１０】
　植物の成長を調節する化合物は、例えば、植物の栄養成長を阻害するために使用するこ
とができる。成長に対するそのような阻害は、例えば芝生の場合、観賞用庭園、公園及び
スポーツ施設において、路傍において、空港において、又は、果実作物において、芝生を
刈り込む頻度を低減することが可能であるので、経済的に興味深い。さらにまた、路傍に
おいて、及び、パイプライン若しくは高架線の周辺において、又は、極めて一般的には、
植物の力強い成長が望まれていない区域において、草本植物及び木本植物の成長を抑制す
ることも重要である。
【０２１１】
　禾穀類の縦成長を阻害するために成長調節剤を使用することも重要である。これにより
、収穫前に植物が倒伏するリスクが低減されるか又は完全に排除される。さらに、禾穀類
の場合における成長調節剤は、稈を強化することが可能であり、倒伏に対しても対抗する
。稈を短くし且つ強化するために成長調節剤を使用することによって、禾穀類作物が倒伏
するリスクを伴うことなく、収量を増大させるためにそれまでよりも多い量の肥料を施用
することが可能となる。
【０２１２】
　多くの種類の作物植物において、栄養成長を抑制することによってより密集した植え付
けが可能となり、従って、土壌の表面に基づいて、より高い収穫量を達成することが可能
である。このようにして得られる矮小な植物の別の有利点は、作物の栽培及び収穫がより
容易であるということである。
【０２１３】
　植物の栄養成長を阻害することにより、栄養素及び同化産物が植物の茎葉や根などの栄
養部分（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ｐａｒｔ）に対してよりも花及び果実の形成に対して多
く利用されるので、収量も増大し得る。
【０２１４】
　しばしば、成長調節剤は、栄養成長を促進するためにも使用され得る。このことは、植
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物の茎葉部を収穫する場合、極めて有益である。しかしながら、栄養成長を促進すること
により、より多くの同化産物が形成され、その結果、より多くの又はより大きな果実が形
成されるので、生殖成長も促進され得る。
【０２１５】
　場合によっては、収量の増大は、栄養成長における検出可能な変化を伴うことなく、植
物の代謝を操作することによって達成され得る。さらに、成長調節剤を使用して植物の組
成を変えることが可能であり、植物の組成が変えられると、結果として、収穫された生成
物の質が改善され得る。例えば、テンサイ、サトウキビ、パイナップルの糖度を高めるこ
とが可能であり、柑橘類果実の糖度を高めることが可能であり、又は、ダイズ若しくは穀
類のタンパク質含有量を高めることが可能である。さらに、例えば、成長調節剤を用いて
、収穫前又は収穫後に、望ましい成分（例えば、テンサイ又はサトウキビにおける糖分）
の劣化を抑制することも可能である。さらに、植物の第２の成分の産生又は排除に対して
積極的に影響を及ぼすことも可能である。１つの例は、ゴムの木におけるラテックスの流
れに対する刺激である。
【０２１６】
　成長調節剤の影響下において、単為結果果実が形成され得る。さらに、花の性別に影響
を及ぼすことも可能であり得る。不稔花粉を産生することも可能であり、これは、育種に
おいて、及び、交雑種子の産生において極めて重要である。
【０２１７】
　成長調節剤を使用することにより、植物の分枝を制御することができる。一方では、頂
芽優性を乱すことにより、側枝の発育を促進することが可能であり、これは、成長の抑制
との組合せにおいても、特に観賞植物の栽培において、極めて望ましいであろう。しかし
ながら、他方では、側枝の成長を抑制することも可能である。この効果は、例えば、タバ
コの栽培において、又は、トマトの栽培において、特に興味深い。
【０２１８】
　成長調節剤の影響下において、望ましい時点において植物の落葉が達成されるように、
植物の葉の量を制御することが可能である。そのような落葉は、ワタの機械収穫において
重要な役割を果たすが、同様に、別の作物（例えば、ブドウ栽培）における収穫を容易な
ものとするためにも興味深い。植物の落葉は、植物を移植する前にその植物の蒸散作用を
低下させるためにも実施することができる。
【０２１９】
　成長調節剤は、さらに、果実の裂開を調節するために使用することも可能である。一方
では、果実の時期尚早の裂開を防止することが可能である。他方では、果実の裂開を促進
することも可能であるか、又は、交互（ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ）を排除するために、望
ましい集団（「間引き」）を達成するために花の成育不良（ｆｌｏｗｅｒ　ａｂｏｒｔｉ
ｏｎ）を促進することさえ可能である。交互（ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ）は、内生的な理
由で毎年毎年収穫量が大きく変動する、一部の果実種の特徴を意味するものと理解される
。最後に、機械収穫を可能とするか、又は、手作業による収穫を容易なものとするために
、収穫時に成長調節剤を使用して果実を切り離すのに必要とされる力を低減させることが
できる。
【０２２０】
　成長調節剤は、さらに、収穫前又は収穫後に、収穫物の熟成を早めるために又は遅くす
るために使用することも可能である。このことは、市場の要求に対して最適に適合させる
ことを可能とするので、特に有利である。さらに、成長調節剤は、場合によっては、果実
の色合いを改善し得る。さらに、成長調節剤は、特定の期間内に成熟を集中させるために
使用することも可能である。これによって、例えば、タバコ、トマト又はコーヒーなどの
場合において、機械的な又は手作業による単一操作での完全な収穫のための必要条件が確
立される。
【０２２１】
　成長調節剤を使用することによって、さらに、植物の種子又は芽の休眠に影響を及ぼす
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ことも可能であり、その結果、植物（例えば、苗畑におけるパイナップル又は観賞植物な
ど）は、例えば、通常であればそのようなことはない時点において、発芽するか、萌芽す
るか、又は、開花する。霜のリスクがある地域においては、晩霜に起因する損傷を回避す
るために、成長調節剤を用いて芽生え又は種子の発芽を遅延させることは望ましいであろ
う。
【０２２２】
　最後に、成長調節剤は、霜、渇水又は土壌の高塩分に対する植物の抵抗性を誘発し得る
。これによって、通常であれば植物の栽培には適さない地域において植物を栽培すること
が可能となる。
【０２２３】
　抵抗性誘発／植物の健康及び別の効果
　本発明による活性化合物は、さらにまた、植物において強力な強化効果（ｓｔｒｅｎｇ
ｔｈｅｎｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）も示し得る。従って、該活性化合物は、望ましくない微
生物による攻撃に対して植物の防御を動員させるために使用することができる。
【０２２４】
　本発明に関連して、植物を強化する（抵抗性を誘発する）物質は、処理された植物が、
その後で望ましくない微生物を接種されたときに、それらの微生物に対して高度な抵抗性
を発揮するように、植物の防御システムを刺激することができる物質を意味するものと理
解される。
【０２２５】
　本発明による活性化合物は、作物の収穫量を増大させるのにも適している。さらに、そ
れらは、低減された毒性を示し、及び、植物が良好な耐性を示す。
【０２２６】
　さらに、本発明に関連して、植物の生理学的効果には、以下のものが包含される。
【０２２７】
　温度耐性、渇水耐性及び渇水ストレス後の回復、水の利用効率（これは、低減された水
の消費に関連する）、浸水耐性、オゾンストレス及び紫外線に対する耐性、化学物質（例
えば、重金属、塩類、農薬（薬害軽減剤）など）に対する耐性を包含する、非生物的スト
レス耐性。
【０２２８】
　増強された菌類抵抗性、並びに、線虫類、ウイルス類及び細菌類に対する増強された抵
抗性を包含する、生物的ストレス耐性。本発明に関連して、生物的ストレス耐性は、好ま
しくは、増強された菌類抵抗性及び線虫類に対する増強された抵抗性を包含する。
【０２２９】
　植物の健康／植物の質及び種子の活力、低減された立毛不良（ｓｔａｎｄ　ｆａｉｌｕ
ｒｅ）、改善された外観、増強された再生、改善された緑化効果及び改善された光合成効
率を包含する、植物の強化された活力。
【０２３０】
　植物ホルモン及び／又は機能性酵素に対する効果。
【０２３１】
　より早い発芽、より良好な出芽、より発達した根系及び／又は根の改善された成長、増
強された分げつ能、より生産的な分げつ、より早い開花、増大された草高及び／又はバイ
オマス、茎の短小化、苗条の成長における改善、穀粒／穂の数、１平方メートル当たりの
穂の数、匍匐茎の数及び／又は花の数、増大された収穫高指数、より大きな葉、より少な
い枯れた根出葉、改善された葉序、より早い成熟／より早い果実の完熟（ｆｒｕｉｔ　ｆ
ｉｎｉｓｈ）、均一な成熟（ｒｉｐｉｎｇ）、登熟（ｇｒａｉｎ　ｆｉｌｌｉｎｇ）のよ
り長い持続期間、より良好な果実の完熟（ｆｒｕｉｔ　ｆｉｎｉｓｈ）、果実／野菜のよ
り大きなサイズ、萌芽抵抗性及び低減された倒伏を包含する、成長調節剤（プロモーター
）に対する効果。
【０２３２】



(52) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

50

　１ヘクタール当たりの総バイオマス、１ヘクタール当たりの収穫量、穀粒／果実の重量
、種子のサイズ及び／又はヘクトリットル重量及び増大された生産物の品質に関する、増
大された収穫量；これは、以下のものを包含する：
サイズ分布に関する改善された加工性（穀粒、果実など）、均一な成熟（ｒｉｐｉｎｇ）
、穀粒水分、より良好な製粉、より良好なアルコール発酵、より良好な醸造、増大された
ジュース収穫量、収穫性（ｈａｒｖｅｓｔａｂｉｌｉｔｙ）、消化性、沈降価、落下数（
ｆａｌｌｉｎｇ　ｎｕｍｂｅｒ）、莢安定性、貯蔵安定性、繊維の改善された長さ／強度
／一様性、サイレージで飼育された動物のミルク及び／又は肉の品質における増強、料理
及びフライに対する適応；
さらに、以下のものも包含する：
果実／穀粒の改善された品質、サイズ分布（穀粒、果実など）、増大された貯蔵寿命（ｓ
ｔｏｒａｇｅ／ｓｈｅｌｆ－ｌｉｆｅ）、堅さ／柔らかさ、風味（芳香、テクスチャーな
ど）、等級（サイズ、形状、液果の数など）、１果房あたりの液果／果実の数、クリスプ
性、鮮度、ワックスによる被覆、生理障害の頻度、色などに関する、市場性；
さらに、以下のものも包含する：
増大された所望成分、例えば、タンパク質含有量、脂肪酸、オイル含有量、オイルの質、
アミノ酸組成、糖質含有量、酸含有量（ｐＨ）、糖質／酸比（Ｂｒｉｘ）、ポリフェノー
ル、デンプン含有量、栄養価、グルテン含有量／指数、エネルギー含量、風味など；
及び、さらに、以下のものも包含する：
低減された望ましくない成分、例えば、より少ないマイコトキシン、より少ないアフラト
キシン、ゲオスミンレベル、フェノール性香気、ラッカーゼ（ｌａｃｃｈａｓｅ）、ポリ
フェノールオキシダーゼ及びペルオキシダーゼ、硝酸塩（ｎｉｔｒａｔｅ）含有量など。
【０２３３】
　栄養素の使用効率、特に、窒素（Ｎ）－使用効率、リン（Ｐ）－使用効率、水の使用効
率、改善された蒸散、呼吸及び／又はＣＯ２同化速度、より良好な根粒形成、改善された
Ｃａ－代謝などを包含する、持続可能な農業。
【０２３４】
　遅延された老化、これは、植物生理学における改善〔これは、例えば、より長い登熟相
（これは、より多い収穫量をもたらす）、植物の葉が緑色を呈しているより長い持続期間
において、明瞭に示される〕を包含し、及び、従って、色（緑化）、含水量、乾燥度など
を包含する。従って、本発明に関連して、該活性化合物組合せの本発明による特定の施用
によって緑色の葉の領域の持続期間を延長させる〔これは、植物の成熟（老化）を遅延さ
せる〕ことが可能であるということが分かった。農業従事者にとっての主な有利点は、よ
り長い登熟相であり、これは、より多い収穫量をもたらす。収穫時期におけるより大きな
フレキシビリティーに基づいた、農業従事者に対する有利点も存在している。
【０２３５】
　ここで、「沈降価（ｓｅｄｉｍｅｎｔａｔｉｏｎ　ｖａｌｕｅ）」は、タンパク質の品
質に関する尺度であり、Ｚｅｌｅｎｙ（Ｚｅｌｅｎｙ価）に従って、標準的な時間間隔の
間に乳酸溶液中に懸濁された小麦粉の沈降の程度を表す。これは、製パン性の尺度として
受け入れられている。乳酸溶液中の小麦粉のグルテンフラクションの膨潤は、小麦粉懸濁
液の沈降速度に影響する。より高いグルテン含有量及びより良好なグルテン品質は、いず
れも、沈降を遅くし、より高いＺｅｌｅｎｙ試験価をもたらす。小麦粉の沈降価は、小麦
のタンパク質組成に依存し、主に、タンパク質含有量、小麦の堅さ及び鍋と炉床のパン塊
（ｈｅａｒｔｈ　ｌｏａｖｅｓ）の体積に相関している。ＳＤＳ沈降体積と比較したＺｅ
ｌｅｎｙ沈降体積と膨化体積（ｌｏａｆ　ｖｏｌｕｍｅ）の間のより強い相関は、該体積
とＺｅｌｅｎｙ価の両方に影響するタンパク質含有量に起因するであろう（Ｃｚｅｃｈ　
Ｊ．　Ｆｏｏｄ　Ｓｃｉ．　Ｖｏｌ．　２１，　Ｎｏ．　３：９１－９６，　２０００）
。
【０２３６】
　さらに、本明細書中において記載されている「落下数（ｆａｌｌｉｎｇ　ｎｕｍｂｅｒ
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）」は、禾穀類（特に、小麦）の製パン性に関する尺度である。落下数試験は、芽の損傷
が生じ得たことを示す。それは、小麦穀粒のデンプン部分における物理的特性に対する変
化が既に起こっていることを意味する。ここで、落下数機器は、小麦粉と水のペーストの
落下プランジャーに対する抵抗性を測定することによって、粘性を分析する。これが起こ
る時間（秒）は、落下数として知られている。落下数の結果は、小麦又は小麦粉のサンプ
ルにおける酵素の指標として記録され、そして、結果は、時間（秒）で表される。高い落
下数（例えば、約３００秒）は、最小限の酵素活性を示しており、そして、無傷品質の小
麦又は小麦粉を示している。低い落下数（例えば、２５０秒未満）は、実質的な酵素活性
を示しており、そして、芽が損傷を受けている小麦又は小麦粉を示している。
【０２３７】
　用語「より発達した根系」／「根の改善された成長」は、より長い根系、根のより深い
成長、根のより速い成長、根のより重い乾物重／生体重、根のより大きな体積、根のより
大きな表面積、根のより大きな直径、根のより高い安定性、根のより多い枝分かれ、より
多い根毛の数及び／又はより多い根端を示しており、そして、根の構成（ａｒｃｈｉｔｅ
ｃｔｕｒｅ）を適切な方法と画像解析プログラム（例えば、ＷｉｎＲｈｉｚｏ）を用いて
分析することによって、測定することができる。
【０２３８】
　用語「作物の水の利用効率」は、技術的には、消費された単位水当たりの農業収穫物の
質量を示しており、経済的には、消費された単位水当たりの生産された生産物の値を示し
ていて、例えば、１ｈａ当たりの収穫量、植物のバイオマス、千粒重（ｔｈｏｕｓａｎｄ
－ｋｅｒｎｅｌ　ｍａｓｓ）及び１平方メートル当たりの穂の数などに関して、測定する
ことができる。
【０２３９】
　用語「窒素の利用効率」は、技術的には、消費された単位窒素当たりの農業収穫物の質
量を示しており、経済的には、消費された単位窒素当たりの生産された生産物の値を示し
ていて、摂取と利用率（ｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を反映してい
る。
【０２４０】
　緑化の改善／改善された色、及び、改善された光合成効率、並びに、老化の遅延は、よ
く知られている技術〔例えば、ＨａｎｄｙＰｅａシステム（Ｈａｎｓａｔｅｃｈ）〕を用
いて、測定することができる。Ｆｖ／Ｆｍは、光化学系ＩＩ（ＰＳＩＩ）の最大量子効率
を示すために広く使用されているパラメーターである。このパラメーターは、典型的に約
０．８５の最大Ｆｖ／Ｆｍ値を達成する健康なサンプルでの、植物光合成能の選択的な指
標として広く認められている。これより低い値は、ＰＳＩＩ内におけるエネルギーの光化
学的クエンチングに関する能力を低減させたある種の生物的又は非生物的なストレス因子
にサンプルが晒された場合に観察されるであろう。Ｆｖ／Ｆｍは、可変蛍光（Ｆｖ）を最
大蛍光（Ｆｍ）で除した比として与えられる。該性能指数は、本質的に、サンプルの活力
の指標である。（例えば、以下のものを参照されたい：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｔｅｃｈｎｉ
ｑｕｅｓ　ｉｎ　Ｓｏｉｌ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ，　２００７，　１１，　３１９
－３４１；　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｓｏｉｌ　Ｅｃｏｌｏｇｙ，　２０００，　１５，　１６
９－１８２．）。
【０２４１】
　緑化の改善／改善された色、及び、改善された光合成効率、並びに、老化の遅延は、純
光合成速度（Ｐｎ）の測定、クロロフィル含有量の測定（例えば、Ｚｉｅｇｌｅｒ及びＥ
ｈｌｅの顔料抽出方法によるクロロフィル含有量の測定）、光化学的効率（Ｆｖ／Ｆｍ比
）の測定、苗条成長の測定及び最終的な根及び／又は草冠のバイオマスの測定、分げつ密
度の測定、並びに、根の枯死率の測定によっても、評価することができる。
【０２４２】
　本発明に関連して、好ましいのは、以下のものを包含する群から選択される植物生理学
的効果の改善である：根の増強された成長／より発達した根系、改善された緑化、改善さ
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れた水の利用効率（これは、低減された水の消費に相関する）、改善された栄養分の利用
効率（これは、特に、改善された窒素（Ｎ）－利用効率を包含する）、遅延された老化及
び増大された収穫量。
【０２４３】
　収穫量の増大の範囲内において、好ましいのは、特に禾穀類（好ましくは、小麦）の群
から選択される植物における、沈降価及び落下数における改善並びにタンパク質含有量及
び糖質含有量の改善である。
【０２４４】
　好ましくは、本発明の殺菌剤組成物の新規使用は、（ａ）病原性菌類及び／又は線虫類
の予防的及び／又は治療的な防除（抵抗性管理の有無）と（ｂ）根の増強された成長、改
善された緑化、改善された水の利用効率、遅延された老化及び増大された収穫量のうちの
少なくとも１種類の組合せられた使用に関する。群（ｂ）の中から、根系、水の利用効率
及びＮ－利用効率の増大が特に好ましい。
【０２４５】
　種子処理
　本発明は、さらに、種子を処理する方法も包含する。
【０２４６】
　本発明は、さらに、前の段落において記述されている方法のうちの１つによって処理さ
れた種子にも関する。本発明による種子は、有害な微生物から種子を保護するための方法
において使用される。これらの方法においては、本発明による少なくとの１種類の活性成
分で処理された種子を使用する。
【０２４７】
　本発明の活性成分又は組成物は、種子を処理するのにも適している。有害な生物に起因
する作物植物に対する被害の大部分は、貯蔵中に、又は、播種後、並びに、さらに、植物
が発芽している最中及び発芽の後に、種子が感染することによって引き起こされる。この
相は特に危険である。それは、生長している植物の根及び苗条は特に感受性が高く、ささ
いな損傷であってもその植物が死に至り得るからである。従って、適切な組成物を用いて
種子及び発芽中の植物を保護することに、大きな関心が持たれている。
【０２４８】
　植物の種子を処理することによる植物病原性菌類の防除は、長い間知られており、継続
的に改良が加えられている。しかしながら、種子の処理には、必ずしも満足のいくように
解決することができるわけではない一連の問題に伴っている。例えば、播種後又は植物の
出芽後に作物保護組成物を追加で施用（ｄｅｐｌｏｙｍｅｎｔ）することを不要とするか
又は少なくとも著しく低減させるような、種子及び発芽中の植物を保護する方法を開発す
ることは望ましい。さらに、使用する活性成分によって植物自体に損傷を与えることなく
、植物病原性菌類による攻撃から種子及び発芽中の植物が最適に保護され得るように、使
用する活性成分の量を最適化することも望ましい。特に、種子を処理する方法では、最少
量の作物保護組成物を使用して種子及び発芽中の植物の最適な保護を達成するために、ト
ランスジェニック植物の内因性の殺菌特性も考慮に入れるべきである。
【０２４９】
　従って、本発明は、植物病原性菌類による攻撃から種子及び発芽中の植物を保護する方
法にも関し、ここで、該方法は、当該種子を本発明の組成物で処理することによる。本発
明は、さらに、種子及び発芽中の植物を植物病原性菌類から保護するために種子を処理す
るための本発明の組成物の使用にも関する。本発明は、さらに、植物病原性菌類から保護
されるように、本発明の組成物で処理された種子にも関する。
【０２５０】
　出芽後の植物に損傷を与える植物病原性菌類の防除は、主として、土壌及び植物の地上
部を作物保護組成物で処理することによって行われる。作物保護組成物は、環境並びにヒ
ト及び動物の健康に対して影響を及ぼし得ることに関して懸念があるので、使用する活性
成分の量を低減する努力が成されている。
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【０２５１】
　本発明の有利な点の１つは、本発明の活性成分及び組成物が有している際立った浸透移
行特性によって、その活性成分及び組成物で種子を処理することにより、植物病原性菌類
から、その種子自体が保護されるのみではなく、出芽後に生じる植物も保護されるという
ことである。このようにして、播種時又は播種後間もなくの作物の即時的な処理を省くこ
とができる。
【０２５２】
　さらにまた、本発明の活性成分又は組成物が、特に、トランスジェニック種子（トラン
スジェニック種子の場合、その種子から成長した植物は、有害生物に対して作用するタン
パク質を発現することができる）と一緒に使用することが可能であるということも、有利
な点として見なされる。そのような種子を本発明の活性成分又は組成物で処理することで
、単にタンパク質（例えば、殺虫性タンパク質）が発現することによって、特定の有害生
物は防除可能である。驚くべきことに、この場合、さらなる相乗効果が観察されることが
あり得る。そのような相乗効果は、有害生物による攻撃に対する保護の有効性をさらに改
善する。
【０２５３】
　本発明による組成物は、農業において、温室内で、森林で又は園芸及びブドウ栽培にお
いて使用される全ての植物品種の種子を保護するのに適している。特に、これは、禾穀類
（例えば、コムギ、オオムギ、ライムギ、ライコムギ、ソルガム／アワ、及び、エンバク
）、トウモロコシ、ワタ、ダイズ、イネ、ジャガイモ、ヒマワリ、インゲンマメ、コーヒ
ー、ビート（例えば、テンサイ、及び、飼料用ビート）、ラッカセイ、ナタネ、ケシ、オ
リーブ、ココナッツ、カカオ、サトウキビ、タバコ、野菜（例えば、トマト、キュウリ、
タマネギ、及び、レタス）、芝生及び観賞植物の種子である（下記も参照されたい）。禾
穀類（例えば、コムギ、オオムギ、ライムギ、ライコムギ、及び、エンバク）、トウモロ
コシ及びイネの種子を処理することは、特に重要である。
【０２５４】
　以下でも記載されているように、本発明の活性成分又は組成物によるトランスジェニッ
ク種子の処理は、特に重要である。このことは、少なくとも１種類の異種遺伝子を含む植
物の種子に関連する。適切な異種遺伝子に関する定義及び説明は、以下に記載されている
。
【０２５５】
　本発明に関連して、本発明による組成物は、種子に対して、単独で施用するか、又は、
適切な製剤中に含ませて施用する。好ましくは、種子は、処理の過程で損傷が起こらない
ように、充分に安定な状態で処理する。一般に、種子は、収穫と播種の間の任意の時点で
処理することができる。慣習的には、植物から分離されていて、穂軸、殻、葉柄、外皮、
被毛又は果肉を伴っていない種子を使用する。例えば、収穫され、不純物が取り除かれ、
含水量が１５重量％未満となるまで乾燥された種子を使用することができる。あるいは、
乾燥後に例えば水で処理され、その後再度乾燥された種子を使用することもできる。
【０２５６】
　種子を処理する場合、種子の発芽が損なわれないように、又は、種子から生じた植物が
損傷を受けないように、種子に施用する本発明組成物の量及び／又はさらなる添加剤の量
を選択することに関して一般に注意しなくてはならない。このことは、とりわけ、特定の
施用量で薬害作用を示し得る活性成分の場合には、留意しなくてはならない。
【０２５７】
　本発明の組成物は、直接的に施用することが、即ち、別の成分を含ませることなく、ま
た、希釈することなく、施用することが可能である。一般に、該組成物は、適切な製剤の
形態で種子に施用するのが好ましい。種子を処理するための適切な製剤及び方法は、当業
者には知られており、例えば、以下の文献に記載されている：ＵＳ　４，２７２，４１７
、ＵＳ　４，２４５，４３２、ＵＳ　４，８０８，４３０、ＵＳ　５，８７６，７３９、
ＵＳ　２００３／０１７６４２８Ａ１、ＷＯ　２００２／０８０６７５、ＷＯ　２００２



(56) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

50

／０２８１８６。
【０２５８】
　本発明に従って使用することが可能な活性成分は、慣習的な種子粉衣製剤、例えば、溶
液剤、エマルション剤、懸濁液剤、粉末剤、泡剤、スラリー剤又は種子用の別のコーティ
ング組成物や、及び、さらに、ＵＬＶ製剤などに変換することができる。
【０２５９】
　これらの製剤は、既知方法で、活性成分を、慣習的な添加剤、例えば、慣習的な増量剤
、及び、さらに、溶媒又は希釈剤、着色剤、湿潤剤、分散剤、乳化剤、消泡剤、防腐剤、
第２の増粘剤、粘着剤、ジベレリン類などと混合させ、及び、さらに、水と混合させるこ
とによって調製する。
【０２６０】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる有用な
着色剤は、そのような目的に関して慣習的な全ての着色剤がである。水中であまり溶解し
ない顔料と水中で溶解する染料のいずれも使用することができる。その例としては、「Ｒ
ｈｏｄａｍｉｎ　Ｂ」、「Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１１２」及び「Ｃ．Ｉ．Ｓ
ｏｌｖｅｎｔ　Ｒｅｄ　１」の名称で知られている着色剤などを挙げることができる。
【０２６１】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる有用な
湿潤剤は、農薬活性成分の製剤に関して慣習的に使用される、湿潤を促進する全ての物質
である。好ましくは、アルキルナフタレンスルホネート類、例えば、ジイソプロピルナフ
タレンスルホネート又はジイソブチルナフタレンスルホネートなどを使用する。
【０２６２】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる有用な
分散剤及び／又は乳化剤は、農薬活性成分の製剤に関して慣習的に使用される非イオン性
、アニオン性及びカチオン性の全ての分散剤である。好ましくは、非イオン性若しくはア
ニオン性の分散剤又は非イオン性若しくはアニオン性の分散剤の混合物を使用することが
できる。適している非イオン性分散剤としては、特に、エチレンオキシド／プロピレンオ
キシドブロックコポリマー類、アルキルフェノールポリグリコールエーテル類及びトリス
チリルフェノールポリグリコールエーテル類、並びに、それらのリン酸化誘導体又は硫酸
化誘導体などを挙げることができる。適しているアニオン性分散剤は、特に、リグノスル
ホネート類、ポリアクリル酸塩類及びアリールスルホネート／ホルムアルデヒド縮合物で
ある。
【０２６３】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる消泡剤
は、農薬活性成分の製剤中に関して慣習的に使用される全ての泡抑制物質である。好まし
くは、シリコーン消泡剤及びステアリン酸マグネシウムを使用することができる。
【０２６４】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる防腐剤
は、農薬組成物中で当該目的のために使用することが可能な全ての物質がである。例とし
て、ジクロロフェン及びベンジルアルコールヘミホルマールなどを挙げることができる。
【０２６５】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる第２の
増粘剤は、農薬組成物中で当該目的のために使用することが可能な全ての物質である。好
ましい例としては、セルロース誘導体、アクリル酸誘導体、キサンタン、変性クレー及び
微粉砕シリカなどを挙げることができる。
【０２６６】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる粘着剤
は、種子粉衣製品中で使用可能な全ての慣習的な結合剤である。好ましい例としては、ポ
リビニルピロリドン、ポリ酢酸ビニル、ポリビニルアルコール及びチロースなどを挙げる
ことができる。
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【０２６７】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができるジベレ
リンは、好ましくは、ジベレリンＡ１、ジベレリンＡ３（＝ジベレリン酸）、ジベレリン
Ａ４及びジベレリンＡ７であり得る。特に好ましくは、ジベレリン酸を使用する。ジベレ
リン類は知られている（ｃｆ．　Ｒ．Ｗｅｇｌｅｒ　“Ｃｈｅｍｉｅ　ｄｅｒ　Ｐｆｌａ
ｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－ｕｎｄ　Ｓｃｈａｄｌｉｎｇｓｂｅｋａｍｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔ
ｅｌ”［Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｍ
ｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ］，　ｖｏｌ．　２、Ｓｐｒｉｎｇ
ｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　１９７０，　ｐ．　４０１－４１２）。
【０２６８】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤は、広い範囲の異なった種子（これ
は、トランスジェニック植物の種子を包含する）を処理するために、直接的に使用するこ
とができるか、又は、予め水で希釈したあとで使用することができる。この場合、発現に
より形成された物質との相互作用において、付加的な相乗効果が生じることもあり得る。
【０２６９】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤又は水を添加することによってその
種子粉衣製剤から調製された調製物で種子を処理するために、種子粉衣に関して慣習的に
使用可能な全ての混合装置が有用である。具体的には、種子粉衣における手順は、種子を
混合機の中に入れること、所望される特定量の種子粉衣製剤を、そのままで添加するか又
は予め水で希釈したあとで添加すること、及び、該製剤が当該種子の表面に均質に分配さ
れるまで全てを混合させることである。適切な場合には、続いて乾燥工程を行う。
【０２７０】
　マイコトキシン
　さらに、本発明の処理によって、収穫物並びにその収穫作物から作られる食料及び飼料
におけるマイコトキシンの含有量を低減させることが可能である。マイコトキシンとして
は、限定するものではないが、特に、以下のものを挙げることができる：デオキシニバレ
ノール（ＤＯＮ）、ニバレノール、１５－Ａｃ－ＤＯＮ、３－Ａｃ－ＤＯＮ、Ｔ２－トキ
シン、ＨＴ２－トキシン、フモニシン類、ゼアラレノン、モニリホルミン、フザリン、ジ
アセトキシシルペノール（ＤＡＳ）、ベアウベリシン（ｂｅａｕｖｅｒｉｃｉｎ）、エン
ニアチン、フサロプロリフェリン（ｆｕｓａｒｏｐｒｏｌｉｆｅｒｉｎ）、フサレノール
（ｆｕｓａｒｅｎｏｌ）、オクラトキシン類、パツリン、エルゴットアルカロイド類及び
アフラトキシン類〔これらは、例えば、以下の菌類によって産生され得る：とりわけ、フ
サリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）、例えば、フサリウム・アクミナツム
（Ｆ．　ａｃｕｍｉｎａｔｕｍ）、フサリウム・アシアチクム（Ｆ．　ａｓｉａｔｉｃｕ
ｍ）、フサリウム・アベナセウム（Ｆ．　ａｖｅｎａｃｅｕｍ）、フサリウム・クロオク
ウェレンセ（Ｆ．　ｃｒｏｏｋｗｅｌｌｅｎｓｅ）、フサリウム・クルモルム（Ｆ．　ｃ
ｕｌｍｏｒｕｍ）、フサリウム・グラミネアルム（Ｆ．　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）（ジ
ベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ））、フサリウム・エクイセチ（Ｆ．
　ｅｑｕｉｓｅｔｉ）、フサリウム・フジコロイ（Ｆ．　ｆｕｊｉｋｏｒｏｉ）、フサリ
ウム・ムサルム（Ｆ．　ｍｕｓａｒｕｍ）、フサリウム・オキシスポルム（Ｆ．　ｏｘｙ
ｓｐｏｒｕｍ）、フサリウム・プロリフェラツム（Ｆ．　ｐｒｏｌｉｆｅｒａｔｕｍ）、
フサリウム・ポアエ（Ｆ．　ｐｏａｅ）、フサリウム・プセウドグラミネアルム（Ｆ．　
ｐｓｅｕｄｏｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）、フサリウム・サムブシヌム（Ｆ．　ｓａｍｂｕ
ｃｉｎｕｍ）、フサリウム・シルピ（Ｆ．　ｓｃｉｒｐｉ）、フサリウム・セミテクツム
（Ｆ．　ｓｅｍｉｔｅｃｔｕｍ）、フサリウム・ソラニ（Ｆ．　ｓｏｌａｎｉ）、フサリ
ウム・スポロトリコイデス（Ｆ．　ｓｐｏｒｏｔｒｉｃｈｏｉｄｅｓ）、フサリウム・ラ
ングセチアエ（Ｆ．　ｌａｎｇｓｅｔｈｉａｅ）、フサリウム・スブグルチナンス（Ｆ．
　ｓｕｂｇｌｕｔｉｎａｎｓ）、フサリウム・トリシンクツム（Ｆ．　ｔｒｉｃｉｎｃｔ
ｕｍ）、フサリウム・ベルチシリオイデス（Ｆ．　ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｏｉｄｅｓ）な
ど、及び、さらに、アスペルギルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃ．）、例
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えば、アスペルギルス・フラブス（Ａ．　ｆｌａｖｕｓ）、アスペルギルス・パラシチク
ス（Ａ．　ｐａｒａｓｉｔｉｃｕｓ）、アスペルギルス・ノミウス（Ａ．　ｎｏｍｉｕｓ
）、アスペルギルス・オクラセウス（Ａ．　ｏｃｈｒａｃｅｕｓ）、アスペルギルス・ク
ラバツス（Ａ．　ｃｌａｖａｔｕｓ）、アスペルギルス・テレウス（Ａ．　ｔｅｒｒｅｕ
ｓ）、アスペルギルス・ベルシコロル（Ａ．　ｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ）、ペニシリウム属
各種（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）、例えば、ペニシリウム・ベルコスム（Ｐ
．　ｖｅｒｒｕｃｏｓｕｍ）、ペニシリウム・ビリジカツム（Ｐ．　ｖｉｒｉｄｉｃａｔ
ｕｍ）、ペニシリウム・シトリヌム（Ｐ．　ｃｉｔｒｉｎｕｍ）、ペニシリウム・エキス
パンスム（Ｐ．　ｅｘｐａｎｓｕｍ）、ペニシリウム・クラビホルメ（Ｐ．　ｃｌａｖｉ
ｆｏｒｍｅ）、ペニシリウム・ロクエホルチ（Ｐ．　ｒｏｑｕｅｆｏｒｔｉ）、クラビセ
プス属各種（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｓｐｅｃ．）、例えば、クラビセプス・プルプレア（
Ｃ．　ｐｕｒｐｕｒｅａ）、クラビセプス・フシホルミス（Ｃ．　ｆｕｓｉｆｏｒｍｉｓ
）、クラビセプス・パスパリ（Ｃ．　ｐａｓｐａｌｉ）、クラビセプス・アフリカナ（Ｃ
．　ａｆｒｉｃａｎａ）、スタキボトリス属各種（Ｓｔａｃｈｙｂｏｔｒｙｓ　ｓｐｅｃ
．）など〕。
【０２７１】
　材料物質の保護
　本発明の活性成分又は組成物は、材料物質の保護において、有害な微生物（例えば、菌
類）及び昆虫類による攻撃及び破壊に対して工業材料を保護するするために用いることも
できる。
【０２７２】
　さらに、本発明の化合物は、単独で、又は、別の活性成分と組み合わせて、汚れ止め組
成物として用いることもできる。
【０２７３】
　本発明に関連して、工業材料とは、工業において使用するために準備された無生物材料
を意味するものと理解される。例えば、本発明の活性成分で微生物による変性又は破壊か
ら保護することが意図されている工業材料は、接着剤、膠、紙、壁紙及び厚紙／板紙、織
物、カーペット、皮革、木材、繊維及び薄織物、塗料及びプラスチック製品、冷却用潤滑
油、並びに、微生物によって感染又は破壊され得る別の材料などであり得る。微生物の増
殖により損なわれ得る建造物及び製造プラントの部品、例えば、冷却水循環路、冷却装置
及び暖房装置、並びに、換気装置及び空調設備なども、保護すべき材料の範囲内のものと
して挙げることができる。本発明の範囲内における工業材料としては、好ましくは、接着
剤、サイズ、紙及び厚紙、皮革、木材、塗料、冷却用潤滑油及び熱媒液などを挙げること
ができ、さらに好ましくは、木材を挙げることができる。
【０２７４】
　本発明の活性成分又は組成物は、腐朽、腐敗、変色、脱色又は黴発生などの、悪影響を
防止することができる。
【０２７５】
　木材を処理する場合、本発明による化合物／組成物は、材木の表面又は内部で増殖する
であろう菌類病に対しても使用することができる。用語「材木（ｔｉｍｂｅｒ）」は、全
ての種類の木材、そのような木材を建築用に加工した全てのタイプのもの、例えば、ソリ
ッドウッド、高密度木材、積層木材及び合板などを意味する。本発明による材木の処理方
法は、主に、本発明の１種類以上の化合物又は本発明の組成物を接触させることにより行
う。これには、例えば、直接的な塗布、噴霧、浸漬、注入、又は、別の適切な任意の方法
が包含される。
【０２７６】
　さらにまた、本発明の化合物は、海水又は淡海水と接触するもの（特に、船体、障壁（
ｓｃｒｅｅｎ）、網、建造物、係船設備及び信号システム）を付着物に対して保護するた
めに使用することもできる。
【０２７７】
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　望ましくない菌類を防除するための本発明の方法は、貯蔵品を保護するために使用する
こともできる。貯蔵品は、長期間の保護が望まれる、植物若しくは動物起源の天然物質又
は自然起源のそれら天然物質の加工製品を意味するものと理解される。植物起源の貯蔵品
、例えば、植物若しくは植物の分部、例えば、茎、葉、塊茎、種子、果実、穀粒などは、
新たに収穫された状態で保護することができるか、又は、（予備）乾燥、加湿、粉砕、摩
砕、加圧成形又は焙焼によって加工された後で保護することができる。貯蔵品には、さら
に、未加工の木材（例えば、建築用木材、電柱及び柵）又は完成品の形態にある木材（例
えば、家具）の両方とも包含される。動物起源の貯蔵品は、例えば、皮革、革製品、毛皮
及び獣毛などである。本発明による活性成分は、腐朽、腐敗、変色、脱色又は黴発生など
の、不利な効果を防止することができる。
【０２７８】
　工業材料を劣化又は変性させることができる微生物としては、例えば、細菌類、菌類、
酵母類、藻類及び粘菌類（ｓｌｉｍｅ　ｏｒｇａｎｉｓｍｓ）などを挙げることができる
。本発明の活性成分は、好ましくは、菌類、特に、カビ類、材木を変色させる菌類及び材
木を破壊する菌類（子嚢菌類（Ａｓｃｏｍｙｃｅｔｅｓ）、担子菌類（Ｂａｓｉｄｉｏｍ
ｙｃｅｔｅｓ）、不完全菌類（Ｄｅｕｔｅｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）及び接合菌類（Ｚｙｇｏ
ｍｙｃｅｔｅｓ））、並びに、粘菌類（ｓｌｉｍｅ　ｏｒｇａｎｉｓｍｓ）及び藻類に対
して作用する。以下の属の微生物を例として挙げることができる：　アルテルナリア（Ａ
ｌｔｅｒｎａｒｉａ）、例えば、アルテルナリア・テヌイス（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｔ
ｅｎｕｉｓ）；　アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、例えば、アスペルギルス
・ニゲル（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）；　カエトミウム（Ｃｈａｅｔｏｍｉ
ｕｍ）、例えば、カエトミウム・グロボスム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　ｇｌｏｂｏｓｕｍ
）；　コニオホラ（Ｃｏｎｉｏｐｈｏｒａ）、例えば、コニオホラ・プエタナ（Ｃｏｎｉ
ｏｐｈｏｒａ　ｐｕｅｔａｎａ）；　レンチヌス（Ｌｅｎｔｉｎｕｓ）、例えば、レンチ
ヌス・チグリヌス（Ｌｅｎｔｉｎｕｓ　ｔｉｇｒｉｎｕｓ）；　ペニシリウム（Ｐｅｎｉ
ｃｉｌｌｉｕｍ）、例えば、ペニシリウム・グラウクム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｇｌ
ａｕｃｕｍ）；　ポリポルス（Ｐｏｌｙｐｏｒｕｓ）、例えば、ポリポルス・ベルシコロ
ル（Ｐｏｌｙｐｏｒｕｓ　ｖｅｒｓｉｃｏｌｏｒ）；　アウレオバシジウム（Ａｕｒｅｏ
ｂａｓｉｄｉｕｍ）、例えば、アウレオバシジウム・プルランス（Ａｕｒｅｏｂａｓｉｄ
ｉｕｍ　ｐｕｌｌｕｌａｎｓ）；　スクレロホマ（Ｓｃｌｅｒｏｐｈｏｍａ）、例えば、
スクレロホマ・ピチオフィラ（Ｓｃｌｅｒｏｐｈｏｍａ　ｐｉｔｙｏｐｈｉｌａ）；　ト
リコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）、例えば、トリコデルマ・ビリデ（Ｔｒｉｃｈｏ
ｄｅｒｍａ　ｖｉｒｉｄｅ）；オフィオストマ属種（Ｏｐｈｉｏｓｔｏｍａ　ｓｐｐ．）
、セラトシスチス属種（Ｃｅｒａｔｏｃｙｓｔｉｓ　ｓｐｐ．）、フミコラ属種（Ｈｕｍ
ｉｃｏｌａ　ｓｐｐ．）、ペトリエラ属種（Ｐｅｔｒｉｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、トリクル
ス属種（Ｔｒｉｃｈｕｒｕｓ　ｓｐｐ．）、コリオルス属種（Ｃｏｒｉｏｌｕｓ　ｓｐｐ
．）、グロエオフィルム属種（Ｇｌｏｅｏｐｈｙｌｌｕｍ　ｓｐｐ．）、プレウロツス属
種（Ｐｌｅｕｒｏｔｕｓ　ｓｐｐ．）、ポリア属種（Ｐｏｒｉａ　ｓｐｐ．）、セルプラ
属種（Ｓｅｒｐｕｌａ　ｓｐｐ．）及びチロミセス属種（Ｔｙｒｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｐ．
）、クラドスポリウム属種（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｐ．）、パエシロミセス属
種（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｐ．）、ムコル属種（Ｍｕｃｏｒ　ｓｐｐ．）、エ
シェリキア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）、例えば、エシェリキア・コリ（Ｅｓｃｈｅｒｉ
ｃｈｉａ　ｃｏｌｉ）；　シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）、例えば、シュー
ドモナス・アエルギノサ（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ａｅｒｕｇｉｎｏｓａ）；　スタフ
ィロコッカス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ）、例えば、スタフィロコッカス・アウレ
ウス（Ｓｔａｐｈｙｌｏｃｏｃｃｕｓ　ａｕｒｅｕｓ）、カンジダ属種（Ｃａｎｄｉｄａ
　ｓｐｐ．）及びサッカロミセス属種（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｐ．）、例え
ば、サッカロミセス・セレビサエ（Ｓａｃｃｈａｒｏｍｙｃｅｓ　ｃｅｒｅｖｉｓａｅ）
。
【０２７９】
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　抗真菌活性
　さらに、本発明の活性成分は、極めて優れた抗真菌活性も有している。それらは、極め
て広い抗真菌活性スペクトルを有しており、特に、皮膚糸状菌、並びに、酵母菌、カビ及
び二相性真菌類に対して〔例えば、カンジダ属各種（Ｃａｎｄｉｄａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）
、例えば、カンジダ・アルビカンス（Ｃ．ａｌｂｉｃａｎｓ）、カンジダ・グラブラタ（
Ｃ．ｇｌａｂｒａｔａ）に対して〕、並びに、エピデルモフィトン・フロコスム（Ｅｐｉ
ｄｅｒｍｏｐｈｙｔｏｎ　ｆｌｏｃｃｏｓｕｍ）、アスペルギルス属各種（Ａｓｐｅｒｇ
ｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アスペルギルス・ニゲル（Ａ．ｎｉｇｅｒ）及
びアスペルギルス・フミガツス（Ａ．ｆｕｍｉｇａｔｕｓ）、トリコフィトン属各種（Ｔ
ｒｉｃｈｏｐｈｙｔｏｎ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、トリコフィトン・メンタグロフィ
テス（Ｔ．ｍｅｎｔａｇｒｏｐｈｙｔｅｓ）、ミクロスポロン属各種（Ｍｉｃｒｏｓｐｏ
ｒｏｎ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ミクロスポロン・カニス（Ｍ．ｃａｎｉｓ）及びミ
クロスポロン・アウドウイニイ（Ｍ．ａｕｄｏｕｉｎｉｉ）などに対して、極めて広い抗
真菌活性スペクトルを有している。これら菌類のリストは、包含される真菌スペクトルを
決して限定するものではなく、単に例示な性質のものである。
【０２８０】
　従って、本発明の活性成分は、医薬用途と非医薬用途の両方で使用することができる。
【０２８１】
　ＧＭＯ
　上記で既に述べたように、本発明に従って、全ての植物及びそれらの部分を処理するこ
とができる。好ましい実施形態では、野生の植物種及び植物品種、又は、交雑若しくはプ
ロトプラスト融合のような慣習的な生物学的育種法により得られた植物種及び植物品種、
並びに、それらの部分を処理する。好ましいさらなる実施形態では、適切な場合には慣習
的な方法と組み合わせた遺伝子工学的方法により得られたトランスジェニック植物及び植
物品種（遺伝子組換え生物）及びそれらの部分を処理する。用語「部分（ｐａｒｔｓ）」
又は「植物の部分（ｐａｒｔｓ　ｏｆ　ｐｌａｎｔｓ）」又は「植物の部分（ｐｌａｎｔ
　ｐａｒｔｓ）」については、既に上記で説明した。さらに好ましくは、市販されている
か又は使用されている植物品種の植物を、本発明に従って処理する。植物品種は、慣習的
な育種又は突然変異誘発又は組換えＤＮＡ技術によって得られた、新しい特性（「形質」
）を有する植物を意味するものと理解される。これらは、品種、変種、生物型又は遺伝子
型であることができる。
【０２８２】
　本発明による処理方法は、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）（例えば、植物又は種子）の処
理において使用することができる。遺伝子組換え植物（又は、トランスジェニック植物）
は、異種遺伝子がゲノムに安定的に組み込まれている植物である。表現「異種遺伝子」は
、本質的に、供給されたか又は当該植物の外部で構築された遺伝子であって、核のゲノム
、葉緑体のゲノム又はミトコンドリアのゲノムの中に導入されたときに、興味深いタンパ
ク質若しくはポリペプチドを発現することにより、又は、その植物内に存在している別の
１つ若しくは複数の遺伝子をダウンレギュレート若しくはサイレンシングすることにより
、当該形質転換された植物に新しい又は改善された作物学的特性又は別の特性を付与する
遺伝子を意味する〔例えば、アンチセンス技術、コサプレッション技術、ＲＮＡ干渉（Ｒ
ＮＡｉ）技術又はミクロＲＮＡ（ｍｉＲＮＡ）技術などを使用する〕。ゲノム内に位置し
ている異種遺伝子は、導入遺伝子とも称される。植物ゲノム内におけるその特異的な位置
によって定義される導入遺伝子は、形質転換又は遺伝子導入イベントと称される。
【０２８３】
　植物種又は植物品種、それらの生育場所及び生育条件（土壌、気候、生育期、養分（ｄ
ｉｅｔ））に応じて、本発明の処理により、相加効果を超える効果（「相乗効果」）も生
じ得る。かくして、例えば、本発明により使用し得る活性化合物及び組成物の施用量の低
減及び／又は活性スペクトルの拡大及び／又は活性の増強、植物の生育の向上、高温又は
低温に対する耐性の向上、渇水又は水中若しくは土壌中に含まれる塩分に対する耐性の向
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上、開花能力の向上、収穫の容易性の向上、促進された成熟、収穫量の増加、果実の大き
さの増大、植物の高さの増大、葉の緑色の向上、より早い開花、収穫された生産物の品質
の向上及び／又は栄養価の増加、果実内の糖度の上昇、収穫された生産物の貯蔵安定性の
向上及び／又は加工性の向上などが可能であり、これらは、実際に予期された効果を超え
るものである。
【０２８４】
　本発明に従って処理するのが好ましい植物及び植物品種は、特に有利で有益な形質を植
物に付与する遺伝物質を有している全ての植物（育種によって得られたものであろうと、
及び／又は、生物工学的方法によって得られたものであろうと）を包含する。
【０２８５】
　本発明に従って処理するのが同様に好ましい植物及び植物品種は、１以上の生物的スト
レスに対して抵抗性を示す。即ち、そのような植物は、害虫及び有害微生物に対して、例
えば、線虫類、昆虫類、ダニ類、植物病原性の菌類、細菌類、ウイルス類及び／又はウイ
ロイド類などに対して、良好な防御を示す。
【０２８６】
　線虫抵抗性植物又は昆虫抵抗性植物の例は、例えば、以下のものに記載されている：米
国特許出願第１１／７６５，４９１号、米国特許出願第１１／７６５，４９４号、米国特
許出願第１０／９２６，８１９号、米国特許出願第１０／７８２，０２０号、米国特許出
願第１２／０３２，４７９号、米国特許出願第１０／７８３，４１７号、米国特許出願第
１０／７８２，０９６号、米国特許出願第１１／６５７，９６４号、米国特許出願第１２
／１９２，９０４号、米国特許出願第１１／３９６，８０８号、米国特許出願第１２／１
６６，２５３号、米国特許出願第１２／１６６，２３９号、米国特許出願第１２／１６６
，１２４号、米国特許出願第１２／１６６，２０９号、米国特許出願第１１／７６２，８
８６号、米国特許出願第１２／３６４，３３５号、米国特許出願第１１／７６３，９４７
号、米国特許出願第１２／２５２，４５３号、米国特許出願第１２／２０９，３５４号、
米国特許出願第１２／４９１，３９６号、米国特許出願第１２／４９７，２２１号、米国
特許出願第１２／６４４，６３２号、米国特許出願第１２／６４６，００４号、米国特許
出願第１２／７０１，０５８号、米国特許出願第１２／７１８，０５９号、米国特許出願
第１２／７２１，５９５号、米国特許出願第１２／６３８，５９１号。
【０２８７】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、１以上の非生物的ストレスに対
して抵抗性を示す植物である。非生物的なストレス状態としては、例えば、渇水、低温に
晒されること、熱に晒されること、浸透ストレス、湛水、土壌中の塩分濃度の上昇、より
多くの鉱物に晒されること、オゾンに晒されること、強い光に晒されること、利用可能な
窒素養分が限られていること、利用可能なリン養分が限られていること、日陰回避などを
挙げることができる。
【０２８８】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、増大した収量特性を特徴とする
植物である。そのような植物における増大した収量は、例えば、改善された植物の生理機
能、生長及び発育、例えば、水の利用効率、水の保持効率、改善された窒素の利用性、強
化された炭素同化作用、改善された光合成、上昇した発芽効率及び促進された成熟などの
結果であり得る。収量は、さらに、改善された植物の構成（ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）
によっても影響され得る（ストレス条件下及び非ストレス条件下）。そのような改善され
た植物の構成としては、限定するものではないが、早咲き、ハイブリッド種子産生のため
の開花制御、実生の活力、植物の寸法、節間の数及び距離、根の成長、種子の寸法、果実
の寸法、莢の寸法、莢又は穂の数、１つの莢又は穂当たりの種子の数、種子の体積、強化
された種子充填、低減された種子分散、低減された莢の裂開及び耐倒伏性などがある。収
量についてのさらなる形質としては、種子の組成、例えば、炭水化物含有量、タンパク質
含有量、油含有量及び油の組成、栄養価、抗栄養化合物の低減、改善された加工性並びに
向上した貯蔵安定性などがある。
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【０２８９】
　本発明に従って処理し得る植物は、雑種強勢（これは、結果として、一般に、増加した
収量、向上した活力、向上した健康状態並びに生物的及び非生物的ストレスに対する向上
した抵抗性をもたらす）の特性を既に呈しているハイブリッド植物である。そのような植
物は、典型的には、雄性不稔交配母体近交系（ｉｎｂｒｅｄ　ｍａｌｅ－ｓｔｅｒｉｌｅ
　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雌性親）を別の雄性稔性交配母体近交系（ｉｎｂｒｅｄ　
ｍａｌｅ－ｆｅｒｔｉｌｅ　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雄性親）と交雑させることによ
って作られる。ハイブリッド種子は、典型的には、雄性不稔植物から収穫され、そして、
栽培者に販売される。雄性不稔植物は、場合により（例えば、トウモロコシにおいて）、
雄穂を除去することによって〔即ち、雄性繁殖器官（又は雄花）を機械的に除去すること
によって〕、作ることができる。しかしながら、より典型的には、雄性不稔性は、植物ゲ
ノム内の遺伝的決定基の結果である。その場合、及び、特に種子がハイブリッド植物から
収穫される所望の生産物である場合、典型的には、該ハイブリッド植物において雄性稔性
を確実に完全に回復させることは有用である。これは、雄性不稔性に関与する遺伝的決定
基を含むハイブリッド植物において雄性稔性を回復させることが可能な適切な稔性回復遺
伝子を雄性親が有していることを確実なものとすることによって達成することができる。
雄性不稔性に関する遺伝的決定基は、細胞質内に存在し得る。細胞質雄性不稔（ＣＭＳ）
の例は、例えば、アブラナ属各種（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）に関して記述さ
れた（ＷＯ　９２／０５２５１、ＷＯ　９５／０９９１０、ＷＯ　９８／２７８０６、Ｗ
Ｏ　０５／００２３２４、ＷＯ　０６／０２１９７２、及び、ＵＳ　６，２２９，０７２
）。しかしながら、雄性不稔性に関する遺伝的決定基は、核ゲノム内にも存在し得る。雄
性不稔性植物は、遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー法によっても得ることができ
る。雄性不稔性植物を得る特に有用な方法は、ＷＯ　８９／１０３９６に記載されており
、ここでは、例えば、バルナーゼなどのリボヌクレアーゼを雄ずい内のタペータム細胞に
おいて選択的に発現させる。次いで、タペータム細胞内においてバルスターなどのリボヌ
クレアーゼインヒビターを発現させることによって、稔性を回復させることができる（例
えば、ＷＯ　９１／０２０６９）。
【０２９０】
　本発明に従って処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジ
ー法によって得られたもの）は、除草剤耐性植物、即ち、１種類以上の所与の除草剤に対
して耐性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形質転換によって得ることがで
きるか、又は、当該除草剤耐性を付与する突然変異を含む植物を選抜することによって得
ることができる。
【０２９１】
　除草剤抵抗性植物は、例えば、グリホセート耐性植物、即ち、除草剤グリホセート又は
その塩に対して耐性にされた植物である。植物は、種々の方法によって、グリホセートに
対して耐性にすることができる。例えば、グリホセート耐性植物は、酵素５－エノールピ
ルビルシキミ酸－３－リン酸シンターゼ（ＥＰＳＰＳ）をコードする遺伝子で植物を形質
転換させることによって得ることができる。そのようなＥＰＳＰＳ遺伝子の例は、以下の
ものである：細菌サルモネラ・チフィムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕ
ｒｉｕｍ）のＡｒｏＡ遺伝子（突然変異ＣＴ７）（Ｓｃｉｅｎｃｅ　１９８３，　２２１
，　３７０－３７１）、細菌アグロバクテリウム属各種（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　
ｓｐ．）のＣＰ４遺伝子（Ｃｕｒｒ．　Ｔｏｐｉｃｓ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　
１９９２，　７，　１３９－１４５）、ペチュニアのＥＰＳＰＳをコードする遺伝子（Ｓ
ｃｉｅｎｃｅ　１９８６，　２３３，　４７８－４８１）、トマトのＥＰＳＰＳをコード
する遺伝子（Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．　１９８８，　２６３，　４２８０－４２８
９）又はオヒシバ属（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）のＥＰＳＰＳをコードする遺伝子（ＷＯ　０１
／６６７０４）。それは、例えばＥＰ　０８３７９４４、ＷＯ　００／６６７４６、ＷＯ
　００／６６７４７又はＷＯ　０２／２６９９５などに記述されているように、突然変異
ＥＰＳＰＳであることも可能である。グリホセート耐性植物は、さらにまた、ＵＳ　５，
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７７６，７６０及びＵＳ　５，４６３，１７５に記述されているように、グリホセートオ
キシドレダクターゼ酵素をコードする遺伝子を発現させることによって得ることもできる
。グリホセート耐性植物は、さらにまた、例えばＷＯ　０２／０３６７８２、ＷＯ　０３
／０９２３６０、ＷＯ　２００５／０１２５１５及びＷＯ　２００７／０２４７８２など
に記述されているように、グリホセートアセチルトランスフェラーゼ酵素をコードする遺
伝子を発現させることによって得ることもできる。グリホセート耐性植物は、さらにまた
、例えばＷＯ　０１／０２４６１５又はＷＯ　０３／０１３２２６などに記述されている
ように、上記遺伝子の自然発生突然変異を含む植物を選抜することによって得ることもで
きる。グリホセート耐性を付与するＥＰＳＰＳ遺伝子を発現する植物は、例えば、米国特
許出願第１１／５１７，９９１号、米国特許出願第１０／７３９，６１０号、米国特許出
願第１２／１３９，４０８号、米国特許出願第１２／３５２，５３２号、米国特許出願第
１１／３１２，８６６号、米国特許出願第１１／３１５，６７８号、米国特許出願第１２
／４２１，２９２号、米国特許出願第１１／４００，５９８号、米国特許出願第１１／６
５１，７５２号、米国特許出願第１１／６８１，２８５号、米国特許出願第１１／６０５
，８２４号、米国特許出願第１２／４６８，２０５号、米国特許出願第１１／７６０，５
７０号、米国特許出願第１１／７６２，５２６号、米国特許出願第１１／７６９，３２７
号、米国特許出願第１１／７６９，２５５号、米国特許出願第１１／９４３８０１号又は
米国特許出願第１２／３６２，７７４号などに記載されている。グリホセート耐性を付与
する別の遺伝子（例えば、デカルボキシラーゼ遺伝子）を含む植物は、例えば、米国特許
出願第１１／５８８，８１１号、米国特許出願第１１／１８５，３４２号、米国特許出願
第１２／３６４，７２４号、米国特許出願第１１／１８５，５６０号又は米国特許出願第
１２／４２３，９２６号などに記載されている。
【０２９２】
　別の除草剤抵抗性植物は、例えば、酵素グルタミンシンターゼを阻害する除草剤（例え
ば、ビアラホス、ホスフィノトリシン又はグルホシネート）に対して耐性にされている植
物である。そのような植物は、当該除草剤を解毒する酵素を発現させるか、又は、阻害に
対して抵抗性を示す突然変異グルタミンシンターゼ酵素を発現させることによって、得る
ことができる（例えば、米国特許出願第１１／７６０，６０２号に記載されている）。そ
のような有効な一解毒酵素は、ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼをコード
する酵素である（例えば、ストレプトマイセス属各種（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｓｐ
ｅｃｉｅｓ）に由来するｂａｒタンパク質又はｐａｔタンパク質）。外因性のホスフィノ
トリシンアセチルトランスフェラーゼを発現する植物は、例えば、米国特許第５，５６１
，２３６号、米国特許第５，６４８，４７７号、米国特許第５，６４６，０２４号、米国
特許第５，２７３，８９４号、米国特許第５，６３７，４８９号、米国特許第５，２７６
，２６８号、米国特許第５，７３９，０８２号、米国特許第５，９０８，８１０号及び米
国特許第７，１１２，６６５号などに記述されている。
【０２９３】
　さらなる除草剤耐性植物は、さらにまた、酵素ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシ
ゲナーゼ（ＨＰＰＤ）を阻害する除草剤に対して耐性にされている植物である。ＨＰＰＤ
は、パラ－ヒドロキシフェニルピルベート（ＨＰＰ）がホモゲンチセートに変換される反
応を触媒する酵素である。ＨＰＰＤ阻害薬に対して耐性を示す植物は、ＷＯ　９６／３８
５６７、ＷＯ　９９／２４５８５、ＷＯ　９９／２４５８６、ＷＯ　０９／１４４０７９
、ＷＯ　０２／０４６３８７又はＵＳ　６，７６８，０４４に記述されているように、自
然発生抵抗性ＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝子を用いて、又は、突然変異ＨＰＰＤ酵素若
しくはキメラＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝子を用いて、形質転換させることができる。
ＨＰＰＤ阻害薬に対する耐性は、さらにまた、ＨＰＰＤ阻害薬による天然ＨＰＰＤ酵素の
阻害にもかかわらずホモゲンチセートを形成させることが可能な特定の酵素をコードする
遺伝子を用いて植物を形質転換させることによっても得ることができる。そのような植物
及び遺伝子は、ＷＯ　９９／３４００８及びＷＯ　０２／３６７８７に記述されている。
ＨＰＰＤ阻害薬に対する植物の耐性は、さらにまた、ＷＯ　０４／０２４９２８に記述さ
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れているように、ＨＰＰＤ耐性酵素をコードする遺伝子に加えてプレフェナートデスヒド
ロゲナーゼ（ＰＤＨ）活性を有する酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質転換させ
ることによって改善することもできる。さらに、植物は、ＷＯ　２００７／１０３５６７
及びＷＯ　２００８／１５０４７３に記載されているように、そのゲノムの中にＨＰＰＤ
阻害薬を代謝又は分解することが可能な酵素（例えば、ＣＹＰ４５０酵素）をコードする
遺伝子を加えることによって、ＨＰＰＤ阻害薬除草剤に対してさらに耐性にすることがで
きる。
【０２９４】
　さらに別の除草剤抵抗性植物は、アセトラクテートシンターゼ（ＡＬＳ）阻害薬に対し
て耐性にされている植物である。既知ＡＬＳ阻害薬としては、例えば、スルホニル尿素系
除草剤、イミダゾリノン系除草剤、トリアゾロピリミジン系除草剤、ピリミジニルオキシ
（チオ）ベンゾエート系除草剤、及び／又は、スルホニルアミノカルボニルトリアゾリノ
ン系除草剤などがある。ＡＬＳ酵素（「アセトヒドロキシ酸シンターゼ（ＡＨＡＳ）」と
しても知られている）における種々の突然変異体は、例えば「Ｔｒａｎｅｌ　ａｎｄ　Ｗ
ｒｉｇｈｔ（Ｗｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２００２，　５０，　７００－７１２）」など
に記述され、さらに、米国特許第５，６０５，０１１号、米国特許第５，３７８，８２４
号、米国特許第５，１４１，８７０号及び米国特許第５，０１３，６５９号などにも記述
されているように、種々の除草剤及び除草剤の群に対する耐性を付与することが知られて
いる。スルホニル尿素耐性植物及びイミダゾリノン耐性植物の作製については、米国特許
第５，６０５，０１１号、米国特許第５，０１３，６５９号、米国特許第５，１４１，８
７０号、米国特許第５，７６７，３６１号、米国特許第５，７３１，１８０号、米国特許
第５，３０４，７３２号、米国特許第４，７６１，３７３号、米国特許第５，３３１，１
０７号、米国特許第５，９２８，９３７号及び米国特許第５，３７８，８２４号並びにＷ
Ｏ　９６／３３２７０に記述されている。別のイミダゾリノン耐性植物についても、例え
ば、ＷＯ　２００４／０４００１２、ＷＯ　２００４／１０６５２９、ＷＯ　２００５／
０２０６７３、ＷＯ　２００５／０９３０９３、ＷＯ　２００６／００７３７３、ＷＯ　
２００６／０１５３７６、ＷＯ　２００６／０２４３５１及びＷＯ　２００６／０６０６
３４などに記述されている。さらなるスルホニル尿素耐性植物及びイミダゾリノン耐性植
物は、さらにまた、例えば、ＷＯ　２００７／０２４７８２及び米国特許出願第６１／２
８８９５８号などにも記述されている。
【０２９５】
　イミダゾリノン及び／又はスルホニル尿素に対して耐性を示す別の植物は、例えば、ダ
イズに関してはＵＳ　５，０８４，０８２に記述されているように、イネに関してはＷＯ
　９７／４１２１８に記述されているように、テンサイに関してはＵＳ　５，７７３，７
０２及びＷＯ　９９／０５７９６５に記述されているように、レタスに関してはＵＳ　５
，１９８，５９９に記述されているように、又は、ヒマワリに関してはＷＯ　０１／０６
５９２２に記述されているように、誘導された突然変異誘発、当該除草剤の存在下での細
胞培養における選抜又は突然変異育種によって得ることができる。
【０２９６】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、昆虫抵抗性トランスジェニック植物、即ち、特定
の標的昆虫による攻撃に対して抵抗性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形
質転換によって得ることができるか、又は、そのような昆虫抵抗性を付与する突然変異を
含む植物を選抜することによって得ることができる。
【０２９７】
　本明細書中で使用されている場合、「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」には、以下
のものをコードするコード配列を含む少なくとも１の導入遺伝子を含む任意の植物が包含
される：
　（１）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、クリック
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モアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９８，　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ
　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ，　６２：８０７－８
１３」によって記載され、クリックモアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　（２０
０５）」によって、オンライン「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ
．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／」上で「バシルス・ツ
リンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）毒素命名法」におい
て更新された殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、Ｃｒｙタン
パク質類（Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｂ、Ｃｒｙ１Ｃ、Ｃｒｙ１Ｄ、Ｃｒｙ
１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａａ、又は、Ｃｒｙ３Ｂｂ）のタンパク質若しくはその殺
虫活性を示す一部分（例えば、ＥＰ－Ａ　１９９９１４１、及び、ＷＯ　２００７／１０
７３０２）、又は、例えば米国特許出願第１２／２４９，０１６に記載されている合成遺
伝子によってコードされているタンパク質；又は、
　（２）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する第２の別の結晶タンパク質又はその一部分の存在下において殺虫活性を示
す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）に
由来する結晶タンパク質又はその一部分、例えば、Ｃｒｙ３４結晶タンパク質とＣｒｙ３
５結晶タンパク質で構成されているバイナリートキシン（Ｎａｔ．　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏ
ｌ．　２００１，　１９，　６６８－７２；　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ．　Ｍ
ｉｃｒｏｂｉｏｌ．　２００６，　７１，　１７６５－１７７４）、又は、Ｃｒｙ１Ａ若
しくはＣｒｙ１Ｆタンパク質とＣｒｙ２Ａａ若しくはＣｒｙ２Ａｂ若しくはＣｒｙ２Ａｅ
タンパク質で構成されているバイナリートキシン（米国特許出願第１２／２１４，０２２
号、及び、ＥＰ－Ａ　２３００６１８）；又は、
　（３）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する種々の殺虫性結晶タンパク質の一部分を含む殺虫性ハイブリッドタンパク
質、例えば、上記（１）のタンパク質のハイブリッド、又は、上記（２）のタンパク質の
ハイブリッド、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ８９０３４で産生されるＣｒｙ１Ａ
．１０５タンパク質（ＷＯ　２００７／０２７７７７）；又は、
　（４）　上記（１）～（３）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化に起因して、幾つかのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ
酸で置き換えられていているもの、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ８６３若しくは
ＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ１タンパク質又はトウモロコシイベントＭＩＲ６
０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質；又は、
　（５）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する殺虫性分泌
タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅ
ｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／
ｖｉｐ．ｈｔｍｌ」において挙げられている栄養生長期殺虫性タンパク質（ｖｅｇｅｔａ
ｔｉｖｅ　ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄａｌ　ｐｒｏｔｅｉｎ）（ＶＩＰ）、例えば、ＶＩＰ３
Ａａタンパク質類のタンパク質；又は、
　（６）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する第２の分泌
タンパク質の存在下において殺虫活性を示す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃ
ｅｒｅｕｓ）に由来する分泌タンパク質、例えば、ＶＩＰ１Ａタンパク質とＶＩＰ２Ａタ
ンパク質で構成されているバイナリートキシン（ＷＯ　９４／２１７９５）；又は、
　（７）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する種々の分泌
タンパク質の一部分を含む殺虫性ハイブリッドタンパク質、例えば、上記（１）のタンパ
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ク質のハイブリッド、又は、上記（２）のタンパク質のハイブリッド；又は、
　（８）　上記（５）～（７）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化（それでも、まだ、殺虫性タンパク質をコードしている）に起因して、幾つ
かのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ酸で置き換えられていているも
の、例えば、ワタイベントＣＯＴ１０２におけるＶＩＰ３Ａａタンパク質；又は、
　（９）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する結晶タンパク質の存在下において殺虫活性を示す、バシルス・ツリンギエ
ンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する分泌タンパク質、例えば、ＶＩＰ３とＣｒｙ
１Ａ若しくはＣｒｙ１Ｆで構成されているバイナリートキシン（米国特許出願第６１／１
２６０８３号、及び、米国特許出願第６１／１９５０１９号）、又は、ＶＩＰ３タンパク
質とＣｒｙ２Ａａタンパク質若しくはＣｒｙ２Ａｂタンパク質若しくはＣｒｙ２Ａｅタン
パク質で構成されているバイナリートキシン（米国特許出願第１２／２１４，０２２号、
及び、ＥＰ－Ａ　２３００６１８）；又は、
　（１０）　上記（９）のタンパク質において、標的昆虫種に対するさらに強い殺虫活性
を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大するために、及び／又
は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導入された変化（それで
も、まだ、殺虫性タンパク質をコードしている）に起因して、幾つかのアミノ酸（特に、
１～１０のアミノ酸）が別のアミノ酸で置き換えられていているもの。
【０２９８】
　もちろん、「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書中で使用されている場
合、上記クラス（１）～（１０）のいずれか１つのタンパク質をコードする遺伝子の組合
せを含む任意の植物も包含する。一実施形態では、異なった標的昆虫種に対して異なった
タンパク質を使用した場合に影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大するために、又は、同
一の標的昆虫種に対して殺虫活性を示すが作用機序は異なっている（例えば、当該昆虫体
内の異なった受容体結合部位に結合する）異なったタンパク質を用いることによって当該
植物に対する昆虫の抵抗性の発達を遅延させるために、昆虫抵抗性植物は、上記クラス（
１）～（１０）のいずれか１つのタンパク質をコードする２つ以上の導入遺伝子を含む。
【０２９９】
　「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書中で使用されている場合、さらに
、例えばＷＯ　２００７／０８０１２６、ＷＯ　２００６／１２９２０４、ＷＯ　２００
７／０７４４０５、ＷＯ　２００７／０８０１２７及びＷＯ　２００７／０３５６５０な
どに記述されているような、植物の害虫に摂取されたときにその害虫の成長を阻害する二
本鎖ＲＮＡを発現時に産生する配列を含む少なくとも１の導入遺伝子を含む任意の植物も
包含する。
【０３００】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、非生物的ストレスに対して耐性を示す。そのよう
な植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そのようなストレス抵抗
性を付与する突然変異を含む植物を選抜することによって得ることができる。特に有用な
ストレス耐性植物としては、以下のものなどがある：
　（１）　植物細胞内又は植物内におけるポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡ
ＲＰ）遺伝子の発現及び／又は活性を低減させることが可能な導入遺伝子を含む植物（Ｗ
Ｏ　００／０４１７３、ＷＯ　／２００６／０４５６３３、ＥＰ－Ａ　１８０７５１９又
はＥＰ－Ａ　２０１８４３１に記述されている）；
　（２）　植物又は植物細胞のＰＡＲＧコード化遺伝子の発現及び／又は活性を低減させ
ることが可能なストレス耐性を強化する導入遺伝子を含む植物（例えば、ＷＯ　２００４
／０９０１４０などに記述されている）；
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　（３）　ニコチンアミダーゼ、ニコチン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ、ニコチ
ン酸モノヌクレオチドアデニルトランスフェラーゼ、ニコチンアミドアデニンジヌクレオ
チドシンテターゼ又はニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼを包含するニコ
チンアミドアデニンジヌクレオチドサルベージ合成経路の植物機能性酵素（ｐｌａｎｔ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｚｙｍｅ）をコードするストレス耐性を強化する導入遺伝子
を含む植物（例えば、ＥＰ－Ａ　１７９４３０６、ＷＯ　２００６／１３３８２７、ＷＯ
　２００７／１０７３２６、ＥＰ－Ａ　１９９９２６３又はＷＯ　２００７／１０７３２
６などに記述されている）。
【０３０１】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、収穫された生産物の改変された量、品質及び／若
しくは貯蔵安定性、並びに／又は、収穫された生産物の特定の成分の改変された特性を示
す。例えば：
　（１）　野生型の植物細胞又は植物において合成された澱粉と比較して、その物理化学
的特性〔特に、アミロース含有量若しくはアミロース／アミロペクチン比、枝分かれ度、
平均鎖長、側鎖分布、粘性挙動、ゲル化強度（ｇｅｌｌｉｎｇ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、澱
粉粒径及び／又は澱粉粒子形態〕が変えられていて、特定の用途により適した変性澱粉を
合成するトランスジェニック植物。変性澱粉を合成する該トランスジェニック植物は、例
えば、ＥＰ－Ａ　０５７１４２７、ＷＯ　９５／０４８２６、ＥＰ－Ａ　０７１９３３８
、ＷＯ　９６／１５２４８、ＷＯ　９６／１９５８１、ＷＯ　９６／２７６７４、ＷＯ　
９７／１１１８８、ＷＯ　９７／２６３６２、ＷＯ　９７／３２９８５、ＷＯ　９７／４
２３２８、ＷＯ　９７／４４４７２、ＷＯ　９７／４５５４５、ＷＯ　９８／２７２１２
、ＷＯ　９８／４０５０３、ＷＯ　９９／５８６８８、ＷＯ　９９／５８６９０、ＷＯ　
９９／５８６５４、ＷＯ　００／０８１８４、ＷＯ　００／０８１８５、ＷＯ　００／０
８１７５、ＷＯ　００／２８０５２、ＷＯ　００／７７２２９、ＷＯ　０１／１２７８２
、ＷＯ　０１／１２８２６、ＷＯ　０２／１０１０５９、ＷＯ　０３／０７１８６０、Ｗ
Ｏ　０４／０５６９９９、ＷＯ　０５／０３０９４２、ＷＯ　２００５／０３０９４１、
ＷＯ　２００５／０９５６３２、ＷＯ　２００５／０９５６１７、ＷＯ　２００５／０９
５６１９、ＷＯ　２００５／０９５６１８、ＷＯ　２００５／１２３９２７、ＷＯ　２０
０６／０１８３１９、ＷＯ　２００６／１０３１０７、ＷＯ　２００６／１０８７０２、
ＷＯ　２００７／００９８２３、ＷＯ　００／２２１４０、ＷＯ　２００６／０６３８６
２、ＷＯ　２００６／０７２６０３、ＷＯ　０２／０３４９２３、ＷＯ　２００８／０１
７５１８、ＷＯ　２００８／０８０６３０、ＷＯ　２００８／０８０６３１、ＷＯ　２０
０８／０９０００８、ＷＯ　０１／１４５６９、ＷＯ　０２／７９４１０、ＷＯ　０３／
３３５４０、ＷＯ　２００４／０７８９８３、ＷＯ　０１／１９９７５、ＷＯ　９５／２
６４０７、ＷＯ　９６／３４９６８、ＷＯ　９８／２０１４５、ＷＯ　９９／１２９５０
、ＷＯ　９９／６６０５０、ＷＯ　９９／５３０７２、ＵＳ　６，７３４，３４１、ＷＯ
　００／１１１９２、ＷＯ　９８／２２６０４、ＷＯ　９８／３２３２６、ＷＯ　０１／
９８５０９、ＷＯ　０１／９８５０９、ＷＯ　２００５／００２３５９、ＵＳ　５，８２
４，７９０、ＵＳ　６，０１３，８６１、ＷＯ　９４／０４６９３、ＷＯ　９４／０９１
４４、ＷＯ　９４／１１５２０、ＷＯ　９５／３５０２６、ＷＯ　９７／２０９３６、Ｗ
Ｏ　２０１０／０１２７９６、ＷＯ　２０１０／００３７０１に開示されている；
　（２）　非澱粉炭水化物ポリマーを合成するか又は遺伝子組換えがなされていない野生
型植物と比較して改変された特性を有する非澱粉炭水化物ポリマーを合成するトランスジ
ェニック植物。その例は、ポリフルクトース（特に、イヌリン型及びレバン型のポリフル
クトース）を産生する植物（ＥＰ－Ａ　０６６３９５６、ＷＯ　９６／０１９０４、ＷＯ
　９６／２１０２３、ＷＯ　９８／３９４６０及びＷＯ　９９／２４５９３に開示されて
いる）、α－１，４－グルカン類を産生する植物（ＷＯ　９５／３１５５３、ＵＳ　２０
０２０３１８２６、ＵＳ　６，２８４，４７９、ＵＳ　５，７１２，１０７、ＷＯ　９７
／４７８０６、ＷＯ　９７／４７８０７、ＷＯ　９７／４７８０８及びＷＯ　００／１４
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２４９に開示されている）、α－１，６－分枝　α－１，４－グルカン類を産生する植物
（ＷＯ　００／７３４２２に開示されている）、及び、アルテルナンを産生する植物（Ｗ
Ｏ　００／４７７２７、ＷＯ　００／７３４２２、ＵＳ　５，９０８，９７５及びＥＰ－
Ａ　０７２８２１３などに開示されている）である；
　（３）　ヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物（例えば、ＷＯ　２００６／
０３２５３８、ＷＯ　２００７／０３９３１４、ＷＯ　２００７／０３９３１５、ＷＯ　
２００７／０３９３１６、ＪＰ－Ａ　２００６－３０４７７９及びＷＯ　２００５／０１
２５２９などに開示されている）。
【０３０２】
　（４）　トランスジェニック植物又はハイブリッド植物、例えば、「可溶性固形物高含
有量」、「低辛味」（ＬＰ）及び／又は「長期保存」（ＬＳ）などの特性を有するタマネ
ギ（米国特許出願第１２／０２０，３６０号に記述されている）。
【０３０３】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変された繊維特性を有する植物（例え
ば、ワタ植物）である。そのよう植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、
又は、そのような改変された繊維特性を付与する突然変異を含む植物を選抜することによ
って得ることができる。そのような植物としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　改変された形態のセルロースシンターゼ遺伝子を含む植物（例えば、ワタ植物
）（ＷＯ　９８／００５４９に記述されている）；
　（ｂ）　改変された形態のｒｓｗ２相同核酸又はｒｓｗ３相同核酸を含む植物（例えば
、ワタ植物）（ＷＯ　２００４／０５３２１９に記述されている）；
　（ｃ）　スクロースリン酸シンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）
（ＷＯ　０１／１７３３３に記述されている）；
　（ｄ）　スクロースシンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ
　０２／４５４８５に記述されている）；
　（ｅ）　繊維細胞に基づいた原形質連絡のゲーティングのタイミングが（例えば、繊維
選択的β－１，３－グルカナーゼのダウンレギュレーションを介して）改変されている植
物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００５／０１７１５７に記述されているか、又は、Ｗ
Ｏ　２００９／１４３９９５に記述されている）；
　（ｆ）　反応性が（例えば、ｎｏｄＣを包含するＮ－アセチルグルコサミントランスフ
ェラーゼ遺伝子の発現及びキチンシンターゼ遺伝子の発現を介して）改変されている繊維
を有する植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００６／１３６３５１に記述されている）
。
【０３０４】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変されたオイルプロフィール特性を有
する植物（例えば、ナタネ植物又は関連するアブラナ属植物）である。そのよう植物は、
遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そのような改変されたオイル特性を
付与する突然変異を含む植物を選抜することによって得ることができる。そのような植物
としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　オレイン酸含有量が高いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例え
ば、ＵＳ　５，９６９，１６９、ＵＳ　５，８４０，９４６、ＵＳ　６，３２３，３９２
又はＵＳ　６，０６３，９４７などに記載されている）；
　（ｂ）　リノレン酸含有量が低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（ＵＳ
　６，２７０，８２８、ＵＳ　６，１６９，１９０又はＵＳ　５，９６５，７５５に記載
されている）；
　（ｃ）　飽和脂肪酸のレベルが低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例
えば、ＵＳ　５，４３４，２８３又は米国特許出願第１２／６６８３０３号などに記載さ
れている）。
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【０３０５】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変された種子脱粒特性を有する植物（
例えば、ナタネ植物又は関連するアブラナ属植物）である。そのよう植物は、遺伝的形質
転換によって得ることができるか、又は、そのような改変された種子脱粒特性を付与する
突然変異を含む植物を選抜することによって得ることができる。そのような植物としては
、種子の脱粒が遅延されているか又は低減されている植物（例えば、ナタネ植物）などが
ある（米国特許出願第６１／１３５，２３０号、ＷＯ　２００９／０６８３１３及びＷＯ
　２０１０／００６７３２に記述されている）。
【０３０６】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、翻訳後タンパク質修飾パターンが改変さ
れている植物（例えば、タバコ植物）である（例えば、ＷＯ　２０１０／１２１８１８及
びＷＯ　２０１０／１４５８４６に記載されている）。
【０３０７】
　本発明に従って処理し得る特に有用なトランスジェニック植物は、アメリカ合衆国内に
おける規制除外（ｎｏｎ－ｒｅｇｕｌａｔｅｄ　ｓｔａｔｕｓ）についてのアメリカ合衆
国農務省（ＵＳＤＡ）の動植物検疫局（ＡＰＨＩＳ）に対する申請の対象である（ここで
、そのような申請は、許可されているか又は審理中である）、形質転換イベント又は形質
転換イベントの組合せを含む植物である。いつ何時でも、この情報は、ＡＰＨＩＳ（４７
００　Ｒｉｖｅｒ　Ｒｏａｄ，　Ｒｉｖｅｒｄａｌｅ，　ＭＤ　２０７３７，ＵＳＡ）か
ら、例えば、そのインターネットサイト（ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐｈｉｓ．
ｕｓｄａ．ｇｏｖ／ｂｒｓ／ｎｏｔ＿ｒｅｇ．ｈｔｍｌ）において、容易に入手すること
ができる。本出願の出願日においてＡＰＨＩＳが審理中であるか又はＡＰＨＩＳによって
許可された規制除外に対する申請は、下記情報を含む申請であった：
－　申請：　当該申請の識別番号。形質転換イベントについての技術的な記述は、ＡＰＨ
ＩＳから（例えば、ＡＰＨＩＳのウェブサイトにおいて、該申請番号を参照することによ
って）入手可能な個々の申請書類の中に見いだすことができる。それらの記述は、参照に
よって本明細書中に組み入れる。
【０３０８】
－　申請の拡張：　拡張が請求されている、先の申請についての言及。
【０３０９】
－　会社：　当該申請を提出している事業体の名称。
【０３１０】
－　規制物：　関連する植物種。
【０３１１】
－　トランスジェニック表現型：　形質転換イベントによって植物に付与された形質。
【０３１２】
－　形質転換イベント又はライン：　規制除外が請求されている１つ又は複数のイベント
（場合により、ラインとも称される）の名称。
【０３１３】
－　ＡＰＨＩＳ文書：　ＡＰＨＩＳに請求することが可能な、申請に関してＡＰＨＩＳに
よって刊行されている種々の文書。
【０３１４】
　単一の形質転換イベント又は形質転換イベントの組合せを含む特に有用なさらなる植物
は、例えば、国又は地域のさまざまな規制機関によるデータベースに記載されている〔例
えば、「ｈｔｔｐ：／／ｇｍｏｉｎｆｏ．ｊｒｃ．ｉｔ／ｇｍｐ＿ｂｒｏｗｓｅ．ａｓｐ
ｘ」及び「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｇｂｉｏｓ．ｃｏｍ／ｄｂａｓｅ．ｐｈｐ」を参照
されたい〕。
【０３１５】
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　施用量及び施用時期
　本発明の活性成分を殺菌剤として使用する場合、その施用量は、施用の種類に応じて、
比較的広い範囲内で変えることができる。本発明の活性成分の施用量は、以下のとおりで
ある：
　・　植物の部分、例えば、葉を処理する場合：　０．１～１００００ｇ／ｈａ、好まし
くは、１０～１０００ｇ／ｈａ、さらに好ましくは、１０～８００ｇ／ｈａ、さらに一層
好ましくは、５０～３００ｇ／ｈａ（潅水又は滴下によって施用する場合、特に、ロック
ウール又はパーライトなどの不活性底土を用いる場合には、上記施用量はさらに低減させ
ることができる）；
　・　種子を処理する場合：　種子１００ｋｇ当たり２～２００ｇ、好ましくは、種子１
００ｋｇ当たり３～１５０ｇ、さらに好ましくは、種子１００ｋｇ当たり２．５～２５ｇ
、さらに一層好ましくは、種子１００ｋｇ当たり２．５～１２．５ｇ；
　・　土壌を処理する場合：　０．１～１００００ｇ／ｈａ、好ましくは、１～５０００
ｇ／ｈａ。
【０３１６】
　上記施用量は、単に例としてのものであり、本発明の目的に関して限定するものではな
い。
【０３１７】
　本発明の活性成分又は式（Ｉ）で表される化合物を含む組成物は、かくして、処理後あ
る一定の期間、上記病原体による攻撃から植物を保護するために用いることができる。保
護がもたらされる期間は、植物が該活性成分で処理されてから、一般に、１～２８日間、
好ましくは、１～１４日間、さらに好ましくは、１～１０日間、最も好ましくは、１～７
日間に及び、又は、種子処理後、最大で２００日間に及ぶ。
【０３１８】
　上記で挙げられている植物は、一般式（Ｉ）で表される化合物及び本発明の組成物を用
いて、本発明に従って特に有利に処理することができる。該活性成分又は組成物に関して
上記で示されている好ましい範囲は、これら植物の処理にも当てはまる。特に重要なのは
、本明細書中において具体的に挙げられている化合物又は組成物を用いた植物の処理であ
る。
【０３１９】
　下記実施例によって、本発明について詳細に例証する。しかしながら、本発明は、それ
ら実施例に限定されるものではない。
【実施例】
【０３２０】
　実施例
　調製実施例
式（Ｉ－３）で表される化合物の調製方法Ｍによる調製：
２－［２－（１－クロロシクロプロピル）－３－（３－クロロピリジン－４－イル）－２
－ヒドロキシプロピル］－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－チ
オン（Ｉ－３）の調製
【化２５】

【０３２１】
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　２－（１－クロロシクロプロピル）－１－（３－クロロピリジン－４－イル）－３－（
１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）プロパン－２－オール（１．５６ｇ、５ｍ
ｍｏｌ、１ｅｑ）を３０ｍＬのＴＨＦに溶解させた溶液に、－７８℃で、リチウムジイソ
プロピルアミド（４．７ｍＬ、１．５ｅｑ、６５ｍｍｏｌ、ＴＨＦ中１．６Ｍ）を添加し
た。その混合物を－７８℃で３０分間撹拌し、次いで、１０℃とした。１０℃で３０分間
撹拌した後、－１０℃で硫黄（４８１ｍｇ、１５ｍｍｏｌ、３ｅｑ）を添加し、その混合
物を周囲温度とした。その後、その混合物を－１０℃まで冷却し、飽和塩化アンモニウム
水溶液を添加する。酢酸エチルで抽出し、その溶媒を蒸発させた後、その粗製物質をシリ
カゲルカラムクロマトグラフィー（溶離液：シクロヘキサン／酢酸エチル　勾配）で精製
する。その溶媒を蒸発させた後、１ｇ（５０％）の当該生成物がオフホワイトの固体とし
て得られる。
【０３２２】
１Ｈ－ＮＭＲ（４００ＭＨｚ，ＣＤ３ＣＮ）：δ＝１１．４６（ｓ，１Ｈ），８．５３（
ｓ，１Ｈ），８．３８（ｄ，１Ｈ），７．９８（ｓ，１Ｈ），７．５３（ｄ，１Ｈ），５
．１６（ｓ，１Ｈ），４．６７（ｄ，１Ｈ），４．４８（ｄ，１Ｈ），３．４３（ｄ，１
Ｈ），３．２６（ｄ，１Ｈ），０．９０－０．７０（ｍ，４Ｈ）ｐｐｍ；
ｌｏｇＰ（ｐＨ２．７）：２．０１；
ＭＳ（ＥＳＩ）：３４４．９（［Ｍ＋Ｈ］＋）。
【０３２３】
　式（ＸＸＩ－５）で表される化合物の調製方法Ｈによる調製：
２－（１－クロロシクロプロピル）－１－（３－クロロピリジン－４－イル）－３－（１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）プロパン－２－オール（ＸＸＩ－５）の調製
【化２６】

【０３２４】
　１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（１６２ｍｇ、３ｅｑ、２．３５ｍｍｏｌ）を２．５
ｍＬのジメチルホルムアミドに溶解させた溶液に、３－クロロ－４－｛［２－（１－クロ
ロシクロプロピル）オキシラン－２－イル］メチル｝ピリジン（３００ｍｇ、０．７８ｍ
ｍｏｌ）を０．５ｍＬのジメチルホルムアミドに溶解させた溶液及び炭酸カリウム（３２
６ｍｇ、３ｅｑ、２．３５ｍｍｏｌ）を添加した。その後、５ｍｇのカリウムｔｅｒｔ－
ブチレートを添加し、その混合物を４０℃で５時間撹拌した。その後、その反応混合物を
減圧下で蒸発させ、酢酸エチルで処理した。濾過し、溶媒を蒸発させた後で、その粗製生
成物を溶離液として酢酸エチル／シクロヘキサンの混合物（１：１）を使用するシリカゲ
ルクロマトグラフィーで精製した。その溶媒を蒸発させた後、１００ｍｇ（４０％）の２
－（１－クロロシクロプロピル）－１－（３－クロロピリジン－４－イル）－３－（１Ｈ
－１，２，４－トリアゾール－１－イル）プロパン－２－オールが固体として得られた。
【０３２５】
ＭＳ（ＥＳＩ）：３１３．０（［Ｍ＋Ｈ］＋）。
【０３２６】
　式（ＸＩＩ－３）で表される中間体の調製方法Ｄによる調製：
３－クロロ－４－｛［２－（１－クロロシクロプロピル）オキシラン－２－イル］メチル
｝ピリジン（ＸＩＩ－３）の調製
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【化２７】

【０３２７】
　１．４ｍＬのジクロロメタンの中のトリメチルスルホキソニウムクロリド（３３０ｍｇ
、２ｅｑ、１．５ｍｍｏｌ）と水酸化ナトリウム（７９３ｍｇ、１２ｅｑ、Ｈ２Ｏ中４５
重量％）とヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド（３ｍｇ、０．０１ｅｑ）の混
合物を周囲温度で１０分間撹拌した。その後、１－（１－クロロシクロプロピル）－２－
（３－クロロピリジン－４－イル）エタノン（１８０ｍｇ、１ｅｑ、０．７４ｍｍｏｌ）
を添加し、その混合物を４５℃で４時間撹拌した。得られた懸濁液をジクロロメタンで希
釈し、濾過した。その濾液を蒸発させ、シリカゲルカラムクロマトグラフィー（溶離液：
シクロヘキサン／酢酸エチル　勾配）で精製した。その溶媒を蒸発させた後、７０ｍｇ（
３５％）の３－クロロ－４－｛［２－（１－クロロシクロプロピル）オキシラン－２－イ
ル］メチル｝ピリジンが無色の油状物として得られた。
【０３２８】
ＭＳ（ＥＳＩ）：２４４．０（［Ｍ＋Ｈ］＋）。
【０３２９】
　式（ＸＩＩ－３）で表される中間体の調製方法Ｆによる調製：
３－クロロ－４－｛［２－（１－クロロシクロプロピル）オキシラン－２－イル］メチル
｝ピリジン（ＸＩＩ－３）の調製

【化２８】

【０３３０】
　リチウムジイソプロピルアミドの溶液（３０ｍＬ、ＴＨＦ中２Ｍ）に、－７０℃で、ア
ルゴン下、３－クロロ－４－メチルピリジン（６．３８ｇ、１ｅｑ、５０ｍｍｏｌ）を２
５ｍＬのＴＨＦに溶解させた溶液を添加する。その混合物を、－７０℃で５分間撹拌し、
次いで、－３０℃とする。その後、その混合物を－７０℃まで冷却し、２－クロロ－１－
（１－クロロシクロプロピル）エタノン（９．１８ｇ、１．２ｅｑ、６０ｍｍｏｌ）を２
５ｍＬのＴＨＦに溶解させた溶液を添加する。次いで、その混合物を周囲温度とし、１時
間撹拌する。その後、その混合物を０℃まで冷却し、飽和塩化アンモニウム水溶液を添加
する。酢酸エチルで抽出し、その溶媒を蒸発させた後、その粗製物質をシリカゲルカラム
クロマトグラフィー（溶離液：シクロヘキサン／酢酸エチル　勾配）で精製する。その溶
媒を蒸発させた後、１０ｇ（７３％）の３－クロロ－４－｛［２－（１－クロロシクロプ
ロピル）オキシラン－２－イル］メチル｝ピリジンが無色の油状物として得られる。
【０３３１】
　式（Ｖ－３）で表される中間体の調製方法Ａによる調製：
１－（１－クロロシクロプロピル）－２－（２－クロロピリジン－３－イル）エタノン（
Ｖ－３）の調製
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【化２９】

【０３３２】
　ＴＨＦ（４０ｍＬ）の中の亜鉛（２．７２ｇ、１．５ｅｑ）の懸濁液に、アルゴン下、
２－クロロ－３－クロロメチルピリジン（２．２５ｇ、０．５ｅｑ）をＴＨＦ（１５ｍＬ
）に溶解させた溶液を滴下して加えた。次いで、その反応混合物にジブロモエタン（１０
０μＬ）を添加した後、２－クロロ－３－クロロメチルピリジン（２．２５ｇ、０．５ｅ
ｑ）をＴＨＦ（１５ｍＬ）に溶解させた溶液を添加した。その混合物を室温で１時間撹拌
した。次いで、１－クロロシクロプロピルカルボニルクロリド（３．８６ｇ、１ｅｑ）と
ジクロロビス（トリフェニルホスフィン）パラジウム（ＩＩ）（１．１７ｇ、０．０６ｅ
ｑ）をＴＨＦ（３０ｍＬ）に懸濁させた懸濁液を滴下して加え、その混合物を６５℃で４
．５時間撹拌した。次いで、その混合物を室温で撹拌し、再度、６５℃に１．５時間加熱
した。その混合物を濾過し、その濾液を水（３００ｍＬ）に注ぎ、次いで、酢酸エチル（
１００ｍＬ）を添加した。その懸濁液を濾過し、２つの層を分離させた。その水層を酢酸
エチル（２×１００ｍＬ）で抽出した。その有機相を合し、硫酸マグネシウムで脱水し、
濾過し、蒸発させた。その残渣をシリカゲルクロマトグラフィーで精製して、１－（１－
クロロシクロプロピル）－２－（２－クロロピリジン－３－イル）エタノンが黄色の油状
物（３．７９ｇ、５６％）として得られた。
【０３３３】
ＭＳ（ＥＳＩ）：２３０．０（［Ｍ＋Ｈ］＋）。
【０３３４】
　式（Ｖ－３）で表される中間体の調製方法Ｂによる調製：
１－（１－クロロシクロプロピル）－２－（２－クロロピリジン－３－イル）エタノン（
Ｖ－３）の調製

【化３０】

【０３３５】
　リチウムジイソプロピルアミド（３２ｍＬ、１．３ｅｑ、６５ｍｍｏｌ、ＴＨＦ中２Ｍ
）を４０ｍＬのＴＨＦに溶解させた溶液に、－７０℃で、アルゴン下、２－クロロ－３－
メチルピリジン（６．３８ｇ、１ｅｑ、５０ｍｍｏｌ）を１０ｍＬのＴＨＦに溶解させた
溶液を添加する。その混合物を－７０℃で１５分間撹拌し、次いで、－３０℃とする。別
のフラスコの中で、１－クロロシクロプロパンカルボン酸エチル（１１ｇ、１．５ｅｑ、
７５ｍｍｏｌ）を２５ｍのＴＨＦに溶解させた溶液を－３０℃まで冷却した。この溶液に
、前記メチルピリジン溶液を－３０℃でゆっくりと添加する。その後、その混合物を周囲
温度とし、１時間撹拌する。その後、その混合物を０℃まで冷却し、飽和塩化アンモニウ
ム水溶液を添加する。酢酸エチルで抽出し、その溶媒を蒸発させた後、その粗製物質をシ
リカゲルカラムクロマトグラフィー（溶離液：シクロヘキサン／酢酸エチル　勾配）で精
製する。その溶媒を蒸発させた後、３．１ｇ（２６％）の１－（１－クロロシクロプロピ
ル）－２－（２－クロロピリジン－３－イル）エタノンが無色の油状物として得られる。
【０３３６】
　表１、表２及び表３に記載されている本発明の代表的な化合物は、上記で記載した調製
方法と同様にして合成した。
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【０３３７】
　下記表１は、式（Ｉ）で表される化合物の例について、非限定的に例証している。
【化３１】

【表１】

【０３３８】
　下記表２は、式（ＸＸＩ）で表される化合物の例について、非限定的に例証している。
【化３２】



(75) JP 2016-522800 A 2016.8.4

10

20

30

40

【表２】
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【０３３９】
　下記表３は、式（Ｖ）で表される化合物の例について、非限定的に例証している。

【化３３】

【表３】
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【０３４０】
　下記表４は、式（ＸＩＩ）で表される化合物の例について、非限定的に例証している。

【化３４】

【表４】
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　下記表５は、式（ＸＶ）で表される化合物の例について、非限定的に例証している。
【化３５】

【表５】

【０３４２】
　表１、表２、表３，表４及び表５に関するＬｏｇＰ値の測定は、「ＥＥＣ　ｄｉｒｅｃ
ｔｉｖｅ　７９／８３１　Ａｎｎｅｘ　Ｖ．Ａ８」に従い、下記方法を用いて、逆相カラ
ムでのＨＰＬＣ（高性能液体クロマトグラフィー）によって実施した；
［ａ］　ＬＣ－ＭＳの測定は、溶離液として０．１％水性ギ酸及びアセトニトリル（０．
１％ギ酸含有）を使用し、１０％アセトニトリルから９５％アセトニトリルまでの直線勾
配で、ｐＨ２．７で実施した。
【０３４３】
［ｂ］　ＬＣ－ＭＳの測定は、溶離液として０．００１モル炭酸水素アンモニウム水溶液
を使用し、１０％アセトニトリルから９５％アセトニトリルまでの直線勾配で、ｐＨ７．
８で、実施した。
【０３４４】
　校正は、ＬｏｇＰ値が知られている直鎖アルカン－２－オン（３個～１６個の炭素原子
含有）を用いて実施した（ＬｏｇＰ値は、連続するアルカノンの間の線形補間を使用し、
保持時間を用いて測定）。ラムダマックス値は、２００ｎｍ～４００ｎｍの紫外線スペク
トル及びクロマトグラフシグナルのピーク値を用いて決定した。
【０３４５】
　１Ｈ－ＮＭＲデータ及び１Ｈ－ＮＭＲ－ピークリスト
　表１、表２、表３，表４及び表５の選択された実施例の１Ｈ－ＮＭＲデータは、古典的
な形態（ｄ－値（ｐｐｍ）、水素原子の数、多重項分裂）で記載されているか、又は、１
Ｈ－ＮＭＲ－ピークリストとして記載されている。
【０３４６】
　各シグナルピークに対する１Ｈ－ＮＭＲ－ピークリストにおいて、δ値（ｐｐｍ）及び
シグナル強度（丸括弧内）が記載されている。δ値－シグナル強度の対の間には、区切り
符合としてセミコロンが存在している。
【０３４７】
　従って、１つの例のピークリストは、以下の形態を有している：
　δ１（強度１）；δ２（強度２）；．．．．；δｉ（強度ｉ）；．．．．；δｎ（強度

ｎ）。
【０３４８】
　先鋭なシグナルの強度は、ＮＭＲスペクトルの印刷された例におけるシグナルの高さ（
ｃｍ）と相関し、シグナル強度の真の関係を示している。幅が広いシグナルからは、数種
類のピーク又は該シグナルの中央及び当該スペクトルの中の最も強いシグナルと比較した
それらの相対的強度が示され得る。
【０３４９】
　１Ｈスペクトルの化学シフトを校正するために、特にスペクトルがＤＭＳＯ中で測定さ
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を使用する。従って、ＮＭＲピークリストでは、テトラメチルシランのピークは存在し得
るが、必ずしも存在するわけではない。
【０３５０】
　１Ｈ－ＮＭＲピークリストは、古典的な１Ｈ－ＮＭＲのプリントと類似しており、従っ
て、通常、ＮＭＲの古典的な解釈で記載される全てのピークを含む。
【０３５１】
　さらに、それらは、古典的な１Ｈ－ＮＭＲのプリントのように、溶媒のシグナル、目標
化合物の立体異性体（これも、本発明の対象である）のシグナル及び／又は不純物のピー
クのシグナルも示し得る。
【０３５２】
　溶媒及び／又は水のデルタ－範囲内における化合物シグナルを示すために、溶媒の通常
のピーク（例えば、ＤＭＳＯ－Ｄ６中のＤＭＳＯのピーク）及び水のピークは、本発明者
らの１Ｈ－ＮＭＲピークリストの中に示されており、そして、通常、平均して高い強度を
有している。
【０３５３】
　目標化合物の立体異性体のピーク及び／又は不純物のピークは、通常、平均して、目標
化合物（例えば、純度＞９０％）のピークよりも低い強度を有している。
【０３５４】
　そのような立体異性体及び／又は不純物は、特定の調製方法に対して特有であり得る。
従って、それらのピークは、本発明者らの調製方法の再現性を「副産物の指紋（ｓｉｄｅ
－ｐｒｏｄｕｃｔｓ－ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔｓ）」によって認識するのに役立ち得る。
【０３５５】
　目標化合物のピークを既知方法（ＭｅｓｔｒｅＣ、ＡＣＤ－シミュレーション、さらに
、経験的に評価された期待値の使用）で計算する専門家は、必要に応じて、場合により付
加的な強度フィルターを使用して、目標化合物のピークを分離することができる。この分
離は、１Ｈ－ＮＭＲの古典的な解釈での関連するピークのピッキングに類似しているであ
ろう。
【０３５６】
　ピークリストによるＮＭＲデータの記載のさらなる詳細については、「Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ　Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅ　Ｄａｔａｂａｓｅ　Ｎｕｍｂｅｒ　５６４０２５」の刊行物
「Ｃｉｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ＮＭＲ　Ｐｅａｋｌｉｓｔ　Ｄａｔａ　ｗｉｔｈｉｎ　Ｐａ
ｔｅｎｔ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ」の中に見いだすことができる。
【０３５７】
　表１中の化合物に関する古典的な形態で記載されている１Ｈ－ＮＭＲデータ
【表６】
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　表１の化合物に関するＮＭＲ－ピークリスト
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【表７】
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　表２中の化合物に関する古典的な形態で記載されている１Ｈ－ＮＭＲデータ
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【表８】

【０３６０】
　表２中の化合物に関するＮＭＲ－ピークリスト
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【０３６１】
　表３中の化合物に関する古典的な形態で記載されている１Ｈ－ＮＭＲデータ
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【０３６２】
　表３中の化合物に関するＮＭＲ－ピークリスト
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【０３６３】
　表４中の化合物に関する古典的な形態で記載されている１Ｈ－ＮＭＲデータ

【表１２】

【０３６４】
　表４中の化合物に関するＮＭＲ－ピークリスト
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【０３６５】
　表５中の化合物に関するＮＭＲ－ピークリスト
【表１４】

【０３６６】
　使用実施例
実施例Ａ：　ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）（灰色かび病
）に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
【０３６７】
　ガーキン（ｇｈｅｒｋｉｎ）の幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴
霧することにより処理する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ
（登録商標）の水溶液のみで処理する。
【０３６８】
　２４時間経過した後、ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）の
胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する。汚染されたガーキン植
物を、１７℃、相対湿度９０％で、４～５日間インキュベートする。
【０３６９】
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　当該試験について、上記接種の４～５日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当
する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０３７０】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１８。
【０３７１】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１９、Ｉ
－２１。
【０３７２】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１３。
【０３７３】
　実施例Ｂ：　プッシニア・レコンジタ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔａ）（コ
ムギの赤さび病）に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
【０３７４】
　コムギの幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴霧することにより処理
する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の水溶液
のみで処理する。
【０３７５】
　２４時間経過した後、プッシニア・レコンジタ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔ
ａ）の胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する。汚染されたコム
ギ植物を、２０℃、相対湿度１００％で２４時間インキュベートし、次いで、２０℃、相
対湿度７０～８０％で１０日間インキュベートする。
【０３７６】
　当該試験について、上記接種の１１日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０３７７】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ
－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０３７８】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１２。
【０３７９】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－７。
【０３８０】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－１３
。
【０３８１】
　実施例Ｃ：　ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）（オオムギ
の網斑病）に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
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【０３８２】
　オオムギの幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴霧することにより処
理する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の水溶
液のみで処理する。
【０３８３】
　２４時間経過した後、ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）の
胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する。汚染されたオオムギ植
物を、２０℃、相対湿度１００％で４８時間インキュベートし、次いで、２０℃、相対湿
度７０～８０％で１２日間インキュベートする。
【０３８４】
　当該試験について、上記接種の１４日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０３８５】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０３８６】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１６、Ｉ－１８、Ｉ－１９。
【０３８７】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１７。
【０３８８】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１３。
【０３８９】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－２、Ｉ－３。
【０３９０】
　実施例Ｄ：　セプトリア・トリチシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）（コムギの
葉枯病（ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ））に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
【０３９１】
　コムギの幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴霧することにより処理
する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の水溶液
のみで処理する。
【０３９２】
　２４時間経過した後、セプトリア・トリチシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）の
胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する。汚染されたコムギ植物
を、１８℃、相対湿度１００％で７２時間インキュベートし、次いで、２０℃、相対湿度
９０％で２１日間インキュベートする。
【０３９３】
　当該試験について、上記接種の２４日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０３９４】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ
－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０３９５】
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　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－５、Ｉ－６。
【０３９６】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－８。
【０３９７】
　実施例Ｅ：　スファエロテカ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉ
ｎｅａ）（ウリ科植物のうどんこ病）に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
【０３９８】
　ガーキンの幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴霧することにより処
理する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の水溶
液のみで処理する。
【０３９９】
　２４時間経過した後、スファエロテカ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕ
ｌｉｇｉｎｅａ）の胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する。汚
染されたガーキン植物を、１８℃、相対湿度１００％で７２時間インキュベートし、次い
で、２０℃、相対湿度７０～８０％で１２日間インキュベートする。
【０４００】
　当該試験について、上記接種の１５日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４０１】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ
－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０４０２】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－８、
Ｉ－１１、Ｉ－１２、Ｉ－１３。
【０４０３】
　実施例Ｆ：　ウロミセス・アペンジクラツス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎｄｉｃｕ
ｌａｔｕｓ）（インゲンマメのさび病）に対するインビボ予防試験
　被験活性成分を、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の混合物
の中で均質化することにより調製し、次いで、水で希釈して、所望の活性物質濃度とする
。
【０４０４】
　インゲンマメの幼植物を、上記で記載したように調製した活性成分を噴霧することによ
り処理する。対照植物は、アセトン／ジメチルスルホキシド／ｔｗｅｅｎ（登録商標）の
水溶液のみで処理する。
【０４０５】
　２４時間経過した後、ウロミセス・アペンジクラツス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎ
ｄｉｃｕｌａｔｕｓ）の胞子の水性懸濁液を葉に噴霧することにより、該植物を汚染する
。汚染されたインゲンマメ植物を、２０℃、相対湿度１００％で２４時間インキュベート
し、次いで、２０℃、相対湿度７０～８０％で１０日間インキュベートする。
【０４０６】
　当該試験について、上記接種の１１日後に評価する。０％は、対照植物の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４０７】
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　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１５。
【０４０８】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１８、Ｉ
－１９、Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０４０９】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－７、
Ｉ－１１、Ｉ－１２、Ｉ－１３。
【０４１０】
　実施例Ｇ：　ブルメリア（Ｂｌｕｍｅｒｉａ）試験（オオムギ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４１１】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。
【０４１２】
　その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、ブルメリア・グラミニス　ｆ．ｓｐ．　
ホルデイ（Ｂｌｕｍｅｒｉａ　ｇｒａｍｉｎｉｓ　ｆ．ｓｐ．　ｈｏｒｄｅｉ）の胞子を
振りかける。
【０４１３】
　その植物を、温度約１８℃で相対大気湿度約８０％の温室の中に置いて、うどんこ病に
よるいぼ状隆起（ｍｉｌｄｅｗ　ｐｕｓｔｕｌｅ）の発生を促進する。
【０４１４】
　当該試験について、上記接種の７日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４１５】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４、
Ｉ－１１、Ｉ－１３、Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２１。
【０４１６】
　実施例Ｈ：　フサリウム・クルモルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）試験（
コムギ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４１７】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物にサ
ンドブラストを用いて僅かに傷をつけ、その後、該植物に、フサリウム・クルモルム（Ｆ
ｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）の分生子の懸濁液を噴霧する。
【０４１８】
　その植物を、温室内の、温度約２２℃で相対大気湿度約１００％の半透明のインキュベ
ーション室の下に置く。
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【０４１９】
　当該試験について、上記接種の５日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４２０】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－３。
【０４２１】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１３、Ｉ－１７。
【０４２２】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－４、Ｉ－１１、Ｉ－１
８、Ｉ－１９。
【０４２３】
　実施例Ｈ：　フサリウム・グラミネアルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕ
ｍ）試験（オオムギ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４２４】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。
【０４２５】
　その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物にサンドブラストを用いて僅かに傷をつけ、
その後、該植物に、フサリウム・グラミネアルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａ
ｒｕｍ）の分生子の懸濁液を噴霧する。
【０４２６】
　その植物を、温室内の、温度約２２℃で相対大気湿度約１００％の半透明のインキュベ
ーション室の下に置く。
【０４２７】
　当該試験について、上記接種の５日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４２８】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－１１
、Ｉ－１３、Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２１。
【０４２９】
　実施例Ｊ：　フサリウム・ニバレ（ｖａｒ．マジュス）（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｎｉｖａ
ｌｅ（ｖａｒ．ｍａｊｕｓ））試験（コムギ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４３０】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。
【０４３１】
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　その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物にサンドブラストを用いて僅かに傷をつけ、
その後、該植物に、フサリウム・ニバレ（ｖａｒ．マジュス）（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｎｉ
ｖａｌｅ（ｖａｒ．ｍａｊｕｓ））の分生子の懸濁液を噴霧する。
【０４３２】
　その植物を、温室内の、温度約１０℃で相対大気湿度約１００％の半透明のインキュベ
ーション室の下に置く。
【０４３３】
　当該試験について、上記接種の５日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４３４】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－２、Ｉ－３、Ｉ－４、
Ｉ－１１、Ｉ－１３、Ｉ－１５、Ｉ－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１８、Ｉ－１９、Ｉ－２０、
Ｉ－２１、Ｉ－２２。
【０４３５】
　実施例Ｋ：　レプトスファエリア・ノドルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏ
ｒｕｍ）試験（コムギ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４３６】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。
【０４３７】
　その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、レプトスファエリア・ノドルム（Ｌｅｐ
ｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）の胞子の懸濁液を噴霧する。その植物を、約２
０℃で相対大気湿度約１００％のインキュベーション室の中に４８時間置く。
【０４３８】
　その植物を、温度約２２℃で相対大気湿度約８０％の温室の中に置く。
【０４３９】
　当該試験について、上記接種の８日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４４０】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－４。
【０４４１】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－２、Ｉ－１８、Ｉ－２１。
【０４４２】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：：Ｉ－３、Ｉ－１１、Ｉ－１３、Ｉ
－１６、Ｉ－１７、Ｉ－１９。
【０４４３】
　実施例Ｌ：　ファコプソラ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ）試験（ダイズ）／予防
　　　　溶媒：　　２４．５重量部のアセトン
　　　　　　　　　２４．５重量部のジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物を上記量の溶媒及
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び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度とする。
【０４４４】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物の該調製物を記載されている
施用量で噴霧する。その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、ダイズさび病の病原で
あるファコプソラ・パキリジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）の胞子の
水性懸濁液を用いて接種し、その植物を、約２４℃で相対大気湿度９５％のインキュベー
ション室の中に光無しで２４時間置く。
【０４４５】
　その植物を、約２４℃、相対大気湿度約８０％で、昼／夜の間隔１２時間のインキュベ
ーション室の中に置く。
【０４４６】
　当該試験について、上記接種の７日後に評価する。０％は、処理されていない対照の効
力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４４７】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－１１
、Ｉ－１９、Ｉ－２１。
【０４４８】
　実施例Ｍ：　ピリクラリア・オリザエ（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）試験
（イネ）／予防
　　　　溶媒：　　　　４９重量部のＮ，Ｎ－ジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物又は活性化合物組
合せを上記量の溶媒及び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度と
する。
【０４４９】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物又は活性化合物組合せの該調
製物を記載されている施用量で噴霧する。
【０４５０】
　その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、ピリクラリア・オリザエ（Ｐｙｒｉｃｕ
ｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）の胞子の懸濁液を噴霧する。その植物を、約２５℃で相対大
気湿度約１００％のインキュベーション室の中に２５時間置く。
【０４５１】
　その植物を、温室内の、温度約２５℃で相対大気湿度約１００％の半透明のインキュベ
ーション室の下に置く。
【０４５２】
　当該試験について、上記接種の８日後に評価する。０％は、対照の効力に相当する効力
を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４５３】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、７０～７９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－２０、Ｉ－２１。
【０４５４】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、８０～８９％の生物学的効力を示した：Ｉ－１６、Ｉ－１９。
【０４５５】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度５００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１１。
【０４５６】
　実施例Ｎ：　ベンツリア（Ｖｅｎｔｕｒｉａ）試験（リンゴ）／予防
　　　　溶媒：　　２４．５重量部のアセトン
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　　　　　　　　　２４．５重量部のジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物を上記量の溶媒及
び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度とする。
【０４５７】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物の該調製物を記載されている
施用量で噴霧する。その噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、リンゴ黒星病の病原で
あるベンツリア・イナエクアリス（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）の分生子
の水性懸濁液を用いて接種し、次いで、その植物を、約２０℃で相対大気湿度１００％の
インキュベーション室の中に１日間置く。
【０４５８】
　次いで、その植物を、約２１℃で相対大気湿度約９０％の温室の中に置く。
【０４５９】
　当該試験について、上記接種の１０日後に評価する。０％は、処理されていない対照の
効力に相当する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０４６０】
　この試験において、これらの条件下、活性成分の濃度１００ｐｐｍで、本発明による以
下の化合物は、９０％以上の生物学的効力を示した：Ｉ－１、Ｉ－３、Ｉ－４、Ｉ－１１
、Ｉ－１３。
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