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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性化合物組合せであって、
（Ａ）　式（Ｉ）
【化１】

〔式中、Ｒ１及びＲ２はメチルを表し、及び、ｎは０を表す〕
で表される少なくとも１種類のジチイノ－テトラカルボキシイミド、すなわち、２，６－
ジメチル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５，６－ｃ’］ジピロール－
１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン又はその農業上許容される塩；
及び、
（Ｂ）　下記群
　（１）　（１．３）ビテルタノール、（１．５）シプロコナゾール、（１．７）ジフェ
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ノコナゾール、（１．１２）エポキシコナゾール、（１．１６）フェンヘキサミド、（１
．３０）メトコナゾール、（１．４０）プロピコナゾール、（１．４１）プロチオコナゾ
ール、（１．４６）スピロキサミン、（１．４７）テブコナゾール及び（１．５０）トリ
アジメホンからなる群から選択されるエルゴステロール合成の阻害薬
　（２）　（２．２）ビキサフェン、（２．３）ボスカリド、（２．６）フルオピラム、
（２．１０）イソピラザム［ただし、シン－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，
９ＲＳ）とアンチ－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）の混合物］、（
２．１９）ペンフルフェン、（２．２０）ペンチオピラド、（２．２１）セダキサン及び
（２．２６）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－［２’－（トリフルオロメ
チル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミドからなる群から
選択される複合体Ｉ又はＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬
　（３）　（３．２）アゾキシストロビン、（３．３）シアゾファミド、（３．６）ファ
モキサドン、（３．７）フェンアミドン、（３．８）フルオキサストロビン、（３．９）
クレソキシム－メチル、（３．１０）メトミノストロビン、（３．１２）ピコキシストロ
ビン、（３．１３）ピラクロストロビン及び（３．１７）トリフロキシストロビンからな
る群から選択される複合体ＩＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬
　（４）　（４．１）ベノミル、（４．３）ジエトフェンカルブ、（４．６）ペンシクロ
ン、（４．８）チオファネート－メチル及び（４．９）ゾキサミドからなる群から選択さ
れる有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬
　（５）　（５．３）キャプタン、（５．４）クロロタロニル、（５．６）ジチアノン、
（５．９）ホルペット、（５．１６）水酸化銅、（５．１９）マンゼブ、（５．２１）メ
チラム、（５．２３）プロピネブ及び（５．２５）チウラムからなる群から選択される多
部位に作用し得る化合物
　（６）　（７．３）シプロジニル及び（７．７）ピリメタニルからなる群から選択され
るアミノ酸及び／又はタンパク質の生合成の阻害薬
　（７）　（９．１）ベンチアバリカルブ、（９．２）ジメトモルフ、（９．４）イプロ
バリカルブ、（９．５）マンジプロパミド及び（９．１０）バリフェナレートからなる群
から選択される細胞壁合成の阻害薬
　（８）　（１０．７）イプロジオンである脂質及び膜の合成の阻害薬
　（９）　（１２．１）ベナラキシル、（１２．２）キララキシル及び（１２．１０）メ
フェノキサムからなる群から選択される核酸合成の阻害薬
　（１０）　（１３．１）フェンピクロニル、（１３．２）フルジオキソニル及び（１３
．３）キノキシフェンからなる群から選択されるシグナル伝達の阻害薬
　（１１）　（１４．２）フルアジナムである脱共役剤として作用し得る化合物
　（１２）　（１５．１）アメトクトラジン、（１５．１７）フルオピコリド、（１５．
２０）ホセチル－Ａｌ、（１５．２２）イソチアニル、（１５．２５）メトラフェノン、
（１５．５７）フルチアニル、（１５．６２）亜リン酸及びその塩、（１５．６６）｛６
－［（｛［（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール－５－イル）（フェニル）メチリデン］ア
ミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝カルバミン酸ペンチル及び（１５．８８）
１－（４－｛４－［（５Ｒ）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ
－１，２－オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１
－イル）－２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イ
ル］エタノンからなる群から選択される別の殺菌剤
から選択される少なくとも１種類のさらなる活性化合物；
を含む、前記活性化合物組合せ。
【請求項２】
　請求項１に記載の活性化合物組合せを含み、さらに、補助剤、溶媒、担体、界面活性剤
又は増量剤を含む、組成物。
【請求項３】
　作物保護において植物病原性菌類を防除する方法であって、請求項１に記載の活性化合
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物組合せ又は請求項１若しくは２に記載の組成物を、種子、植物、植物の果実、又は植物
がそこで成育しているか若しくは成育することが期待されている土壌に施用することを特
徴とする、前記方法。
【請求項４】
　植物、植物の果実、又は植物がそこで成育しているか若しくは植物をそこで成育させる
ことが意図されている土壌を処理することを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　葉の処理においては０．１～１００００ｇ／ｈａを使用し、種子の処理においては種子
１００ｋｇ当たり２～２００ｇを使用することを特徴とする、請求項３に記載の方法。
【請求項６】
　作物保護において望ましくない植物病原性菌類を防除するための、請求項１に記載の活
性化合物組合せ又は請求項１若しくは２に記載の組成物の使用。
【請求項７】
　種子、トランスジェニック植物の種子又はトランスジェニック植物を処理するための、
請求項１に記載の活性化合物組合せ又は請求項１若しくは２に記載の組成物の使用。
【請求項８】
　請求項１に記載の活性化合物組合せ又は請求項１若しくは２に記載の組成物で処理され
た、種子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、（Ａ）式（Ｉ）で表されるジチイノ－テトラカルボキシイミド及びさらなる
殺菌活性化合物（Ｂ）を含んでいる活性化合物組合せ、特に、殺菌剤組成物の範囲内に包
含される活性化合物組合せに関する。さらに、本発明は、植物又は作物の植物病原性菌類
を治療的に又は予防的に防除する方法、種子を処理するための本発明による組合せの使用
、種子を保護する方法、及び、特に、処理された種子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ジチイノ－テトラカルボキシイミド類は、それ自体、既に知られている。これらの化合
物が、駆虫薬及び殺虫剤として使用することができるということも、知られている（ｃｆ
．　ＵＳ　３，３６４，２２９）。さらに、そのようなジチイノ－テトラカルボキシイミ
ド類を殺菌剤として使用することも、知られている（ＷＯ　２０１０／０４３３１９）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第３，３６４，２２９号
【特許文献２】国際公開第２０１０／０４３３１９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　現代の作物保護組成物に課されている環境的及び経済学的な要求、例えば、作用範囲（
ｓｐｅｃｔｒｕｍ）、毒性、選択性、施用量、残留物の形成及び望ましい調製能などに関
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上記要件を満たすのに有用な新規組成物（特に、殺菌剤
）を開発することは絶えることのない課題である。本発明は、少なくとも一部の態様にお
いて上記目的を達成する活性化合物組合せ／組成物を提供する。
【０００５】
　驚くべきことに、本発明による組合せが、防除対象の植物病原体に関する作用範囲の原
理的に期待される相加的な増強をもたらすのみではなく、成分（Ａ）と成分（Ｂ）の作用
の範囲を２つのやり方で拡大する相乗効果も達成するということが見いだされた。第１に
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、同様に良好な効果を維持しながら、成分（Ａ）の施用量と成分（Ｂ）の施用量が低減さ
れる。第２に、該組合せは、その２種類の個々の化合物がそのような低い施用量範囲では
総合的に効果がないものとなった場合においてさえ、植物病原体の高度な防除を達成する
。このことは、一方では、防除可能な植物病原体の範囲を実質的に拡大することを可能と
し、他方では、使用時おける安全性を向上させることを可能とする。
【０００６】
　本発明による活性化合物組合せは、相乗的な殺菌活性に加えて、広い意味では同様に「
相乗的」と称し得る、例えば以下のような、驚くべきさらなる特性も有する：活性範囲が
、別の植物病原体にまで、例えば、植物病害の抵抗性株にまで拡大されること；活性化合
物の施用量が低減されること；当該個々の化合物が活性を示さないか又は実質的に活性を
示さないような施用量においてさえ、本発明による活性化合物組合せを用いて有害生物が
充分に防除されること；製剤中又は使用中における挙動、例えば、粉砕中、篩い分け中、
乳化中、溶解中又は分散中における挙動が有利であること；貯蔵安定性及び光安定性が改
善されていること；残留物の形成が有利であること；毒物学的又は生態毒性学的な挙動が
改善されていること；植物の特性が改善されていること、例えば、成長が向上しているこ
と、収穫量が向上していること、根茎の発達が向上していること、葉面積が大きくなって
いること、葉の緑色が改善されていること、苗条が強化されていること、必要とされる種
子が低減されていること、薬害が軽減されていること、植物の防御系が動員されているこ
と、植物との良好な適合性を有していることなど。かくして、本発明による活性化合物組
合せ又は組成物を使用することは、禾穀類の苗立ち（ｙｏｕｎｇ　ｃｅｒｅａｌ　ｓｔａ
ｎｄｓ）を健康な状態に維持するのに大きく寄与し、これにより、例えば、処理された禾
穀類種子の冬季生存数が増大し、及び、品質と収量も保障される。さらに、本発明による
活性化合物組合せは、増強された浸透移行性にも寄与し得る。たとえ当該組合せの個々の
化合物が充分な浸透移行特性を有していなくとも、本発明による活性化合物組合せは浸透
移行特性を有し得る。同様に、本発明による活性化合物組合せは、殺菌効果の向上した持
続性ももたらし得る。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　従って、本発明は、
（Ａ）　式（Ｉ）
【０００８】
【化１】

〔式中、Ｒ１及びＲ２は、同一であり、そして、メチル、エチル、ｎ－プロピル又はイソ
プロピルを表し、及び、ｎは、０又は１を表す〕
で表される少なくとも１種類のジチイノ－テトラカルボキシイミド又はその農業上許容さ
れる塩；
及び、
（Ｂ）　下記群
　（１）　エルゴステロール合成の阻害薬
　（２）　複合体Ｉ又はＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬
　（３）　複合体ＩＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬
　（４）　有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬
　（５）　多部位に作用し得る化合物
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　（６）　宿主の防御を誘発し得る化合物
　（７）　アミノ酸及び／又はタンパク質の生合成の阻害薬
　（８）　ＡＴＰ産生の阻害薬
　（９）　細胞壁合成の阻害薬
　（１０）　脂質及び膜の合成の阻害薬
　（１１）　メラニン生合成の阻害薬
　（１２）　核酸合成の阻害薬
　（１３）　シグナル伝達の阻害薬
　（１４）　脱共役剤として作用し得る化合物
　（１５）　別の殺菌剤
から選択される少なくとも１種類のさらなる活性化合物；
を含んでいる組合せを提供する。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　好ましいのは、以下のものからなる群から選択される式（Ｉ）で表される少なくとも１
種類の化合物を含んでいる組合せである：
　（Ｉ－１）　２，６－ジメチル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５，
６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン（即ち、Ｒ１＝Ｒ２＝
メチル、ｎ＝０）；
　（Ｉ－２）　２，６－ジエチル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５，
６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン（即ち、Ｒ１＝Ｒ２＝
エチル、ｎ＝０）；
　（Ｉ－３）　２，６－ジプロピル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５
，６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン（即ち、Ｒ１＝Ｒ２

＝プロピル、ｎ＝０）；
　（Ｉ－４）　２，６－ジイソプロピル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ
：５，６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン（即ち、Ｒ１＝
Ｒ２＝イソプロピル、ｎ＝０）；
　（Ｉ－５）　２，６－ジメチル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５，
６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン　４－オキシド（即ち
、Ｒ１＝Ｒ２＝メチル、ｎ＝１）。
【００１０】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１）］：（１．１）アルジモルフ（１７０４－２８
－５）、（１．２）アザコナゾール（６０２０７－３１－０）、（１．３）ビテルタノー
ル（５５１７９－３１－２）、（１．４）ブロムコナゾール（１１６２５５－４８－２）
、（１．５）シプロコナゾール（１１３０９６－９９－４）、（１．６）ジクロブトラゾ
ール（７５７３６－３３－３）、（１．７）ジフェノコナゾール（１１９４４６－６８－
３）、（１．８）ジニコナゾール（８３６５７－２４－３）、（１．９）ジニコナゾール
－Ｍ（８３６５７－１８－５）、（１．１０）ドデモルフ（１５９３－７７－７）、（１
．１１）酢酸ドデモルフ（３１７１７－８７－０）、（１．１２）エポキシコナゾール（
１０６３２５－０８－０）、（１．１３）エタコナゾール（６０２０７－９３－４）、（
１．１４）フェナリモール（６０１６８－８８－９）、（１．１５）フェンブコナゾール
（１１４３６９－４３－６）、（１．１６）フェンヘキサミド（１２６８３３－１７－８
）、（１．１７）フェンプロピジン（６７３０６－００－７）、（１．１８）フェンプロ
ピモルフ（６７３０６－０３－０）、（１．１９）フルキンコナゾール（１３６４２６－
５４－５）、（１．２０）フルルプリミドール（５６４２５－９１－３）、（１．２１）
フルシラゾール（８５５０９－１９－９）、（１．２２）フルトリアホール（７６６７４
－２１－０）、（１．２３）フルコナゾール（１１２８３９－３３－５）、（１．２４）
フルコナゾール－シス（１１２８３９－３２－４）、（１．２５）ヘキサコナゾール（７
９９８３－７１－４）、（１．２６）イマザリル（６０５３４－８０－７）、（１．２７
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）硫酸イマザリル（５８５９４－７２－２）、（１．２８）イミベンコナゾール（８６５
９８－９２－７）、（１．２９）イプコナゾール（１２５２２５－２８－７）、（１．３
０）メトコナゾール（１２５１１６－２３－６）、（１．３１）ミクロブタニル（８８６
７１－８９－０）、（１．３２）ナフチフィン（６５４７２－８８－０）、（１．３３）
ヌアリモール（６３２８４－７１－９）、（１．３４）オキシポコナゾール（１７４２１
２－１２－５）、（１．３５）パクロブトラゾール（７６７３８－６２－０）、（１．３
６）ペフラゾエート（１０１９０３－３０－４）、（１．３７）ペンコナゾール（６６２
４６－８８－６）、（１．３８）ピペラリン（３４７８－９４－２）、（１．３９）プロ
クロラズ（６７７４７－０９－５）、（１．４０）プロピコナゾール（６０２０７－９０
－１）、（１．４１）プロチオコナゾール（１７８９２８－７０－６）、（１．４２）ピ
リブチカルブ（８８６７８－６７－５）、（１．４３）ピリフェノックス（８８２８３－
４１－４）、（１．４４）キンコナゾール（１０３９７０－７５－８）、（１．４５）シ
メコナゾール（１４９５０８－９０－７）、（１．４６）スピロキサミン（１１８１３４
－３０－８）、（１．４７）テブコナゾール（１０７５３４－９６－３）、（１．４８）
テルビナフィン（９１１６１－７１－６）、（１．４９）テトラコナゾール（１１２２８
１－７７－３）、（１．５０）トリアジメホン（４３１２１－４３－３）、（１．５１）
トリアジメノール（８９４８２－１７－７）、（１．５２）トリデモルフ（８１４１２－
４３－３）、（１．５３）トリフルミゾール（６８６９４－１１－１）、（１．５４）ト
リホリン（２６６４４－４６－２）、（１．５５）トリチコナゾール（１３１９８３－７
２－７）、（１．５６）ウニコナゾール（８３６５７－２２－１）、（１．５７）ビニコ
ナゾール（７７１７４－６６－４）、（１．５８）１－（４－クロロフェニル）－２－（
１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）シクロヘプタノール（１２９５８６－３２
－９）、（１．５９）１－（２，２－ジメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－１
－イル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボン酸メチル、（１．６０）Ｏ－｛１－［（４
－メトキシフェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピル｝－１Ｈ－イミダゾール－
１－カルボチオエート（１１１２２６－７１－２）、（１．６１）Ｎ－エチル－Ｎ－メチ
ル－Ｎ’－｛２－メチル－５－（ジフルオロメチル）－４－［３－（トリメチルシリル）
プロポキシ］フェニル｝－イミドホルムアミド、（１．６２）Ｎ－エチル－Ｎ－メチル－
Ｎ’－｛２－メチル－５－（トリフルオロメチル）－４－［３－（トリメチル－シリル）
プロポキシ］フェニル｝－イミドホルムアミド、（１．６３）ボリコナゾール（１３７２
３４－６２－９）：
からなる群から選択されるエルゴステロール合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００１１】
　特に好ましいのは、（１．３）ビテルタノール、（１．１２）エポキシコナゾール、（
１．１６）フェンヘキサミド、（１．１７）フェンプロピジン、（１．１８）フェンプロ
ピモルフ、（１．１９）フルキンコナゾール、（１．３０）メトコナゾール、（１．４１
）プロチオコナゾール、（１．４６）スピロキサミン、（１．４７）テブコナゾール及び
（１．５１）トリアジメノールからなる群から選択されるエルゴステロール合成の阻害薬
を含んでいる組合せである。
【００１２】
　好ましいのは、さらにまた、［群（２）］：（２．１）ジフルメトリム（１３０３３９
－０７－０）、（２．２）ビキサフェン（５８１８０９－４６－０３）、（２．３）ボス
カリド（１８８４２５－８５－６）、（２．４）カルボキシン（５２３４－６８－４）、
（２．５）フェンフラム（２４６９１－８０－３）、（２．６）フルオピラム（６５８０
６６－３５－４）、（２．７）フルトラニル（６６３３２－９６－５）、（２．８）フラ
メトピル（１２３５７２－８８－３）、（２．９）フルメシクロックス（６０５６８－０
５－０）、（２．１０）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ
，９ＲＳ）とアンチ－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）の混合物）（
８８１６８５－５８－１）、（２．１１）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物
　１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、（２．１２）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオ



(7) JP 5764129 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

マー　１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、（２．１３）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマ
ー　１Ｓ，４Ｒ，９Ｓ）、（２．１４）イソピラザム（アンチ－エピマー性ラセミ化合物
　１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）、（２．１５）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチ
オマー　１Ｒ，４Ｓ，９Ｓ）、（２．１６）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチ
オマー　１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、（２．１７）メプロニル（５５８１４－４１－０）、（２
．１８）オキシカルボキシン（５２５９－８８－１）、（２．１９）ペンフルフェン（４
９４７９３－６７－８）、（２．２０）ペンチオピラド（１８３６７５－８２－３）、（
２．２１）セダキサン（８７４９６７－６７－６）、（２．２２）チフルザミド（１３０
０００－４０－７）、（２．２３）１－メチル－Ｎ－［２－（１，１，２，２－テトラフ
ルオロエトキシ）フェニル］－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カ
ルボキサミド、（２．２４）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［２－（１，
１，２，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサ
ミド、（２．２５）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４－フルオロ－２－（１，１，２
，３，３，３－ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール
－４－カルボキサミド、（２．２６）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－［
２’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボ
キサミド、（２．２７）Ｎ－（４’－クロロビフェニル－２－イル）－３－（ジフルオロ
メチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（２．２８）Ｎ－（２
’，４’－ジクロロビフェニル－２－イル）－３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－
１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（２．２９）３－（ジフルオロメチル）－１－
メチル－Ｎ－［４’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾー
ル－４－カルボキサミド、（２．３０）Ｎ－（２’，５’－ジフルオロビフェニル－２－
イル）－１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサ
ミド、（２．３１）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－（４’－プロパ－１－
イン－１－イルビフェニル－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ
　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．３２）５－フルオロ－１，３－ジ
メチル－Ｎ－（４’－プロパ－１－イン－１－イルビフェニル－２－イル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２
．３３）２－クロロ－Ｎ－（４’－プロパ－１－イン－１－イルビフェニル－２－イル）
ニコチンアミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．３４）３－
（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４’－（３，３－ジメチルブタ－１－イン－１－イル）ビ
フェニル－２－イル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２
００４／０５８７２３から知られている）、（２．３５）Ｎ－［４’－（３，３－ジメチ
ルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－５－フルオロ－１，３－ジメチ
ル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られ
ている）、（２．３６）Ｎ－［４’－（エチニルビフェニル－２－イル］－３－（ジフル
オロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／
０５８７２３から知られている）、（２．３７）Ｎ－（４’－エチニルビフェニル－２－
イル）－５－フルオロ－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（Ｗ
Ｏ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．３８）２－クロロ－Ｎ－（４’
－エチニルビフェニル－２－イル）－ニコチンアミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３か
ら知られている）、（２．３９）２－クロロ－Ｎ－［４’－（３，３－ジメチルブタ－１
－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－ニコチンアミド（ＷＯ　２００４／０５８
７２３から知られている）、（２．４０）４－（ジフルオロメチル）－２－メチル－Ｎ－
［４’－（トリフルオロメチル）－１，１’－ビフェニル－２－イル］－１，３－チアゾ
ール－５－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．
４１）５－フルオロ－Ｎ－［４’－（３－ヒドロキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－
イル）ビフェニル－２－イル］－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサ
ミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．４２）２－クロロ－Ｎ
－［４’－（３－ヒドロキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－
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イル］－ニコチンアミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．４
３）３－ジフルオロメチル－Ｎ－［４’－（３－メトキシ－３－メチルブタ－１－イン－
１－イル）ビフェニル－２－イル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミ
ド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から知られている）、（２．４４）５－フルオロ－Ｎ
－［４’－（３－メトキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イ
ル］－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０
５８７２３から知られている）、（２．４５）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－
Ｎ－（３’，４’，５’－トリフルオロビフェニル－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４
－カルボキサミド、（２．４６）２－クロロ－Ｎ－［４’－（３－メトキシ－３－メチル
ブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－ニコチンアミド（ＷＯ　２００４
／０５８７２３から知られている）、及び、それらの塩：
からなる群から選択される複合体Ｉ又はＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬を含んでいる組合せ
である。
【００１３】
　特に好ましいのは、（２．２）ビキサフェン、（２．３）ボスカリド、（２．４）カル
ボキシン、（２．６）フルオピラム、（２．１０）イソピラザム（シン－エピマー性ラセ
ミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）とアンチ－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４Ｓ
Ｒ，９ＳＲ）の混合物）、（２．１１）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物　
１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、（２．１２）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマ
ー　１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、（２．１３）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマー
　１Ｓ，４Ｒ，９Ｓ）、（２．１４）イソピラザム（アンチ－エピマー性ラセミ化合物　
１ＲＳ、４ＳＲ、９ＳＲ）、（２．１５）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチオ
マー　１Ｒ，４Ｓ，９Ｓ）、（２．１６）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチオ
マー　１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、、（２．１９）ペンフルフェン、（２．２０）ペンチオピラ
ド、（２．２１）セダキサン、（２．２６）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－
Ｎ－［２’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－
カルボキサミドからなる群から選択される複合体Ｉ又はＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬を含
んでいる組合せである。
【００１４】
　好ましいのは、さらにまた、［群（３）］：（３．１）アミスルブロム（３４８６３５
－８７－０）、（３．２）アゾキシストロビン（１３１８６０－３３－８）、（３．３）
シアゾファミド（１２０１１６－８８－３）、（３．４）ジモキシストロビン（１４１６
００－５２－４）、（３．５）エネストロブリン（ｅｎｅｓｔｒｏｂｕｒｉｎ）（２３８
４１０－１１－２）、（３．６）ファモキサドン（１３１８０７－５７－３）、（３．７
）フェンアミドン（１６１３２６－３４－７）、（３．８）フルオキサストロビン（３６
１３７７－２９－９）、（３．９）クレソキシム－メチル（１４３３９０－８９－０）、
（３．１０）メトミノストロビン（１３３４０８－５０－１）、（３．１１）オリサスト
ロビン（１８９８９２－６９－１）、（３．１２）ピコキシストロビン（１１７４２８－
２２－５）、（３．１３）ピラクロストロビン（１７５０１３－１８－０）、（３．１４
）ピラメトストロビン（ｐｙｒａｍｅｔｏｓｔｒｏｂｉｎ）（９１５４１０－７０－７）
、（３．１５）ピラオキシストロビン（ｐｙｒａｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８６２５８８
－１１－２）、（３．１６）ピリベンカルブ（７９９２４７－５２－２）、（３．１７）
トリフロキシストロビン（１４１５１７－２１－７）、（３．１８）５－メトキシ－２－
メチル－４－（２－｛［（｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エ
チリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－１，２，４
－トリアゾール－３－オン、（３．１９）（２Ｅ）－２－（２－｛［６－（３－クロロ－
２－メチル－フェノキシ）－５－フルオロ－４－ピリミジニル］オキシ｝フェニル）－２
－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルエタンアミド、（３．２０）２－クロロ－Ｎ－（１，
１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）－ピリジン－３－
カルボキサミド（１１９８９９－１４－８）、（３．２１）（２Ｅ）－２－（メトキシイ
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ミノ）－Ｎ－メチル－２－（２－｛［（｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）
フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝－フェニル）エタンアミド、（３．２
２）Ｎ－（３－エチル－３，５，５－トリメチルシクロヘキシル）－３－（ホルミルアミ
ノ）－２－ヒドロキシ－ベンズアミド（２２６５５１－２１－９）、（３．２３）（２Ｅ
）－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチル－２－｛２－［（Ｅ）－（｛１－［３－（トリ
フルオロメチル）フェニル］エトキシ｝イミノ）メチル］フェニル｝エタンアミド（３２
６８９６－２８－０）、（３．２４）（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（２Ｅ，３Ｅ）－４
－（２，６－ジクロロフェニル）ブタ－３－エン－２－イリデン］アミノ｝オキシ）メチ
ル］フェニル｝－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルエタンアミド（ＷＯ　０２／１２
１７２から知られている）、（３．２５）（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（１Ｅ）－１－
（３－｛［（Ｅ）－１－フルオロ－２－フェニルビニル］オキシ｝フェニル）エチリデン
］アミノ｝オキシ）メチル］フェニル｝－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルアセトア
ミド、（３．２６）（２Ｅ）－２－｛２－［（｛シクロプロピル［（４－メトキシフェニ
ル）イミノ］メチル｝チオ）メチル］フェニル｝－３－メトキシアクリル酸メチル、及び
、それらの塩：
からなる群から選択される複合体ＩＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬を含んでいる組合せであ
る。
【００１５】
　特に好ましいのは、（３．２）アゾキシストロビン、（３．３）シアゾファミド、（３
．４）ジモキシストロビン、（３．７）フェンアミドン、（３．８）フルオキサストロビ
ン、（２．９）クレソキシム－メチル、（３．１０）メトミノストロビン、（３．１２）
ピコキシストロビン、（３．１３）ピラクロストロビン、（３．１４）ピラメトストロビ
ン（ｐｙｒａｍｅｔｏｓｔｒｏｂｉｎ）、（３．１５）ピラオキシストロビン（ｐｙｒａ
ｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、（３．１７）トリフロキシストロビン及びそれらの塩からなる
群から選択される複合体ＩＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００１６】
　好ましいのは、さらにまた、［群（４）］：（４．１）ベノミル（１７８０４－３５－
２）、（４．２）カルベンダジム（１０６０５－２１－７）、（４．３）ジエトフェンカ
ルブ（８７１３０－２０－９）、（４．４）エタボキサム（１６２６５０－７７－３）、
（４．５）フベリダゾール（３８７８－１９－１）、（４．６）ペンシクロン（６６０６
３－０５－６）、（４．７）チアベンダゾール（１４８－７９－８）、（４．８）チオフ
ァネート－メチル（２３５６４－０５－８）、（４．９）ゾキサミド（１５６０５２－６
８－５）、及び、（４．１０）５－クロロ－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）
－７－（４－メチルピペリジン－１－イル）［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピ
リミジン（２１４７０６－５３－３）：
からなる群から選択される有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００１７】
　特に好ましいのは、（４．２）カルベンダジム、（４．９）ゾキサミド及び（４．１０
）５－クロロ－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）－７－（４－メチルピペリジ
ン－１－イル）［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジンからなる群から選択
される有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００１８】
　好ましいのは、さらにまた、［群（５）］：（５．１）ボルドー液（８０１１－６３－
０）、（５．２）カプタホール（２４２５－０６－１）、（５．３）キャプタン（１３３
－０６－２）、（５．４）クロロタロニル（１８９７－４５－６）、（５．５）ジクロフ
ルアニド（１０８５－９８－９）、（５．６）ジチアノン（３３４７－２２－６）、（５
．７）ドジン、（５．８）ファーバム（１４４８４－６４－１）、（５．９）ホルペット
（１３３－０７－３）、（５．１０）グアザチン、（５．１１）イミノクタジン（１３５
１６－２７－３）、（５．１２）イミノクタジン三酢酸塩（５７５２０－１７－９）、（
５．１３）イミノクタジン三アルベシル酸塩（１６９２０２－０６－６）、（５．１４）
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酸化銅（１３１７－３９－１）、（５．１５）塩基性塩化銅（１３３２－４０－７）、（
５．１６）水酸化銅（２０４２７－５９－２）、（５．１７）硫酸銅（７７５８－９８－
７）、（５．１８）マンカッパー（５３９８８－９３－５）、（５．１９）マンゼブ、（
５．２０）マンネブ、（５．２１）メチラム、（５．２２）オキシン銅（１０３８０－２
８－６）、（５．２３）プロピネブ（１２０７１－８３－９）、（５．２４）硫黄及び硫
黄剤、例えば、多硫化カルシウム、（５．２５）チウラム（１３７－２６－８）、（５．
２６）トリルフルアニド（７３１－２７－１）、（５．２７）ジネブ、（５．２８）ジラ
ム（１３７－３０－４）、（５．２９）ナフテン酸銅（１３３８－０２－９）、（５．３
０）ドジン遊離塩基、（５．３１）フルオロホルペット（７１９－９６－０）、（５．３
２）酢酸グアザチン、（５．３３）メチラム亜鉛（ｍｅｔｉｒａｍ　ｚｉｎｃ）、（５．
３４）プロパミジン（ｐｒｏｐａｍｉｄｉｎｅ）（１０４－３２－５）、及び、それらの
塩：
からなる群から選択される多部位に作用し得る化合物を含んでいる組合せである。
【００１９】
　特に好ましいのは、（５．４）クロロタロニル、（５．１０）グアザチン及び（５．２
３）プロピネブからなる群から選択される多部位に作用し得る化合物を含んでいる組合せ
である。
【００２０】
　好ましいのは、さらにまた、［群（６）］：（６．１）アシベンゾラル－Ｓ－メチル（
１３５１５８－５４－２）、（６．２）プロベナゾール（２７６０５－７６－１）、（６
．３）チアジニル（２２３５８０－５１－６）：
からなる群から選択される宿主の防御を誘発し得る化合物を含んでいる組合せである。
【００２１】
　好ましいのは、さらにまた、［群（７）］：（７．１）アンドプリム（ａｎｄｏｐｒｉ
ｍ）（２３９５１－８５－１）、（７．２）ブラストサイジン－Ｓ（２０７９－００－７
）、（７．３）シプロジニル（１２１５５２－６１－２）、（７．４）カスガマイシン（
６９８０－１８－３）、（７．５）カスガマイシン塩酸塩水和物（１９４０８－４６－９
）、（７．６）メパニピリム（１１０２３５－４７－７）、（７．７）ピリメタニル（５
３１１２－２８－０）：
からなる群から選択されるアミノ酸及び／又はタンパク質の生合成の阻害薬を含んでいる
組合せである。
【００２２】
　特に好ましいのは、（７．３）シプロジニル、（７．６）メパニピリム、（７．７）ピ
リメタニルからなる群から選択されるアミノ酸及び／又はタンパク質の生合成の阻害薬を
含んでいる組合せである。
【００２３】
　好ましいのは、さらにまた、［群（８）］：（８．１）酢酸トリフェニルスズ（９００
－９５－８）、（８．２）水酸化トリフェニルスズ（７６－８７－９）、（８．３）シル
チオファム（１７５２１７－２０－６）：
からなる群から選択されるＡＴＰ産生の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００２４】
　特に好ましいのは、（８．３）シルチオファムであるＡＴＰ産生の阻害薬を含んでいる
組合せである。
【００２５】
　好ましいのは、さらにまた、［群（９）］：（９．１）ベンチアバリカルブ（１７７４
０６－６８－７）、（９．２）ジメトモルフ（１１０４８８－７０－５）、（９．３）フ
ルモルフ（２１１８６７－４７－９）、（９．４）イプロバリカルブ（１４０９２３－１
７－７）、（９．５）マンジプロパミド（３７４７２６－６２－２）、（９．６）ポリオ
キシン、（９．７）ポリオキソリム、（９．８）プロチオカルブ、（９．９）バリダマイ
シンＡ（３７２４８－４７－８）、（９．１０）バリフェナレート（２８３１５９－９０
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－０）、（９．１１）Ｎ－［２－（４－｛［３－（４－クロロフェニル）プロパ－２－イ
ン－１－イル］オキシ｝－３－メトキシフェニル）エチル］－Ｎ２－（メチルスルホニル
）バリンアミド（２２０７０６－９３－４）：
からなる群から選択される細胞壁合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００２６】
　特に好ましいのは、（９．１）ベンチアバリカルブ、（９．４）イプロバリカルブ、（
９．５）マンジプロパミド、（９．１０）バリフェナレートからなる群から選択される細
胞壁合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００２７】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１０）］：（１０．１）ビフェニル（９２－５２－
４）、（１０．２）クロゾリネート（８４３３２－８６－５）、（１０．３）エジフェン
ホス（１７１０９－４９－８）、（１０．４）エトリジアゾール（２５９３－１５－９）
、（１０．５）ヨードカルブ（ｉｏｄｏｃａｒｂ）（５５４０６－５３－６）、（１０．
６）イプロベンホス（２６０８７－４７－８）、（１０．７）イプロジオン（３６７３４
－１９－７）、（１０．８）イソプロチオラン（５０５１２－３５－１）、（１０．９）
プロシミドン（３２８０９－１６－８）、（１０．１０）プロパモカルブ（２５６０６－
４１－１）、（１０．１１）プロパモカルブ塩酸塩（２５６０６－４１－１）、（１０．
１２）ピラゾホス（１３４５７－１８－６）、（１０．１３）トルクロホス－メチル（５
７０１８－０４－９）、（１０．１４）ビンクロゾリン（５０４７１－４４－８）：
からなる群から選択される脂質及び膜の合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００２８】
　特に好ましいのは、（１０．７）イプロジオン、（１０．９）プロシミドン、（１０．
１０）プロパモカルブ、（１０．１１）プロパモカルブ塩酸塩からなる群から選択される
脂質及び膜の合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００２９】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１１）］：（１１．１）カルプロパミド（１０４０
３０－５４－８）、（１１．２）ジクロシメット（１３９９２０－３２－４）、（１１．
３）フェノキサニル（１１５８５２－４８－７）、（１１．４）フタリド（２７３５５－
２２－２）、（１１．５）ピロキロン（５７３６９－３２－１）、（１１．６）トリシク
ラゾール（４１８１４－７８－２）：
からなる群から選択されるメラニン生合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００３０】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１２）］：（１２．１）ベナラキシル（７１６２６
－１１－４）、（１２．２）ベナラキシル－Ｍ（キララキシル）（９８２４３－８３－５
）、（１２．３）ブピリメート（４１４８３－４３－６）、（１２．４）クロジラコン（
６７９３２－８５－８）、（１２．５）ジメチリモール（５２２１－５３－４）、（１２
．６）エチリモール（２３９４７－６０－６）、（１２．７）フララキシル（５７６４６
－３０－７）、（１２．８）ヒメキサゾール（１０００４－４４－１）、（１２．９）メ
タラキシル（５７８３７－１９－１）、（１２．１０）メタラキシル－Ｍ（メフェノキサ
ム）（７０６３０－１７－０）、（１２．１１）オフラセ（５８８１０－４８－３）、（
１２．１２）オキサジキシル（７７７３２－０９－３）、（１２．１３）オキソリン酸（
１４６９８－２９－４）：
からなる群から選択される核酸合成の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００３１】
　特に好ましいのは、（１２．１）ベナラキシル、（１２．２）ベナラキシル－Ｍ（キラ
ラキシル）、（１２．９）メタラキシル（５７８３７－１９－１）、（１２．１０）メタ
ラキシル－Ｍ（メフェノキサム）からなる群から選択される核酸合成の阻害薬を含んでい
る組合せである。
【００３２】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１３）］：（１３．１）フェンピクロニル（７４７
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３８－１７－３）、（１３．２）フルジオキソニル（１３１３４１－８６－１）、（１３
．３）キノキシフェン（１２４４９５－１８－７）：
からなる群から選択されるシグナル伝達の阻害薬を含んでいる組合せである。
【００３３】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１４）］：（１４．１）ジノカップ（１３１－７２
－６）、（１４．２）フルアジナム（７９６２２－５９－６）、（１４．３）メプチルジ
ノカップ（１３１－７２－６）、（１４．４）ビナパクリル（４８５－３１－４）：
からなる群から選択される脱共役剤として作用し得る化合物を含んでいる組合せである。
【００３４】
　好ましいのは、さらにまた、［群（１５）］：（１５．１）アメトクトラジン（８６５
３１８－９７－４）、（１５．２）ベンチアゾール（２１５６４－１７－０）、（１５．
３）ベトキサジン（１６３２６９－３０－５）、（１５．４）カルボン（９９－４９－０
）、（１５．５）キノメチオネート（２４３９－０１－２）、（１５．６）シフルフェナ
ミド（１８０４０９－６０－３）、（１５．７）シモキサニル（５７９６６－９５－７）
、（１５．８）ダゾメット（５３３－７４－４）、（１５．９）デバカルブ（６２７３２
－９１－６）、（１５．１０）ジクロロフェン（９７－２３－４）、（１５．１１）ジク
ロメジン（６２８６５－３６－５）、（１５．１２）ジクロラン（９９－３０－９）、（
１５．１３）ジフェンゾコート（４３２２２－４８－６）、（１５．１４）ジフェニルア
ミン（１２２－３９－４）、（１５．１５）フェリムゾン（８９２６９－６４－７）、（
１５．１６）フルメトベル（１５４０２５－０４－４）、（１５．１７）フルオピコリド
（２３９１１０－１５－７）、（１５．１８）フルオルイミド（４１２０５－２１－４）
、（１５．１９）フルスルファミド（１０６９１７－５２－６）、（１５．２０）ホセチ
ル－Ａｌ、（１５．２１）ヘキサクロロベンゼン（１１８－７４－１）、（１５．２２）
イソチアニル（２２４０４９－０４－１）、（１５．２３）メタスルホカルブ（６６９５
２－４９－６）、（１５．２４）イソチオシアン酸メチル（５５６－６１－６）、（１５
．２５）メトラフェノン（２２０８９９－０３－６）、（１５．２６）ニトロタル－イソ
プロピル（１０５５２－７４－６）、（１５．２７）オクチリノン（２６５３０－２０－
１）、（１５．２８）オキシフェンチイン（ｏｘｙｆｅｎｔｈｉｉｎ）（３４４０７－８
７－９）、（１５．２９）プロパモカルブ－ホセチレート（ｐｒｏｐａｍｏｃａｒｂ－ｆ
ｏｓｅｔｙｌａｔｅ）、（１５．３０）プロキナジド（１８９２７８－１２－４）、（１
５．３１）ピロールニトリン（１０１８－７１－９）、（１５．３２）キントゼン（８２
－６８－８）、（１５．３３）テクロフタラム（７６２８０－９１－６）、（１５．３４
）テクナゼン（１１７－１８－０）、（１５．３５）トリアゾキシド（７２４５９－５８
－６）、（１５．３６）トリクラミド（７０１９３－２１－４）、（１５．３７）ザリラ
ミド（８４５２７－５１－５）、（１５．３８）８－ヒドロキシキノリンスルフェート（
１３４－３１－６）、（１５．３９）２，３，５，６－テトラクロロ－４－（メチルスル
ホニル）ピリジン（１３１０８－５２－６）、（１５．４０）３，４，５－トリクロロピ
リジン－２，６－ジカルボニトリル（１７８２４－８５－０）、（１５．４１）３－［５
－（４－クロロフェニル）－２，３－ジメチルイソオキサゾリジン－３－イル］ピリジン
、（１５．４２）Ｎ－（４－クロロ－２－ニトロフェニル）－Ｎ－エチル－４－メチルベ
ンゼンスルホンアミド（３０４９１１－９８－６）、（１５．４３）２－ブトキシ－６－
ヨード－３－プロピル－ベンゾピラン－４－オン、（１５．４４）Ｎ－［１－（５－ブロ
モ－３－クロロピリジン－２－イル）エチル］－２，４－ジクロロニコチンアミド、（１
５．４５）Ｎ－［（５－ブロモ－３－クロロピリジン－２－イル）メチル］－２，４－ジ
クロロニコチンアミド、（１５．４６）Ｎ－［１－（５－ブロモ－３－クロロピリジン－
２－イル）エチル］－２－フルオロ－４－ヨードニコチンアミド、（１５．４７）Ｎ－（
４－クロロベンジル）－３－［３－メトキシ－４－（プロパ－２－イン－１－イルオキシ
）フェニル］プロパンアミド、（１５．４８）Ｎ－［（４－クロロフェニル）（シアノ）
メチル］－３－［３－メトキシ－４－（プロパ－２－イン－１－イルオキシ）フェニル］
プロパンアミド、（１５．４９）Ｓ－アリル－５－アミノ－２－イソプロピル－４－（２
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－メチルフェニル）－３－オキソ－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピラゾール－１－カルボチ
オエート、（１５．５０）２，３－ジブチル－６－クロロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジ
ン－４（３Ｈ）－オン（２２１４５１－５８－７）、（１５．５１）（２Ｚ）－３－アミ
ノ－２－シアノ－３－フェニルプロパ－２－エン酸エチル、（１５．５２）５－アミノ－
１，３，４－チアジアゾール－２－チオール、（１５．５３）１－［（４－メトキシフェ
ノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピル　１Ｈ－イミダゾール－１－カルボキシレ
ート、（１５．５４）３－クロロ－５－（４－クロロフェニル）－４－（２，６－ジフル
オロフェニル）－６－メチルピリダジン、（１５．５５）４－（４－クロロフェニル）－
５－（２，６－ジフルオロフェニル）－３，６－ジメチルピリダジン、（１５．５６）テ
ブフロキン（３７６６４５－７８－２）、（１５．５７）フルチアニル、（１５．５８）
（５－ブロモ－２－メトキシ－４－メチルピリジン－３－イル）（２，３，４－トリメト
キシ－６－メチルフェニル）メタノン（ＥＰ－Ａ　１５５９３２０から知られている）、
（１５．５９）トルニファニド、（１５．６０）Ｎ－｛（Ｚ）－［（シクロプロピルメト
キシ）イミノ］［６－（ジフルオロメトキシ）－２，３－ジフルオロフェニル］メチル｝
－２－フェニルアセトアミド、（１５．６１）Ｎ－｛（Ｅ）－［（シクロプロピルメトキ
シ）イミノ］［６－（ジフルオロメトキシ）－２，３－ジフルオロフェニル］メチル｝－
２－フェニルアセトアミド、（１５．６２）亜リン酸及びその塩、（１５．６３）５－ク
ロロ－Ｎ’－フェニル－Ｎ’－プロパ－２－イン－１－イルチオフェン－２－スルホノヒ
ドラジド、（１５．６４）Ｎ－メチル－２－（１－｛［５－メチル－３－（トリフルオロ
メチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセチル｝ピペリジン－４－イル）－Ｎ－［（
１Ｒ）－１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン－１－イル］－１，３－チアゾール－
４－カルボキサミド、（１５．６５）Ｎ－メチル－２－（１－｛［５－メチル－３－（ト
リフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセチル｝ピペリジン－４－イル）
－Ｎ－（１，２，３，４－テトラヒドロナフタレン－１－イル）－１，３－チアゾール－
４－カルボキサミド、（１５．６６）｛６－［（｛［（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール
－５－イル）（フェニル）メチリデン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝
カルバミン酸ペンチル、（１５．６７）カプシマイシン（ｃａｐｓｉｍｙｃｉｎ）（７０
６９４－０８－５）、（１５．６８）クロロネブ（２６７５－７７－６）、（１５．６９
）クフラネブ（１１０９６－１８－７）、（１５．７０）シプロスルファミド（２２１６
６７－３１－８）、（１５．７１）ジフェンゾコートメチル硫酸塩（４３２２２－４８－
６）、（１５．７２）エコメイト、（１５．７３）ホセチル－カルシウム、（１５．７４
）ホセチル－ナトリウム（３９１４８－１６－８）、（１５．７５）イルママイシン（８
１６０４－７３－１）、（１５．７６）ミルディオマイシン（６７５２７－７１－３）、
（１５．７７）ナタマイシン（７６８１－９３－８）、（１５．７８）ジメチルジチオカ
ルバミン酸ニッケル（１５５２１－６５－０）、（１５．７９）オキサモカルブ（ｏｘａ
ｍｏｃａｒｂ）、（１５．８０）ペンタクロロフェノール及び塩（８７－８６－５）、（
１５．８１）フェナジン－１－カルボン酸、（１５．８２）フェノトリン、（１５．８３
）プロパノシン－ナトリウム（ｐｒｏｐａｎｏｓｉｎｅ－ｓｏｄｉｕｍ）（８８４９８－
０２－６）、（１５．８４）キノリン－８－オール（１３４－３１－６）、（１５．８５
）２－フェニルフェノール及び塩（９０－４３－７）、（１５．８６）５－メチル－６－
オクチル－３，７－ジヒドロ［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－
アミン、（１５．８７）２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾ
ール－１－イル］－１－（４－｛４－［（５Ｒ）－５－フェニル－４，５－ジヒドロ－１
，２－オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イ
ル）エタノン、（１５．８８）１－（４－｛４－［（５Ｒ）－５－（２，６－ジフルオロ
フェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾー
ル－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル
）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン、及び、それらの塩：
からなる群から選択される殺菌剤を含んでいる組合せである。
【００３５】
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　特に好ましいのは、（１５．１）アメトクトラジン、（１５．１７）フルオピコリド、
（１５．２０）ホセチル－Ａｌ、（１５．２２）イソチアニル、（１５．２５）メトラフ
ェノン、（１５．２９）プロパモカルブ－ホセチレート（ｐｒｏｐａｍｏｃａｒｂ－ｆｏ
ｓｅｔｙｌａｔｅ）、（１５．３５）トリアゾキシド、（１５．５６）テブフロキン及び
それらの塩からなる群から選択される殺菌剤を含んでいる組合せである。
【００３６】
　一般に、成分（Ｂ）は、表４の中に挙げられている化合物から選択される：
【００３７】
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　成分（Ｂ）は、好ましくは、表５の中に挙げられている化合物から選択される：
【００３８】
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　好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化合物（Ｉ
－１）及び表４に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んでいる混合
物を対象とする。
【００３９】
　さらなる好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化
合物（Ｉ－１）及び表５に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んで
いる混合物を対象とする。
【００４０】
　好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化合物（Ｉ
－２）及び表４に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んでいる混合
物を対象とする。
【００４１】
　さらなる好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化
合物（Ｉ－２）及び表５に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んで
いる混合物を対象とする。
【００４２】
　好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化合物（Ｉ
－３）及び表４に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んでいる混合
物を対象とする。
【００４３】
　さらなる好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化
合物（Ｉ－３）及び表５に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んで
いる混合物を対象とする。
【００４４】
　好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化合物（Ｉ
－４）及び表４に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んでいる混合
物を対象とする。
【００４５】
　さらなる好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化
合物（Ｉ－４）及び表５に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んで
いる混合物を対象とする。
【００４６】
　好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化合物（Ｉ
－５）及び表４に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んでいる混合
物を対象とする。
【００４７】
　さらなる好ましい実施形態において、本発明は、式（Ｉ）で表される化合物としての化
合物（Ｉ－５）及び表５に記載されている化合物から選択される１種類の化合物を含んで
いる混合物を対象とする。
【００４８】
　本発明による活性化合物組合せ中の活性化合物が特定の重量比で存在している場合、相
乗効果は特に顕著である。しかしながら、該活性化合物組合せ中の活性化合物の重量比は
、比較的広い範囲内で変えることができる。
【００４９】
　本発明の組合せ中において、化合物（Ａ）と化合物（Ｂ）は、１００：１～１：１００
の範囲内にある「（Ａ）：（Ｂ）」の相乗的に効果的な重量比で、好ましくは、５０：１
～１：５０の重量比で、最も好ましくは、２０：１～１：２０の重量比で、存在している
。本発明に従って使用することが可能な（Ａ）：（Ｂ）のさらなる比は以下のとおりであ
る（ここで、記載されている順に好ましさは増大している）：９５：１～１：９５、９０
：１～１：９０、８５：１～１：８５、８０：１～１：８０、７５：１～１：７５、７０
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：１～１：７０、６５：１～１：６５、６０：１～１：６０、５５：１～１：５５、４５
：１～１：４５、４０：１～１：４０、３５：１～１：３５、３０：１～１：３０、２５
：１～１：２５、１５：１～１：１５、１０：１～１：１０、５：１～１：５、４：１～
１：４、３：１～１：３、２：１～１：２。
【００５０】
　化合物（Ａ）又は化合物（Ｂ）が互変異性形態で存在し得る場合、そのような化合物は
、上記及び下記において、それぞれの場合にたとえ具体的に言及されていなくとも、適切
な場合には、対応する互変異性形態も包含するものと理解される。
【００５１】
　少なくとも１の塩基性中心を有している化合物（Ａ）又は化合物（Ｂ）は、例えば、酸
付加塩、例えば、無機強酸〔例えば、鉱酸、例えば、過塩素酸、硫酸、硝酸、亜硝酸、リ
ン酸又はハロゲン化水素酸〕との酸付加塩、有機強カルボン酸〔例えば、置換されていな
いか又は置換されている（例えば、ハロ置換されている）Ｃ１－Ｃ４－アルカンカルボン
酸、例えば、酢酸、飽和又は不飽和のジカルボン酸、例えば、シュウ酸、マロン酸、コハ
ク酸、マレイン酸、フマル酸及びフタル酸、ヒドロキシカルボン酸、例えば、アスコルビ
ン酸、乳酸、リンゴ酸、酒石酸及びクエン酸、又は、安息香酸〕との酸付加塩、又は、有
機スルホン酸〔例えば、置換されていないか又は置換されている（例えば、ハロ置換され
ている）Ｃ１－Ｃ４－アルカンスルホン酸又はアリールスルホン酸、例えば、メタンスル
ホン酸又はｐ－トルエンスルホン酸〕との酸付加塩を形成することができる。少なくとも
１の酸性基を有している化合物（Ａ）又は化合物（Ｂ）は、例えば、塩基との塩、例えば
、金属塩〔例えば、アルカリ金属塩又はアルカリ土類金属塩、例えば、ナトリウム塩、カ
リウム塩又はマグネシウム塩〕、又は、アンモニアとの塩、又は、有機アミン〔例えば、
モルホリン、ピペリジン、ピロリジン、モノ－、ジ－若しくはトリ－低級アキルアミン、
例えば、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン若しくはジメチルプロピルア
ミン、又は、モノ－、ジ－若しくはトリ－ヒドロキシ－低級アルキルアミン、例えば、モ
ノエタノールアミン、ジエタノールアミン若しくはトリエタノールアミン〕との塩を形成
することができる。さらに、場合により、対応する内部塩を形成させることもできる。本
発明に関連して、農薬的に有利な塩が好ましい。遊離形態にある化合物（Ａ）又は化合物
（Ｂ）とその塩の形態にある化合物（Ａ）又は化合物（Ｂ）の間の密接な関係を考慮して
、上記及び下記において、遊離化合物（Ａ）若しくは遊離化合物（Ｂ）又はそれらの塩に
ついて言及されている場合、その言及は、適用可能で且つ適切な場合には、それぞれ、対
応する塩又は遊離化合物（Ａ）若しくは遊離化合物（Ｂ）も包含すると理解されるべきで
ある。同様のことは、化合物（Ａ）又は化合物（Ｂ）の互変異性体及びそれらの塩にも当
てはまる。
【００５２】
　本発明によれば、表現「組合せ」は、例えば、単独の「レディ－ミックス」（ｒｅａｄ
ｙ－ｍｉｘ）形態における、及び、単独の活性化合物の別々の製剤からなる組み合わされ
た散布混合物（例えば、「タンクミックス」）における、及び、順次的な方法で（即ち、
数時間又は数日間などの適度に短い期間で順次的に）施用された場合の単独の活性成分の
組み合わされた使用における、化合物（Ａ）と化合物（Ｂ）のさまざまな組合せを意味す
る。好ましくは、化合物（Ａ）と化合物（Ｂ）を施用する順番は、本発明を実施する上で
重要ではない。
【００５３】
　本発明は、さらに、本発明による活性化合物組合せを含んでいる、望ましくない微生物
を駆除する（ｃｏｍｂａｔｉｎｇ）／防除するための組成物にも関する。好ましくは、該
組成物は、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んでいる殺菌剤
組成物である。
【００５４】
　さらに、本発明は、望ましくない微生物を駆除する方法にも関し、ここで、該方法は、
本発明による活性化合物組合せを当該植物病原性菌類及び／又はそれらの生息環境に施用
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することを特徴とする。
【００５５】
　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、当該活性化合物と混合させるか又は合する天然又は合成の有機物質
又は無機物質を意味するものと理解される。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。
【００５６】
　適切な固体又は液体の担体は、以下のものである：例えば、アンモニウム塩、並びに、
粉砕された天然鉱物、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、粉砕された合成鉱物、例えば、微粉砕
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
担体の混合物も使用し得る。粒剤に適している固体担体は、以下のものである：例えば、
粉砕して分別した天然鉱物、例えば、方解石、大理石、軽石、海泡石、苦灰岩、並びに、
さらに、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、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の有機材料からなる顆粒。
【００５７】
　適切な液化ガス状の増量剤又は担体は、周囲温度及び大気圧下では気体である液体、例
えば、エーロゾル噴射剤、例えば、ブタン、プロパン、窒素及びＣＯ２などである。
【００５８】
　上記製剤において、粘着性付与剤、例えば、カルボキシメチルセルロース、並びに、粉
末及び顆粒及び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、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。可能な別の添加
剤は、鉱油及び植物油並びに蝋（これらは、場合により、変性されていてもよい）である
。
【００５９】
　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可
能である。適する液体溶媒は、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塩化メチレン、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。
【００６０】
　本発明による組成物には、例えば界面活性剤などの、さらなる付加的な成分も含有させ
ることができる。適切な界面活性剤は、イオン特性若しくは非イオン特性を有する乳化剤
、分散剤又は湿潤剤であるか、又は、そのような界面活性剤の混合物である。これらの界
面活性剤の例は、以下のものである：ポリアクリル酸の塩、リグノスルホン酸の塩、フェ
ノールスルホン酸若しくはナフタレンスルホン酸の塩、エチレンオキシドと脂肪アルコー
ルの重縮合物若しくはエチレンオキシドと脂肪酸の重縮合物若しくはエチレンオキシドと
脂肪アミンの重縮合物、置換されているフェノール（好ましくは、アルキルフェノール又
はアリールフェノール）、スルホコハク酸エステルの塩、タウリン誘導体（好ましくは、
アルキルタウレート）、ポリエトキシ化アルコールのリン酸エステル若しくはポリエトキ
シ化フェノールのリン酸エステル、ポリオールの脂肪酸エステル、並びに、硫酸アニオン
、スルホン酸アニオン及びリン酸アニオンを含んでいる該化合物の誘導体。該活性化合物
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



(26) JP 5764129 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

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。
【００６１】
　着色剤、例えば、無機顔料、例えば、酸化鉄、酸化チタン、プルシアンブルー（Ｐｒｕ
ｓｓｉａｎ　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。
【００６２】
　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、錯体形成物質なども存在させるこ
とができる。一般的に、該活性化合物は、製剤目的で慣習的に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。
【００６３】
　一般に、本発明による組成物は、０．０５～９９重量％、０．０１～９８％重量％、好
ましくは、０．１～９５重量％、特に好ましくは、０．５～９０重量％の本発明による活
性化合物組合せを含有し、極めて特に好ましくは、１０～７０重量％の本発明による活性
化合物組合せを含有する。
【００６４】
　本発明による活性化合物組合せ又は組成物は、そのままで使用することが可能であるか
、又は、それらのそれぞれの物理的及び／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
：エーロゾル剤、カプセル懸濁液剤、冷煙霧濃厚剤（ｃｏｌｄ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｃｏｎ
ｃｅｎｔｒａｔｅ）、温煙霧濃厚剤（ｗａｒｍ－ｆｏｇｇｉｎｇ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔ
ｅ）、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（ｒｅ
ａｄｙ－ｔｏ－ｕｓｅ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ）、散粉性粉末剤、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、油分散性粉末剤、油混和性フロアブ
ル剤、油混和性液剤、泡剤（ｆｏａｍ）、ペースト剤、農薬粉衣種子（ｐｅｓｔｉｃｉｄ
ｅ－ｃｏａｔｅｄ　ｓｅｅｄ）、懸濁製剤（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａ
ｔｅ）、サスポエマルション製剤、可溶性濃厚剤（ｓｏｌｕｂｌｅ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａ
ｔｅ）、懸濁液剤（ｓｕｓｐｅｎｓｉｏｎ）、水和剤、可溶性粉末剤（ｓｏｌｕｂｌｅ　
ｐｏｗｄｅｒ）、粉剤及び粒剤、水溶性顆粒剤又は錠剤、種子処理用水溶性粉末剤、水和
剤、活性化合物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－ｆｏ
ｇｇｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）及びＵＬＶ温煙霧製剤（ＵＬＶ　ｗａｒｍ－ｆｏ
ｇｇｉｎｇ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｏｎ）。
【００６５】
　上記製剤は、自体公知の方法で、例えば、当該活性化合物又は活性化合物組合せを少な
くとも１種類の添加剤と混合させることによって、調製することができる。適切な添加剤
は、慣習的な全ての製剤助剤、例えば、有機溶媒、増量剤（ｅｘｔｅｎｄｅｒ）、溶媒又
は希釈剤、固体担体及び増量剤（ｆｉｌｌｅｒ）、界面活性剤（例えば、アジュバント、
乳化剤、分散剤、保護コロイド、湿潤剤、及び、粘着性付与剤）、分散剤及び／又は結合
剤又は固着剤、防腐剤、染料及び顔料、消泡剤、無機増粘剤及び有機増粘剤、撥水剤、適
切な場合には、乾燥剤及び紫外線安定剤、ジベレリン類、及び、さらに、水、及び、さら
なる加工助剤などである。いずれの場合にも調製しようとする製剤の型に応じて、例えば
、湿式粉砕、乾式粉砕又は造粒などの、さらなる加工段階が必要なこともあり得る。
【００６６】
　本発明による組成物には、適切な装置を用いて植物又は種子に対して施用することが可
能な即時使用可能（ｒｅａｄｙ－ｔｏ－ｕｓｅ）組成物のみではなく、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。
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【００６７】
　本発明による活性化合物組合せは、（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、薬害軽減剤及び情報化学物質などの別の（既知）活性化
合物との混合物として、存在し得る。
【００６８】
　上記活性化合物又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
な処理方法を用いて、例えば、浸漬、散布、噴霧、灌漑、気化、散粉、煙霧、ばらまき、
泡状化、塗布、拡散（ｓｐｒｅａｄｉｎｇ－ｏｎ）、灌水（灌注（ｄｒｅｎｃｈｉｎｇ）
）、点滴潅漑などによって、直接的に行うか、又は、該活性化合物又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、特に種子の場合は、さらに
、乾燥種子処理用粉末として、種子処理用溶液として、スラリー処理用水溶性粉末として
行うか、また、被覆することによって、１以上の層でコーティングすることなどによって
も行う。さらに、該活性化合物を微量散布法（ｕｌｔｒａ－ｌｏｗ　ｖｏｌｕｍｅ　ｍｅ
ｔｈｏｄ）によって施用することも可能であり、又は、該活性化合物調製物若しくは活性
化合物自体を土壌中に注入することも可能である。
【００６９】
　本発明は、さらに、種子を処理する方法も包含する。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。
【００７０】
　本発明による活性化合物又は組成物は、特に、種子を処理するのに適している。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、又は、播種後、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、成長している植物の根及び苗条は特に感受性が高く、少量
の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。
【００７１】
　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が伴っている。かくして、播種後若しくは
植物の出芽後に作物保護剤を追加で施用することを不要とするか又は追加の施用を少なく
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、使用する活性化合物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大限に保護されるように、使用する活
性化合物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
物保護剤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。
【００７２】
　従って、本発明は、特に、植物病原性菌類による攻撃に対して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に対して保護するため
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。さらに、本発明は、植物病原
性菌類に対して保護されるように、本発明の組成物で処理された種子にも関する。
【００７３】
　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。作物保護組成物が環境並びにヒト
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、施用する活性化
合物の量を低減する努力が成されている。
【００７４】
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　本発明の有利な点の１つは、本発明の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。
　さらにまた、本発明による混合物が、特に、トランスジェニック種子（ここで、その種
子から成長した植物は、害虫に対して作用するタンパク質を発現することができる）に対
しても使用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
明の活性化合物組合せ又は組成物で処理することで、例えば殺虫性タンパク質の発現によ
ってさえ、特定の害虫は防除可能である。驚くべきことに、本発明において、さらなる相
乗効果が観察される場合がある。そのような相乗効果は、害虫による攻撃に対する保護の
有効性をさらに増強する。
【００７５】
　本発明による組成物は、農業において、温室内で、森林で又は園芸若しくはブドウ栽培
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、アワ、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。
【００７６】
　以下でもさらに記載されているように、本発明の活性化合物組合せ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。これは、殺虫特性を有するポリペプチ
ド又はタンパク質の発現を可能にする少なくとも１種類の異種遺伝子を含んでいる植物の
種子である。トランスジェニック種子内の異種遺伝子は、例えば、バシルス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ）種、リゾビウム（Ｒｈｉｚｏｂｉｕｍ）種、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏ
ｎａｓ）種、セラチア（Ｓｅｒｒａｔｉａ）種、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ
）種、クラビバクテル（Ｃｌａｖｉｂａｃｔｅｒ）種、グロムス（Ｇｌｏｍｕｓ）種又は
グリオクラジウム（Ｇｌｉｏｃｌａｄｉｕｍ）種の微生物に由来し得る。好ましくは、こ
の異種遺伝子は、その遺伝子産物がアワノメイガ（Ｅｕｒｏｐｅａｎ　ｃｏｒｎ　ｂｏｒ
ｅｒ）及び／又はウェスタンコーンルートワーム（Ｗｅｓｔｅｒｎ　ｃｏｒｎ　ｒｏｏｔ
ｗｏｒｍ）に対して活性を示すバシルス属各種（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐ．）に由来する
。特に好ましくは、該異種遺伝子は、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　
ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）に由来する。
【００７７】
　本発明に関連して、本発明による活性化合物組合せ又は組成物は、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、処理によ
って損傷が引き起こされ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。通常、使用される種子は、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。かくして、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。
【００７８】
　種子を処理する場合、種子の発芽が悪影響を受けないように、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、特に、特定
の施用量で薬害作用を示し得る活性化合物の場合には、留意しなくてはならない。
【００７９】
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　本発明による組成物は、直接的に施用することが、即ち、さらに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　４，２７
２，４１７Ａ、ＵＳ　４，２４５，４３２Ａ、ＵＳ　４，８０８，４３０Ａ、ＵＳ　５，
８７６，７３９Ａ、ＵＳ　２００３／０１７６４２８Ａ１、ＷＯ　２００２／０８０６７
５Ａ１、ＷＯ　２００２／０２８１８６Ａ２。
【００８０】
　本発明に従って使用することが可能な活性化合物組合せは、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
コーティング材料、及び、さらに、ＵＬＶ製剤などに変換することができる。
【００８１】
　これらの製剤は、既知方法で、該活性化合物又は活性化合物組合せを、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。
【００８２】
　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適切な
着色剤には、そのような目的に関して慣習的な全ての着色剤が包含される。水中での溶解
性が乏しい顔料及び水中で溶解する染料のいずれも使用することができる。挙げることが
できる例としては、「Ｒｈｏｄａｍｉｎ　Ｂ」、「Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１
１２」、及び、「Ｃ．Ｉ．Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｒｅｄ　１」の名称で知られている着色剤な
どがある。
【００８３】
　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適切な
湿潤剤には、農薬活性物質の製剤において慣習的な、湿潤を促進する全ての物質が包含さ
れる。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ことができる
。
【００８４】
　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適切な
分散剤及び／又は乳化剤には、農薬活性物質の製剤において慣習的な非イオン性、アニオ
ン性及びカチオン性の全ての分散剤が包含される。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。特に適切な非イオン性分散剤は、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である
。特に適切なアニオン性分散剤は、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。
【００８５】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる消泡剤には、農薬
活性化合物の製剤において慣習的な全ての泡抑制化合物が包含される。好ましくは、シリ
コーン消泡剤、ステアリン酸マグネシウム、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、有機フッ素化合物、並びに、それらの混合物を
使用する。
【００８６】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる防腐剤には、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化合物が包含される。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を挙げることができる。
【００８７】
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　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる第２の増粘剤には
、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化合物が包含される。セ
ルロース誘導体、アクリル酸誘導体、多糖類、例えば、キサンタンガム又はＶｅｅｇｕｍ
、変性クレー、フィロケイ酸塩、例えば、アタパルジャイト及びベントナイト、並びに、
さらに、微粉化ケイ酸が好ましい。
【００８８】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる適切な粘着剤には
、種子粉衣中で使用可能な全ての慣習的な結合剤が包含される。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を好ましいものとして挙げることが
できる。
【００８９】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる適切なジベレリン
類は、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Ａ
４及びジベレリンＡ７であり；ジベレリン酸を使用するのが特に好ましい。ジベレリン類
は知られている（ｃｆ．　Ｒ．　Ｗｅｇｌｅｒ　“Ｃｈｅｍｉｅ　ｄｅｒ　Ｐｆｌａｎｚ
ｅｎｓｃｈｕｔｚ－　ａｎｄ　Ｓｃｈａｄｌｉｎｇｓｂｅｋａｍｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔｅ
ｌ”　［Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ａｇｅｎｔｓ　
ａｎｄ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ］，　Ｖｏｌ．２，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，
　１９７０，　ｐｐ．４０１－４１２）。
【００９０】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤は、極めて多くの種類の種子を処理
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。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それらの希釈され
た調製物は、トランスジェニック植物の種子を粉衣するために使用することもできる。こ
れに関連して、発現により形成された物質との相互作用において、相乗効果が生じること
もあり得る。
【００９１】
　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る調製物を用いて種子を処理するのに適している混合装置には
、粉衣するために一般的に使用することができる全ての混合装置が包含される。粉衣する
ときに採用される具体的な手順は、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混合を実施することを含む。場合によ
り、続いて、乾燥工程を行う。
【００９２】
　本発明による活性化合物又は組成物は、強力な殺微生物活性（ｍｉｃｒｏｂｉｃｉｄａ
ｌ　ａｃｔｉｖｉｔｙ）を有しており、作物保護と材料物質（ｍａｔｅｒｉａｌ）の保護
において、菌類及び細菌類などの望ましくない微生物を防除するために使用することがで
きる。
【００９３】
　作物保護において、殺菌剤は、ネコブカビ類（Ｐｌａｓｍｏｄｉｏｐｈｏｒｏｍｙｃｅ
ｔｅｓ）、卵菌類（Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）、ツボカビ類（Ｃｈｙｔｒｉｄｉｏｍｙｃｅｔ
ｅｓ）、接合菌類（Ｚｙｇｏｍｙｃｅｔｅｓ）、子嚢菌類（Ａｓｃｏｍｙｃｅｔｅｓ）、
担子菌類（Ｂａｓｉｄｉｏｍｙｃｅｔｅｓ）及び不完全菌類（Ｄｅｕｔｅｒｏｍｙｃｅｔ
ｅｓ）を防除するために、使用することができる。
【００９４】
　作物保護において、殺細菌剤（ｂａｃｔｅｒｉｃｉｄｅ）は、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
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ａｅ）を防除するために、使用することができる。
【００９５】
　本発明による殺菌剤組成物は、植物病原性菌類を治療的又は保護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、本発明による活性化合物組合せ又は組成物を使
用して植物病原性菌類を防除するための治療的方法又は保護的方法にも関し、ここで、該
活性化合物組合せ又は組成物は、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。好ましくは、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する。
【００９６】
　作物保護において植物病原性菌類を駆除するための本発明による組成物は、有効で且つ
植物に対して毒性を示さない量の本発明化合物を含んでいる。「有効で且つ植物に対して
毒性を示さない量（ａｃｔｉｖｅ，　ｂｕｔ　ｎｏｎ－ｐｈｙｔｏｔｏｘｉｃ　ａｍｏｕ
ｎｔ）」は、菌類に起因する植物病害を防除するか又は完全に根絶するのに充分でありな
がら、同時に、植物毒性の顕著な症状を示すことのない、本発明組成物の量を意味するも
のである。そのような施用量は、一般に、比較的広い範囲内で変えることができる。その
ような施用量は、複数の要因、例えば、植物病原性菌類、植物又は作物、気候条件及び本
発明による組成物の成分などに依存する。
【００９７】
　植物病害を防除するために必要な濃度における該活性化合物に対して植物が充分な耐性
を示すという事実により、植物の地上部の処理、栄養繁殖器官（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　
ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍａｔｅｒｉａｌ）及び種子の処理、並びに、土壌の処理が可
能である。
【００９８】
　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。ここで、植物と
いうのは、望ましい及び望ましくない野生植物又は作物植物（自然発生した作物植物を包
含する）のような全ての植物及び植物群を意味するものと理解される。作物植物は、慣習
的な育種法及び最適化法により、又は、生物工学的方法及び遺伝子工学的方法により、又
は、それら方法を組み合わせたものにより得ることが可能な植物であることができる。そ
のような作物植物には、トランスジェニック植物も包含され、また、植物品種保護権によ
って保護することができる植物品種又は保護することができない植物品種も包含される。
植物の部分は、植物の地上及び地下の全ての部分及び器官、例えば、枝条、葉、花及び根
などを意味するものと理解され、挙げることができる例は、葉、針状葉、茎、幹、花、子
実体、果実及び種子、さらに、根、塊茎及び根茎である。植物の部分には、さらに、収穫
物、並びに、栄養繁殖器官及び生殖繁殖器官（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｇｅｎｅ
ｒａｔｉｖｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍａｔｅｒｉａｌ）、例えば、実生、塊茎、根
茎、挿木（ｃｕｔｔｉｎｇ）及び種子なども包含される。好ましいのは、植物全体を処理
すること、並びに、枝条、葉、花及び根などの植物の地上及び地下の部分及び器官（挙げ
ることができる例は、葉、針状葉、茎、幹、花及び果実である）を処理することである。
【００９９】
　本発明の活性化合物は、植物が良好な耐性を示すこと及び温血動物に対する毒性が望ま
しい程度であること及び環境によって充分に許容されることと相まって、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、作物保護剤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、また、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。
【０１００】
　以下の植物を、本発明に従って処理することが可能な植物として挙げることができる：
　ワタ、アマ、ブドウの木、果実、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
の木、アーモンド及びモモ、並びに、小果樹、例えば、イチゴ）、リベシオイダエ科各種
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（Ｒｉｂｅｓｉｏｉｄａｅ　ｓｐ．）、クルミ科各種（Ｊｕｇｌａｎｄａｃｅａｅ　ｓｐ
．）、カバノキ科各種（Ｂｅｔｕｌａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウルシ科各種（Ａｎａｃａｒ
ｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ブナ科各種（Ｆａｇａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クワ科各種（Ｍ
ｏｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、モクセイ科各種（Ｏｌｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）、マタタビ科
各種（Ａｃｔｉｎｉｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クスノキ科各種（Ｌａｕｒａｃｅａｅ　ｓ
ｐ．）、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．）、アオギリ科各種（Ｓｔｅｒｃｕｌｉｃｅａｅ
　ｓｐ．）、ミカン科各種（Ｒｕｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レモン、オレンジ及
びグレープフルーツ）、ナス科各種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トマト
）、ユリ科各種（Ｌｉｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、キク科各種（Ａｓｔｅｒａｃｅａｅ　
ｓｐ．）（例えば、レタス）、セリ科各種（Ｕｍｂｅｌｌｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）、アブ
ラナ科各種（Ｃｒｕｃｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）、アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃ
ｅａｅ　ｓｐ．）、ウリ科各種（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、キュ
ウリ）、ネギ科各種（Ａｌｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、リーキ、タマネギ）、マ
メ科各種（Ｐａｐｉｌｉｏｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、エンドウ）；　主要作物植
物、例えば、イネ科各種（Ｇｒａｍｉｎｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トウモロコシ、芝、
禾穀類、例えば、コムギ、ライムギ、イネ、オオムギ、エンバク、アワ、及び、ライコム
ギ）、キク科各種（Ａｓｔｅｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、ヒマワリ）、アブラナ科
各種（Ｂｒａｓｓｉｃａｃｅａｅ　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、ハツカダイコン、さらに、
ナタネ、カラシナ、セイヨウワサビ、及び、コショウソウ）、マメ科各種（Ｆａｂａｃａ
ｅ　ｓｐ．）（例えば、インゲンマメ、エンドウ、ピーナッツ）、マメ科各種（Ｐａｐｉ
ｌｉｏｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、ダイズ）、ナス科各種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ
　ｓｐ．）（例えば、ジャガイモ）、アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａｅ　ｓ
ｐ．）（例えば、テンサイ、飼料用ビート、フダンソウ、ビートルート）；　庭及び森林
における作物植物及び観賞植物；　さらに、何れの場合にもこれら植物の遺伝子組み換え
が行われた品種。
【０１０１】
　上記で既に述べたように、本発明によって、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）」
、「植物の部分（ｐａｒｔｓ　ｏｆ　ｐｌａｎｔｓ）」及び「植物の部分（ｐｌａｎｔ　
ｐａｒｔｓ）」については、既に上記で説明した。特に好ましくは、いずれの場合も市販
されているか又は使用されている植物品種の植物を、本発明によって処理する。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べきである。これらは、品種、生
物型又は遺伝子型であることができる。
【０１０２】
　本発明による処理方法は、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）、例えば、植物又は種子などの
処理において使用される。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、その植物体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
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を意味する〔例えば、以下のものを使用する：アンチセンス技術、コサプレッション技術
又はＲＮＡ干渉－ＲＮＡｉ技術〕。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。
【０１０３】
　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／又は活性範囲の拡大及び／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、ここで、これらは、実際に予期されるであろう
効果を超える。
【０１０４】
　特定の施用量において、本発明による活性化合物組合せは、植物において強化効果（ｓ
ｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）も示し得る。従って、本発明の活性化合物組
合せは、望ましくない植物病原性の菌類及び／又は微生物類及び／又はウイルス類による
攻撃に対して植物の防御システムを動員させるのにも適している。これは、適切な場合に
は、本発明による組合せの例えば菌類に対する強化された活性の理由のうちの１つであり
得る。植物を強化する（抵抗性を誘導する）物質は、本発明に関連して、処理された植物
が、その後で望ましくない植物病原性の菌類及び／又は微生物類及び／又はウイルス類を
接種されたときに、それら植物病原性の菌類及び／又は微生物類及び／又はウイルス類に
対して実質的な程度の抵抗性を示すように、植物の防御システムを刺激することができる
物質又は物質の組合せを意味するものと理解される。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、本発明の物質を用いることができる。
保護がもたらされる期間は、植物が該活性化合物で処理されてから、一般に、１～１０日
間、好ましくは、１～７日間である。
【０１０５】
　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。
【０１０６】
　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。
【０１０７】
　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。
【０１０８】
　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、成長及び発育、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



(34) JP 5764129 B2 2015.8.12

10

20

30

40

50

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。
【０１０９】
　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因子に対する
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－ｓｔｅｒｉ
ｌｅ　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雌性親）を別の雄性稔性交配母体近交系（ｉｎｂｒｅ
ｄ　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
的決定基を含んでいる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。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中のタ
ペータム細胞内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。
【０１１０】
　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んでいる植物を選抜することによ
って得ることができる。
【０１１１】
　除草剤耐性植物は、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　ｔｙｐｈｉｍｕｒ
ｉｕｍ）のＡｒｏＡ遺伝子（突然変異ＣＴ７）、細菌アグロバクテリウム属各種（Ａｇｒ
ｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．）のＣＰ４遺伝子、ペチュニアのＥＰＳＰＳをコードする
遺伝子、トマトのＥＰＳＰＳをコードする遺伝子又はオヒシバ属（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）の
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ＥＰＳＰＳをコードする遺伝子。それは、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、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、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、上記遺伝子の自
然発生突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることもできる。
【０１１２】
　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。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（Ｓｔｒｅｐｔｏ
ｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）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も記述されている
。
【０１１３】
　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。ヒドロキ
シフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ類は、パラ－ヒドロキシフェニルピルベート（Ｈ
ＰＰ）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、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。Ｈ
ＰＰＤ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。ＨＰＰＤ阻害薬に
対する植物の耐性は、さらにまた、、ＨＰＰＤ耐性酵素をコードする遺伝子に加えて酵素
プレフェナートデヒドロゲナーゼ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。
【０１１４】
　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、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、ＷＯ　１９９６／０３３２７０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などにも記述
されている。
【０１１５】
　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、イネに関して、テンサイに関して、レタスに関して、又は、ヒマワリに関
して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。
【０１１６】
　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
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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
含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。
【０１１７】
　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んでいる少なくとも１の導入遺伝子を含んでいる任意
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、オンライ
ン上で「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ
／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／」において挙げられてい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、Ｃｒｙタンパク質類（Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ
１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａａ、又は、Ｃｒｙ３Ｂｂ）のタンパク質
又はその殺虫活性を示す一部分；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；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んでいる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ＭＯＮ９８０３４で産生されるＣｒ
ｙ１Ａ．１０５タンパク質（ＷＯ　２００７／０２７７７７）；又は、
　（４）　上記（１）～（３）のうちのいずれか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Ｍ
ＩＲ６０４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成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；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んでいる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；又は、
　（８）　上記（１）～（３）のうちのいずれか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
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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。
【０１１８】
　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）～（８）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
を含んでいる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を対象とする
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）～（８）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
含んでいる。
【０１１９】
　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んでいる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：
　（ａ）　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んでいる植
物；
　（ｂ）　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んでいる植物；
　（ｃ）　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
を含んでいる植物。
【０１２０】
　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；
　（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、α－１，４－グルカン類を産生する植物、α－１，６－分枝
　α－１，４－グルカン類を産生する植物、アルテルナンを産生する植物である；
　（３）　ヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物。
【０１２１】
　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、
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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んでいる植物を選抜するこ
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んでいる植物（例えば、ワ
タ植物）；
　（ｂ）　改変された形態のｒｓｗ２相同核酸又はｒｓｗ３相同核酸を含んでいる植物（
例えば、ワタ植物）；
　（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）
；
　（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）；
　（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）；
　（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）。
【０１２２】
　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んでいる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）；
　（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）；
　（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）。
【０１２３】
　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、１種類以上の毒素を
コードする１種類以上の遺伝子を含んでいる植物、例えば、下記商品名で販売されている
以下のものである：ＹＩＥＬＤ　ＧＡＲＤ（登録商標）（例えば、トウモロコシ、ワタ、
ダイズ）、ＫｎｏｃｋＯｕｔ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、ＢｉｔｅＧａｒｄ
（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、ＢＴ－Ｘｔｒａ（登録商標）（例えば、トウモ
ロコシ）、ＳｔａｒＬｉｎｋ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｂｏｌｌｇａｒｄ
（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔｎ（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔｎ　３３Ｂ（登
録商標）（ワタ）、ＮａｔｕｒｅＧａｒｄ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｐｒ
ｏｔｅｃｔａ（登録商標）及びＮｅｗＬｅａｆ（登録商標）（ジャガイモ）。挙げること
ができる除草剤耐性植物の例は、Ｒｏｕｎｄｕｐ　Ｒｅａｄｙ（登録商標）（グリホセー
トに対する耐性、例えば、トウモロコシ、ワタ、ダイズ）、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｌｉｎｋ（
登録商標）（ホスフィノトリシンに対する耐性、例えば、ナタネ）、ＩＭＩ（登録商標）
（イミダゾリノン系に対する耐性）及びＳＴＳ（登録商標）（スルホニル尿素系に対する
耐性、例えば、トウモロコシ）の商品名で販売されているトウモロコシ品種、ワタ品種及
びダイズ品種である。挙げることができる除草剤抵抗性植物（除草剤耐性に関して慣習的
な方法で品種改良された植物）としては、Ｃｌｅａｒｆｉｅｌｄ（登録商標）（例えば、
トウモロコシ）の商品名で販売されている品種などがある。
【０１２４】
　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、形質転換イベント又
は形質転換イベントの組合せを含んでいる植物であり、それらは、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：／／ｇ
ｍｏｉｎｆｏ．ｊｒｃ．ｉｔ／ｇｍｐ＿ｂｒｏｗｓｅ．ａｓｐｘ」及び「ｈｔｔｐ：／／
ｗｗｗ．ａｇｂｉｏｓ．ｃｏｍ／ｄｂａｓｅ．ｐｈｐ」を参照されたい〕。
【０１２５】
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　材料物質の保護において、本発明の物質は、望ましくない菌類及び／又は微生物類によ
る侵襲及び破壊に対して工業材料（ｔｅｃｈｎｉｃａｌ　ｍａｔｅｒｉａｌ）を保護する
ために使用することができる。
【０１２６】
　工業材料は、本発明に関連して、工学技術において使用するために調製された非生体材
料であると理解される。例えば、本発明の活性物質で微生物による変性又は破壊から保護
される工業材料は、接着剤、膠、紙、壁紙及び板紙、織物、カーペット、皮革、木材、塗
料及びプラスチック製品、冷却用潤滑油、並びに、微生物によって侵襲又は破壊され得る
別の材料などであり得る。菌類及び／又は微生物類の増殖により悪影響を及ぼされ得る建
築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、暖房装置、空調設備及
び換気設備なども、保護すべき材料の範囲内に含まれる。本発明の範囲内においては、工
業材料として、好ましくは、接着剤、膠、紙及び板紙、皮革、木材、塗料、冷却用潤滑油
及び熱交換液体が挙げられ、木材が特に好ましい。本発明による組合せは、腐朽、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。本発明による活性化合物組
合せ及び組成物は、さらに、海水又は淡海水と接触するもの、特に、船体（ｓｈｉｐ　ｈ
ｕｌｌ）、篩、網、建造物、埠頭及び信号設備を、コロニー形成から保護するために使用
することもできる。
【０１２７】
　本発明による処理方法は、菌類及び微生物類の攻撃から貯蔵品を保護する分野において
も使用することができる。本発明によれば、用語「貯蔵品（ｓｔｏｒａｇｅ　ｇｏｏｄｓ
）」は、自然の生活環から得られて長期間の保護が望まれる、植物起源又は動物起源の天
然物質及びそれらの加工された形態を意味するものと理解される。植物起源の貯蔵品は、
例えば、植物若しくは植物の分部、例えば、茎、葉、塊茎、種子、果実若しくは穀粒など
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、加工された形態で、例えば
、前乾燥、加湿、粉砕、摩砕、加圧又は焙煎された形態で保護することができる。貯蔵品
の定義には、さらに、未加工材木の形態にあるにある材木〔例えば、建築用材木、電柱（
ｅｌｅｃｔｒｉｃｉｔｙ　ｐｙｌｏｎ）及び柵〕又は完成品の形態にある材木〔例えば、
家具又は木製物品〕の両方とも包含される。動物起源の貯蔵品は、皮革、革製品、毛皮及
び獣毛などである。本発明による組合せは、腐朽、変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。好ましくは、「貯蔵品」は、植物起源の天然物質及びそれらの加
工された形態を意味するものと理解され、さらに好ましくは、果実及びそれらの加工され
た形態（例えば、仁果類、核果類、小果樹類及び柑橘類果実並びにそれらの加工された形
態）を意味するものと理解される。
【０１２８】
　本発明に従って治療することが可能な菌類病の何種類かの病原体について、非限定的に
例として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
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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・レコンジタ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔａ）又はプッシニア・トリシチ
ナ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉｎａ）；　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（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐ
ｐｅｎｄｉｃｕｌａｔｕｓ）；
　・　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
：　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（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｐｉｓｉ
）又はペロノスポラ・ブラシカエ（Ｐ．　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）；　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（Ｐｌ
ａｓｍｏｐａｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プラスモパラ・ビチコラ（Ｐｌａｓｍｏ
ｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏｌａ）；　プセウドペロノスポラ属各種（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏ
ｎｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、プセウドペロノスポラ・フムリ（Ｐｓｅｕ
ｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｈｕｍｕｌｉ）又はプセウドペロノスポラ・クベンシス（
Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｕｂｅｎｓｉｓ）；　ピシウム属各種（Ｐｙｔ
ｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔ
ｉｍｕｍ）；
　・　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）；　
コレトトリクム属各種（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、コ
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）及びレプトスファエリア・ノ
ドルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）；　マグナポルテ属各種（Ｍａ
ｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、マグナポルテ・グリセア（Ｍａｇｎａ
ｐｏｒｔｈｅ　ｇｒｉｓｅａ）；　ミクロドキウム属各種（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　
ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ミクロドキウム・ニバレ（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｎｉ
ｖａｌｅ）；　ミコスファエレラ属各種（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅ
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ｓ）、例えば、ミコスファエレラ・グラミニコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｇｒ
ａｍｉｎｉｃｏｌａ）、ミコスファエレラ・アラキジコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌ
ａ　ａｒａｃｈｉｄｉｃｏｌａ）及びミコスファエレラ・フィジエンシス（Ｍｙｃｏｓｐ
ｈａｅｒｅｌｌａ　ｆｉｊｉｅｎｓｉｓ）；　ファエオスファエリア属各種（Ｐｈａｅｏ
ｓｐｈａｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ファエオスファエリア・ノドルム（Ｐｈ
ａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）；　ピレノホラ属各種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏ
ｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅ
ｒｅｓ）；　ラムラリア属各種（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ラム
ラリア・コロ－シグニ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ）；　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　ｓｅｃａｌｉｓ）；　セプトリア属
各種（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、セプトリア・アピイ（Ｓｅｐｔｏ
ｒｉａ　ａｐｉｉ）及びセプトリア・リコペルシシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｌｙｃｏｐｅｒ
ｓｉｃｉ）；　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（Ｖｅｎｔｕ
ｒｉａ　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）；　タペシア属各
種（Ｔａｐｅｓｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、タペシア・アクホルミス（Ｔａｐｅｓ
ｉａ　ａｃｕｆｏｒｍｉｓ）；　チエラビオプシス属各種（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ
　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、チエラビオプシス・バシコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉ
ｓ　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　ｓｏｉｌ－ｂｏｒｎｅ　ｄｅｃａｙ
，　ｍｏｕｌｄ，　ｗｉｌｔ，　ｒｏｔ　ａｎｄ　ｄａｍｐｉｎｇ－ｏｆｆ　ｄｉｓｅａ
ｓｅ）：　アルテルナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）病、例えば、アルテルナリア・ブラ
シシコラ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｂｒａｓｓｉｃｉｃｏｌａ）に起因するもの；　アフ
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ァノミセス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ）病、例えば、アファノミセス・エウテイケス（Ａ
ｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｅｕｔｅｉｃｈｅｓ）に起因するもの；　アスコキタ（Ａｓｃｏ
ｃｈｙｔａ）病、例えば、アスコキタ・レンチス（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ　ｌｅｎｔｉｓ）
に起因するもの；　アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）病、例えば、アスペルギ
ルス・フラブス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）に起因するもの；　クラドス
ポリウム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、クラドスポリウム・ヘルバルム（Ｃ
ｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｈｅｒｂａｒｕｍ）に起因するもの；　コクリオボルス（Ｃｏ
ｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）病、例えば、コクリオボルス・サチブス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌ
ｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分生子形態：Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ、Ｂｉｐｏｌａｒｉｓ　異
名：Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）に起因するもの；　コレトトリクム（Ｃｏｌｌ
ｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ）病、例えば、コレトトリクム・ココデス（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉ
ｃｈｕｍ　ｃｏｃｃｏｄｅｓ）に起因するもの；　フサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）病、
例えば、フサリウム・クルモルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）に起因するも
の；　ジベレラ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）病、例えば、ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒ
ｅｌｌａ　ｚｅａｅ）に起因するもの；　マクロホミナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ）病
、例えば、マクロホミナ・ファセオリナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉ
ｎａ）に起因するもの；　ミクロドキウム（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ）病、例えば、ミ
クロドキウム・ニバレ（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｎｉｖａｌｅ）に起因するもの；　
モノグラフェラ（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ）病、例えば、モノグラフェラ・ニバリス
（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）に起因するもの；　ペニシリウム（Ｐ
ｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）病、例えば、ペニシリウム・エキスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌ
ｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）に起因するもの；　ホマ（Ｐｈｏｍａ）病、例えば、ホマ・
リンガム（Ｐｈｏｍａ　ｌｉｎｇａｍ）に起因するもの；　ホモプシス（Ｐｈｏｍｏｐｓ
ｉｓ）病、例えば、ホモプシス・ソジャエ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｏｊａｅ）に起因す
るもの；　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）病、例えば、フィトフトラ・カク
トルム（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｃａｃｔｏｒｕｍ）に起因するもの；　ピレノホラ
（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ）病、例えば、ピレノホラ・グラミネア（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏ
ｒａ　ｇｒａｍｉｎｅａ）に起因するもの；　ピリクラリア（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ）
病、例えば、ピリクラリア・オリザエ（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）に起因
するもの；　ピシウム（Ｐｙｔｈｉｕｍ）病、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈ
ｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）に起因するもの；　リゾクトニア（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）
病、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）に起因す
るもの；　リゾプス（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ）病、例えば、リゾプス・オリザエ（Ｒｈｉｚｏ
ｐｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）に起因するもの；　スクレロチウム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ）病
、例えば、スクレロチウム・ロルフシイ（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｒｏｌｆｓｉｉ）に起
因するもの；　セプトリア（Ｓｅｐｔｏｒｉａ）病、例えば、セプトリア・ノドルム（Ｓ
ｅｐｔｏｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）に起因するもの；　チフラ（Ｔｙｐｈｕｌａ）病、例
えば、チフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）に起因するもの；
　ベルチシリウム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ）病、例えば、ベルチシリウム・ダーリア
エ（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｄａｈｌｉａｅ）に起因するもの；
　・　例えば以下のような、黒穂病菌類（ｓｍｕｔ　ａｎｄ　ｂｕｎｔ　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　ｒｅｉｌｉａ
ｎａ）；　チレチア属各種（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、チレチア・
カリエス（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｃａｒｉｅｓ）、チレチア・コントロベルサ（Ｔ．　ｃｏ
ｎｔｒｏｖｅｒｓａ）；　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（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ウスチラゴ・ヌダ（Ｕｓｔ
ｉｌａｇｏ　ｎｕｄａ）、ウスチラゴ・ヌダ・トリシチ（Ｕ．　ｎｕｄａ　ｔｒｉｔｉｃ
ｉ）；
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　・　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、種子及び土壌によって媒介される腐敗病及び萎凋病
（ｓｅｅｄ－　ａｎｄ　ｓｏｉｌ－ｂｏｒｎｅ　ｒｏｔ　ａｎｄ　ｗｉｌｔ　ｄｉｓｅａ
ｓｅ）並びに実生の病害：　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）；　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）；　ピシウム属各種（Ｐｙｔ
ｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔ
ｉｍｕｍ）；　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）；　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）；
　・　例えば以下のものに起因する、癌性病害（ｃａｎｃｅｒｏｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅ）
、こぶ（ｇａｌｌ）及び天狗巣病（ｗｉｔｃｈｅｓ’　ｂｒｏｏｍ）：　ネクトリア属各
種（Ｎｅｃｔｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ネクトリア・ガリゲナ（Ｎｅｃｔｒｉ
ａ　ｇａｌｌｉｇｅｎａ）；
　・　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（Ｍｏ
ｎｉｌｉｎｉａ　ｌａｘａ）；
　・　例えば以下のものに起因する、葉、花及び果実の奇形：　タフリナ属各種（Ｔａｐ
ｈｒｉｎａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、タフリナ・デホルマンス（Ｔａｐｈｒｉｎａ　
ｄｅｆｏｒｍａｎｓ）；
　・　例えば以下のものに起因する、木本植物の衰退性病害（ｄｅｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ
　ｄｉｓｅａｓｅ）：　エスカ属各種（Ｅｓｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ファエモ
ニエラ・クラミドスポラ（Ｐｈａｅｍｏｎｉｅｌｌａ　ｃｌａｍｙｄｏｓｐｏｒａ）及び
ファエオアクレモニウム・アレオフィルム（Ｐｈａｅｏａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ　ａｌｅｏ
ｐｈｉｌｕｍ）及びフォミチポリア・メジテラネア（Ｆｏｍｉｔｉｐｏｒｉａ　ｍｅｄｉ
ｔｅｒｒａｎｅａ；
　・　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）；
　・　例えば以下のような、細菌性病原体に起因する病害：　キサントモナス属各種（Ｘ
ａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　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．　ｏｒｙｚａ
ｅ）；　シュードモナス属各種（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、
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シュードモナス・シリンガエ　ｐｖ．ラクリマンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉ
ｎｇａｅ　ｐｖ．　ｌａｃｈｒｙｍａｎｓ）；　エルビニア属各種（Ｅｒｗｉｎｉａ　ｓ
ｐｅｃｉｅｓ）、例えば、エルビニア・アミロボラ（Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒ
ａ）。
【０１２９】
　好ましいのは、ダイズの以下の病害の防除である：
　・　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
（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）（Ｎｅｏｃｏｓｍｏｐｓｐｏｒａ　ｖａｓｉｎｆｅｃｔａ）、黒点病（Ｄｉ
ａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ）、茎腐爛病（ｓｔｅｍ　ｃａｎｋｅｒ）（Ｄ
ｉａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ　ｖａｒ．　ｃａｕｌｉｖｏｒａ）、茎疫病
（ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｒｏｔ）（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｍｅｇａｓｐｅｒ
ｍａ）、落葉病（ｂｒｏｗｎ　ｓｔｅｍ　ｒｏｔ）（Ｐｈｉａｌｏｐｈｏｒａ　ｇｒｅｇ
ａｔａ）、根茎腐敗病（ｐｙｔｈｉｕｍ　ｒｏｔ）（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ａｐｈａｎｉｄｅ
ｒｍａｔｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｉｒｒｅｇｕｌａｒｅ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｄｅｂａｒｙ
ａｎｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｍｙｒｉｏｔｙｌｕｍ、Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）
、リゾクトニア根腐病（ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ，　ｓｔｅｍ　ｄｅ
ｃａｙ，　ａｎｄ　ｄａｍｐｉｎｇ－ｏｆｆ）（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ
）、菌核病（ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｔｅｍ　ｄｅｃａｙ）（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉ
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ａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）、スクレロチニアサウザンブライト病（ｓｃｌｅｒｏｔ
ｉｎｉａ　ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ｂｌｉｇｈｔ）（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｒｏｌｆｓｉ
ｉ）、チエラビオプシス根腐病（ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（Ｔ
ｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）。
【０１３０】
　上記微生物の抵抗性株を防除することも可能である。
【０１３１】
　工業材料を劣化又は変化させることができる微生物として挙げることができるものは、
例えば、細菌類、菌類、酵母類、藻類及び粘菌類（ｓｌｉｍｅ　ｏｒｇａｎｉｓｍｓ）な
どである。本発明の活性化合物は、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（担子菌類（Ｂａｓｉｄｉｏｍｙｃｅｔｅｓ））、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（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）、例えば
、アルテルナリア・テヌイス（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｔｅｎｕｉｓ）；　アスペルギル
ス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）、例えば、アスペルギルス・ニゲル（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌ
ｕｓ　ｎｉｇｅｒ）；　カエトミウム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ）、例えば、カエトミウム
・グロボスム（Ｃｈａｅｔｏｍｉｕｍ　ｇｌｏｂｏｓｕｍ）；　コニオホラ（Ｃｏｎｉｏ
ｐｈｏｒａ）、例えば、コニオホラ・プエタナ（Ｃｏｎｉｏｐｈｏｒａ　ｐｕｅｔａｎａ
）；　レンチヌス（Ｌｅｎｔｉｎｕｓ）、例えば、レンチヌス・チグリヌス（Ｌｅｎｔｉ
ｎｕｓ　ｔｉｇｒｉｎｕｓ）；　ペニシリウム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）、例えば、ペ
ニシリウム・グラウクム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｇｌａｕｃｕｍ）；　ポリポルス（
Ｐｏｌｙｐｏｒｕｓ）、例えば、ポリポルス・ベルシコロル（Ｐｏｌｙｐｏｒｕｓ　ｖｅ
ｒｓｉｃｏｌｏｒ）；　アウレオバシジウム（Ａｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ）、例えば、
アウレオバシジウム・プルランス（Ａｕｒｅｏｂａｓｉｄｉｕｍ　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（Ｔｒｉｃｈｏｄｅ
ｒｍａ）、例えば、トリコデルマ・ビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｖｉｒｉｄｅ）；
　エシェリキア（Ｅｓｃｈｅｒｉｃｈｉａ）、例えば、エシェリキア・コリ（Ｅｓｃｈｅ
ｒｉｃｈｉａ　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）。
【０１３２】
　さらに、本発明による式（Ｉ）で表される化合物は、極めて優れた抗真菌活性も示す。
それらは、極めて広い抗真菌活性範囲を有しており、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　ｓｐｅｃ
ｉｅｓ）、例えば、カンジダ・アルビカンス（Ｃａｎｄｉｄａ　ａｌｂｉｃａｎｓ）、カ
ンジダ・グラブラタ（Ｃａｎｄｉｄａ　ｇｌａｂｒａｔａ）に対して〕、並びに、エピデ
ルモフィトン・フロコスム（Ｅｐｉｄｅｒｍｏｐｈｙｔｏｎ　ｆｌｏｃｃｏｓｕｍ）、ア
スペルギルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、アスペルギ
ルス・ニゲル（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｎｉｇｅｒ）及びアスペルギルス・フミガツス
（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｕｍｉｇａｔｕｓ）、トリコフィトン属各種（Ｔｒｉｃｈ
ｏｐｈｙｔｏｎ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、トリコフィトン・メンタグロフィテス（Ｔ
ｒｉｃｈｏｐｈｙｔｏｎ　ｍｅｎｔａｇｒｏｐｈｙｔｅｓ）、ミクロスポロン属各種（Ｍ
ｉｃｒｏｓｐｏｒｏｎ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、ミクロスポロン・カニス（Ｍｉｃｒ
ｏｓｐｏｒｏｎ　ｃａｎｉｓ）及びミクロスポロン・アウドウイニイ（Ｍｉｃｒｏｓｐｏ
ｒｏｎ　ａｕｄｏｕｉｎｉｉ）などに対して、極めて広い抗真菌活性範囲を有している。
これら菌類のリストは、包含され得る真菌範囲を決して限定するものではなく、単に例示
のためのものである。
【０１３３】
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　本発明による化合物を施用する場合、その施用量は、広い範囲内で変えることができる
。本発明による処理方法において通常施用される活性化合物の薬量／施用量は、一般に、
及び、有利には、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（茎葉処理）：　０．１～１００００ｇ／
ｈａ、好ましくは、１０～１０００ｇ／ｈａ、さらに好ましくは、５０～３００ｇ／ｈａ
；　灌注施用又は滴下施用の場合、特に、ロックウール又はパーライトなどの不活性底土
を用いる場合は、上記薬量はさらに低減させることができる；
　・　種子処理の場合：　種子１００ｋｇ当たり２～２００ｇ、好ましくは、種子１００
ｋｇ当たり３～１５０ｇ、さらに好ましくは、種子１００ｋｇ当たり２．５～２５ｇ、一
層さらに好ましくは、種子１００ｋｇ当たり２．５～１２．５ｇ；
　・　土壌処理の場合：　０．１～１００００ｇ／ｈａ、好ましくは、１～５０００ｇ／
ｈａ。
【０１３４】
　本明細書中に示されている薬量は、本発明による方法を例証する例として挙げられてい
る。当業者は、特に処理対象の植物又は作物の種類に照らして、当該施用薬量を適合させ
る方法を知るであろう。
【０１３５】
　本発明による組合せは、処理後ある一定の期間、害虫（ｐｅｓｔ）及び／又は植物病原
性菌類及び／又は微生物類に対して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、植物が該組合せで処理されてから、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、一層さらに好ましくは、１～７日
間にわたり、又は、植物の繁殖器官が処理されてから、最大で２００日間にわたる。
【０１３６】
　さらに、本発明による組合せ及び組成物を用いて、植物及び収穫された植物材料の中の
マイコトキシンの含有量を低減させることも可能であり、従って、植物及び収穫された植
物材料から作られる食料及び飼料の中のマイコトキシンの含有量を低減させることも可能
である。特に、限定するものではないが、以下のマイコトキシン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－ＤＯ
Ｎ、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（ｂｅａｕｖｅｒｉ
ｃｉｎｅ）、エンニアチン、フサロプロリフェリン（ｆｕｓａｒｏｐｒｏｌｉｆｅｒｉｎ
ｅ）、フサレノール（ｆｕｓａｒｅｎｏｌｅ）、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、以下の菌類病に起因する：
フサリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）、例えば、フサリウム・アクミナツ
ム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ａｃｕｍｉｎａｔｕｍ）、フサリウム・アベナセウム（Ｆ．　ａ
ｖｅｎａｃｅｕｍ）、フサリウム・クロオクウェレンセ（Ｆ．　ｃｒｏｏｋｗｅｌｌｅｎ
ｓｅ）、フサリウム・クルモルム（Ｆ．　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）、フサリウム・グラミネア
ルム（Ｆ．　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）（ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚ
ｅａｅ））、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．　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）、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．　ｓａｍｂｕｃｉｎｕｍ）、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．　ｓｐｏｒ
ｏｔｒｉｃｈｏｉｄｅｓ）、フサリウム・ラングセチアエ（Ｆ．　ｌａｎｇｓｅｔｈｉａ
ｅ）、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．　ｔｒｉｃｉｎｃｔｕｍ）、フサリウム・ベルチシリオイデス（
Ｆ．　ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｏｉｄｅｓ）など；及び、さらに、以下のものにも起因する
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：アスペルギルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃ．）、ペニシリウム属各種
（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃ．）、クラビセプス・プルプレア（Ｃｌａｖｉｃｅ
ｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）、スタキボトリス属各種（Ｓｔａｃｈｙｂｏｔｒｙｓ　ｓｐｅ
ｃ．）など〕。
【０１３７】
　本発明による活性化合物組合せの優れた殺菌活性は、下記実施例から明らかである。個
々の活性化合物は殺菌活性に関して不充分であるが、当該組合せは、活性の単なる和を超
えた活性を示す。活性化合物組合せの殺菌活性が、個別的に施用されたときの活性化合物
の活性の総和を超えている場合、殺菌剤の相乗効果が常に存在している。２種類の活性化
合物の所与の組合せに対して期待される活性は、以下のように計算することができる（ｃ
ｆ．　Ｃｏｌｂｙ，　Ｓ．Ｒ．，　“Ｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ
　ａｎｄ　Ａｎｔａｇｏｎｉｓｔｉｃ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅ
　Ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ”，　Ｗｅｅｄｓ　１９６７，　１５，　２０－２２）：
　Ｘは、活性化合物Ａがｍ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用されたときの効
力であり；
　Ｙは、活性化合物Ｂがｎ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用されたときの効
力であり；
　Ｅは、活性化合物Ａ及び活性化合物Ｂが、それぞれ、ｍ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）
及びｎ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用されたときの効力である；
とした場合、
【０１３８】

【数１】

　「％」で表される効力の程度が示される。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。実際の殺菌活性が算出された
値を超えている場合、該組合せの活性は、相加的なものを超えている。即ち、相乗効果が
存在している。この場合、実際に観察された効力は、期待される効力（Ｅ）について上記
式から計算された値よりも大きくなければならない。相乗効果を立証するさらなる方法は
、Ｔａｍｍｅｓの方法である（ｃｆ．　“Ｉｓｏｂｏｌｅｓ，　ａ　ｇｒａｐｈｉｃ　ｒ
ｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｍ　ｉｎ　ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ
”　ｉｎ　Ｎｅｔｈ．　Ｊ．　Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈ．，　１９６４，　７０，　７３－
８０）。
【０１３９】
　下記実施例によって、本発明について例証する。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】
【０１４０】
　使用実施例
　実施例Ａ：　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）試験（トマト）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
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、フィトフトラ・インフェスタンス（Ｐｈ
ｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）の胞子の水性懸濁液を用いて接種する。次
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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内に置く。
当該試験について、上記接種の３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。下記表は、本発明によ
る活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相
乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１４１】
【表３】

【０１４２】
【表４】

【０１４３】
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【表５】

【０１４４】
【表６】

【０１４５】

【表７】
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【０１４６】
【表８】

【０１４７】
【表９】

　実施例Ｂ：　プラスモパラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ）試験（ブドウの木）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
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、プラスモパラ・ビチコラ（Ｐｌａｓｍｏ
ｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏｌａ）の胞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内に１日間維持する。次いで
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、その植物を、約２１℃で相対大気湿度約９０％の温室内に４日間置く。次いで、その植
物を湿らせ、インキュベーション室内に１日間置く。当該試験について、上記接種の６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。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察さ
れた活性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭
に示している。
【０１４８】
【表１０】

　実施例Ｃ：　スファエロテカ（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ）試験（キュウリ）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
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、スファエロテカ・フリギネア（Ｓｐｈａ
ｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉｎｅａ）の胞子の水性懸濁液を用いて接種する。次いで
、その植物を、約２３℃で相対大気湿度約７０％の温室内に置く。当該試験について、上
記接種の７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。下記表は、本発明による活性化合物組合せに
ついて観察された活性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在している
ことを、明瞭に示している。
【０１４９】
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【表１１】

【０１５０】
【表１２】

【０１５１】
【表１３】

【０１５２】
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【表１４】

　実施例Ｄ：　ベンツリア（Ｖｅｎｔｕｒｉａ）試験（リンゴ）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
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
ン室内に１日間維持する。次いで、その植物を、約２１℃で相対大気湿度約９０％の温室
内に置く。当該試験について、上記接種の１０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。下記表は
、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よりも高いこ
と、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１５３】
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【表１５】

【０１５４】
【表１６】

　実施例Ｅ：　アルテルナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）試験（トマト）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
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、アルテルナリア・ソラニ（Ａｌｔｅｒｎ
ａｒｉａ　ｓｏｌａｎｉ）の胞子の水性懸濁液を用いて接種する。次いで、その植物を、
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約２０℃で相対大気湿度１００％のインキュベーション室内に置く。当該試験について、
上記接種の３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。下記表は、本発明による活性化合物組合せ
について観察された活性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在してい
ることを、明瞭に示している。
【０１５５】
【表１７】

【０１５６】
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【表１８】

　実施例Ｆ：　ボトリチス（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ）試験（インゲンマメ）／保護
　　　　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
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。保護活性につい
て試験するために、幼植物に、活性化合物の該調製物を噴霧する。その噴霧による被膜が
乾燥した後、増殖したボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）で覆
われている寒天の小片２個を各葉の上に置く。その接種された植物を、２０℃で相対大気
湿度１００％の暗室内に置く。上記接種の２日後に、当該葉の表面上の病斑の寸法につい
て評価する。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。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察され
た活性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に
示している。
【０１５７】
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【表１９】

【０１５８】
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【表２０】

【０１５９】

【表２１】

　実施例Ｇ：　ブルメリア（Ｂｌｕｍｅｒｉａ）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。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
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に、ブルメリア・グラミニス　ｆ．ｓｐ．　トリチシ（Ｂｌｕｍｅｒｉａ　ｇｒａｍｉｎ
ｉｓ　ｆ．ｓｐ．　ｔｒｉｔｉｃｉ）の胞子を振りかける。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。当該試験について、上記接種の７日後に評価する
。０％は、未処理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。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活
性が算出された活性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示し
ている。
【０１６０】
【表２２】

　実施例Ｈ：　セプトリア・トリチシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）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。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、セプトリア・トリチシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）の胞子の懸濁液を噴霧
する。その植物を、約２０℃で相対大気湿度約１００％のインキュベーション室の中に４
８時間間維持し、その後、相対大気湿度約１００％の半透明なインキュベーション室の中
に約１５℃で６０時間維持する。その植物を、温度約１５℃で相対大気湿度約８０％の温
室の中に置く。当該試験について、上記接種の２１日後に評価する。０％は、未処理対照
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
。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よ
りも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１６１】
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【表２３】

　実施例Ｉ：　ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）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。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、ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）の胞子の懸濁液を噴霧
する。その植物を、約２０℃で相対大気湿度約１００％のインキュベーション室の中に４
８時間間維持する。その植物を、温度約２０で相対大気湿度約８０％の温室の中に置く。
当該試験について、上記接種の８日後に評価する。０％は、未処理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。下記表は、本発
明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よりも高いこと、即
ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１６２】
【表２４】

【０１６３】
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【表２５】

　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。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、レプトスファエリア・ノドルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）の
胞子の懸濁液を噴霧する。その植物を、約２０℃で相対大気湿度約１００％のインキュベ
ーション室の中に４８時間間維持する。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。当該試験について、上記接種の８日後に評価する。０％は、未処理
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。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活
性よりも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１６４】
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【表２６】

　実施例Ｌ：　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。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・グラミネア
ルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）の分生子の懸濁液を噴霧する。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
ン室の中に置く。当該試験について、上記接種の５日後に評価する。０％は、未処理対照
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
。下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よ
りも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１６５】
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【表２７】

　実施例Ｍ：　プッシニア・トリチシナ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉｎａ）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。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、プッシニア・トリチシナ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｔｒｉｔｉｃｉｎａ）の胞子の懸濁液
を噴霧する。その植物を、約２０℃で相対大気湿度約１００％のインキュベーション室の
中に４８時間間維持する。その植物を、温度約２０℃で相対大気湿度約８０％の温室の中
に置く。当該試験について、上記接種の８日後に評価する。０％は、未処理対照の効力に
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。下記表
は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よりも高い
こと、即ち、相乗効果が存在していることを、明瞭に示している。
【０１６６】

【表２８】
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