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(57)【要約】
【課題】ヤトロファに発生した病害を効果的に防除する方法を提供すること。
【解決手段】ヤトロファ又はヤトロファの栽培地に、特定の化合物群から選ばれる少なく
とも一つの化合物の有効量を施用することを特徴とするヤトロファの病害防除方法、等。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヤトロファ（Ｊａｔｒｏｐｈａ）又はヤトロファの栽培地に、下記の化合物群から選ばれ
る少なくとも一つの化合物の有効量を施用することを特徴とするヤトロファの病害防除方
法。
≪化合物群≫
（１）アゾール系殺菌剤
プロピコナゾール（ｐｒｏｐｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、プロチオコナゾール（ｐｒｏｔｈｉ
ｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、トリアジメノール（ｔｒｉａｄｉｍｅｎｏｌ）、プロクロラズ（
ｐｒｏｃｈｌｏｒａｚ）、ペンコナゾール（ｐｅｎｃｏｎａｚｏｌｅ）、テブコナゾール
（ｔｅｂｕｃｏｎａｚｏｌｅ）、フルシラゾール（ｆｌｕｓｉｌａｚｏｌｅ）、ジニコナ
ゾール（ｄｉｎｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ブロムコナゾール（ｂｒｏｍｕｃｏｎａｚｏｌｅ
）、エポキシコナゾール（ｅｐｏｘｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ジフェノコナゾール（ｄｉｆ
ｅｎｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、シプロコナゾール（ｃｙｐｒｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、メトコ
ナゾール（ｍｅｔｃｏｎａｚｏｌｅ）、トリフルミゾール（ｔｒｉｆｌｕｍｉｚｏｌｅ）
、テトラコナゾール（ｔｅｔｒａｃｏｎａｚｏｌｅ）、マイクロブタニル（ｍｙｃｌｏｂ
ｕｔａｎｉｌ）、フェンブコナゾール（ｆｅｎｂｕｃｏｎａｚｏｌｅ）、ヘキサコナゾー
ル（ｈｅｘａｃｏｎａｚｏｌｅ）、フルキンコナゾール（ｆｌｕｑｕｉｎｃｏｎａｚｏｌ
ｅ）、トリティコナゾール（ｔｒｉｔｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ビテルタノール（ｂｉｔｅ
ｒｔａｎｏｌ）、イマザリル（ｉｍａｚａｌｉｌ）、フルトリアホール（ｆｌｕｔｒｉａ
ｆｏｌ）、シメコナゾール（ｓｉｍｅｃｏｎａｚｏｌｅ）、イプコナゾール（ｉｐｃｏｎ
ａｚｏｌｅ）；
（２）アミン系殺菌剤
フェンプロピモルフ（ｆｅｎｐｒｏｐｉｍｏｒｐｈ）、トリデモルフ（ｔｒｉｄｅｍｏｒ
ｐｈ）、フェンプロピジン（ｆｅｎｐｒｏｐｉｄｉｎ）、スピロキサミン（ｓｐｉｒｏｘ
ａｍｉｎｅ）；
（３）ベンズイミダゾール系殺菌剤
カルベンダジム（ｃａｒｂｅｎｄａｚｉｍ）、ベノミル（ｂｅｎｏｍｙｌ）、チアベンダ
ゾール（ｔｈｉａｂｅｎｄａｚｏｌｅ）、チオファネートメチル（ｔｈｉｏｐｈａｎａｔ
ｅ―Ｍｅｔｈｙｌ）；
（４）ジカルボキシイミド系殺菌剤
プロシミドン（ｐｒｏｃｙｍｉｄｏｎｅ）、イプロジオン（ｉｐｒｏｄｉｏｎｅ）、ビン
クロゾリン（ｖｉｎｃｌｏｚｏｌｉｎ）；
（５）アニリノピリミジン系殺菌剤
シプロディニル（ｃｙｐｒｏｄｉｎｉｌ）、ピリメタニル（ｐｙｒｉｍｅｔｈａｎｉｌ）
、メパニピリム（ｍｅｐａｎｉｐｙｒｉｍ）；
（６）フェニルピロール系殺菌剤
　フェンピクロニル（ｆｅｎｐｉｃｌｏｎｉｌ）、フルジオキソニル（ｆｌｕｄｉｏｘｏ
ｎｉｌ）；
（７）ストロビルリン系殺菌剤
クレソキシムメチル（ｋｒｅｓｏｘｉｍ－ｍｅｔｈｙｌ）、アゾキシストロビン（ａｚｏ
ｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、トリフロキシストロビン（ｔｒｉｆｌｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、
フルオキサストロビン（ｆｌｕｏｘａｓｔｒｏｂｉｎ）、ピコキシストロビン（ｐｉｃｏ
ｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、ピラクロストロビン（ｐｙｒａｃｌｏｓｔｒｏｂｉｎ）、ジモキ
シストロビン（ｄｉｍｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、ピリベンカルブ（ｐｙｒｉｂｅｎｃａｒ
ｂ）、メトミノストロビン（ｍｅｔｏｍｉｎｏｓｔｒｏｂｉｎ）、オリザストロビン（ｏ
ｒｙｚａｓｔｒｏｂｉｎ）、エネストロビン（ｅｎｅｓｔｒｏｂｉｎ）、
式（１）
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〔式中、Ｘ３はメチル基、ジフルオロメチル基、またはエチル基を表し、Ｘ４はメトキシ
基、またはメチルアミノ基を表し、Ｘ５はフェニル基、２－メチルフェニル基、または２
，５－ジメチルフェニル基を表す。〕
で示されるα－アルコキシフェニル酢酸化合物；
（８）フェニルアマイド系殺菌剤
メタラキシル（ｍｅｔａｌａｘｙｌ）、メタラキシルＭまたはメフェノキサム（ｍｅｔａ
ｌａｘｙｌ－Ｍ　ｏｒ　ｍｅｆｅｎｏｘａｍ）、ベナラキシル（ｂｅｎａｌａｘｙｌ）、
ベナラキシルＭ（ｂｅｎａｌａｘｙｌ－Ｍ）；
（９）カルボン酸アミド系殺菌剤
ジメトモルフ（ｄｉｍｅｔｈｏｍｏｒｐｈ）、イプロバリカルブ（ｉｐｒｏｖａｌｉｃａ
ｒｂ）、ベンチアバリカルブイソプロピル（ｂｅｎｔｈｉｖａｌｉｃａｒｂ－ｉｓｏｐｒ
ｏｐｙｌ）、マンジプロパミド（ｍａｎｄｉｐｒｏｐａｍｉｄ）、バリフェナル（ｖａｌ
ｉｐｈｅｎａｌ）；
（１０）カルボキサミド系殺菌剤
カルボキシン（ｃａｒｂｏｘｉｎ）、メプロニル（ｍｅｐｒｏｎｉｌ）、フルトラニル（
ｆｌｕｔｏｌａｎｉｌ）、チフルザミド（ｔｈｉｆｌｕｚａｍｉｄｅ）、ボスカリド（ｂ
ｏｓｃａｌｉｄ）、フルオピラン（ｆｌｕｏｐｙｒａｍ）、；
（１１）その他の殺菌剤
ジエトフェンカルブ、チウラム、フルアジナム、マンコゼブ、クロロタロニル、キャプタ
ン、ジクロフルアニド、フォルペット、キノキシフェン、フェンヘキサミド、ファモキサ
ドン、フェナミドン、ゾキサミド、エタボキサム、アミスルブロム、シアゾファミド、メ
トラフェノン、シフルフェナミド、プロキナジド、フルスルファミド、フルオピコリド、
フォセチル、シモキサニル、ペンシクロン、トルクロホスメチル、カルプロパミド、ジク
ロシメット、フェノキサニル；トリシクラゾール、ピロキロン、プロベナゾール、イソチ
アニル、チアジニル、テブフロキン、ジクロメジン、カスガマイシン、フェリムゾン、フ
サライド、バリダマイシン、ヒドロキシイソキサゾール、イミノクタジン酢酸塩、イソプ
ロチオラン、オキソリニック酸、オキシテトラサイクリン、ストレプトマイシン、塩基性
塩化銅、水酸化第二銅、塩基性硫酸銅、オキシキノリン銅、硫黄、
式（２）

〔式中、Ｘ１は水素原子、またはハロゲン原子を表し、Ｘ２はメチル基、ジフルオロメチ
ル基、又はトリフルオロメチル基を表し、Ｑは下記のいずれかの基
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を表す。〕
で示されるピラゾールカルボキサミド化合物、
　式（３）

〔式中、Ｘ６はメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、２－プロペニルオキシ基、２－
プロピニルオキシ基、３－ブテニルオキシ基、３－ブチニルオキシ基、メチルチオ基、エ
チルチオ基、または２－プロペニルチオ基を表し、Ｘ７は１－メチルエチル基、または１
－メチルプロピル基を表し、Ｘ８は２－メチルフェニル基、または２，６－ジクロロフェ
ニル基を表す。〕
で示されるピラゾリノン化合物。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ヤトロファ（Ｊａｔｒｏｐｈａ）の病害防除方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、数多くの植物病害防除薬剤が市販され、使用されている(例えば、非特許文献１
参照)が、どのような薬剤を使用すればヤトロファに発生した病害を効果的に防除するこ
とができるのかについては知られていない。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】ペスティサイドマニュアル（Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａ
ｌ）Ｆｏｕｒｔｅｅｎｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ（2006）、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒ
ｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ（ＩＳＢＮ：１－９０１３９６－１４－２）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、ヤトロファに発生した病害を効果的に防除する方法を提供することを課題と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者等は、鋭意検討した結果、特定の化合物がヤトロファの病害を防除するのに有
効であることが見出し、本発明に至った。
　すなわち、本発明は、
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ヤトロファ又はヤトロファの栽培地に、下記の化合物群から選ばれる少なくとも一つの化
合物（以下、本化合物と記すことがある。）の有効量を施用することを特徴とするヤトロ
ファの病害防除方法（以下、本発明と記すことがある。）。
≪化合物群≫
（１）アゾール系殺菌剤
プロピコナゾール（ｐｒｏｐｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、プロチオコナゾール（ｐｒｏｔｈｉ
ｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、トリアジメノール（ｔｒｉａｄｉｍｅｎｏｌ）、プロクロラズ（
ｐｒｏｃｈｌｏｒａｚ）、ペンコナゾール（ｐｅｎｃｏｎａｚｏｌｅ）、テブコナゾール
（ｔｅｂｕｃｏｎａｚｏｌｅ）、フルシラゾール（ｆｌｕｓｉｌａｚｏｌｅ）、ジニコナ
ゾール（ｄｉｎｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ブロムコナゾール（ｂｒｏｍｕｃｏｎａｚｏｌｅ
）、エポキシコナゾール（ｅｐｏｘｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ジフェノコナゾール（ｄｉｆ
ｅｎｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、シプロコナゾール（ｃｙｐｒｏｃｏｎａｚｏｌｅ）、メトコ
ナゾール（ｍｅｔｃｏｎａｚｏｌｅ）、トリフルミゾール（ｔｒｉｆｌｕｍｉｚｏｌｅ）
、テトラコナゾール（ｔｅｔｒａｃｏｎａｚｏｌｅ）、マイクロブタニル（ｍｙｃｌｏｂ
ｕｔａｎｉｌ）、フェンブコナゾール（ｆｅｎｂｕｃｏｎａｚｏｌｅ）、ヘキサコナゾー
ル（ｈｅｘａｃｏｎａｚｏｌｅ）、フルキンコナゾール（ｆｌｕｑｕｉｎｃｏｎａｚｏｌ
ｅ）、トリティコナゾール（ｔｒｉｔｉｃｏｎａｚｏｌｅ）、ビテルタノール（ｂｉｔｅ
ｒｔａｎｏｌ）、イマザリル（ｉｍａｚａｌｉｌ）、フルトリアホール（ｆｌｕｔｒｉａ
ｆｏｌ）、シメコナゾール（ｓｉｍｅｃｏｎａｚｏｌｅ）、イプコナゾール（ｉｐｃｏｎ
ａｚｏｌｅ）；
（２）アミン系殺菌剤
フェンプロピモルフ（ｆｅｎｐｒｏｐｉｍｏｒｐｈ）、トリデモルフ（ｔｒｉｄｅｍｏｒ
ｐｈ）、フェンプロピジン（ｆｅｎｐｒｏｐｉｄｉｎ）、スピロキサミン（ｓｐｉｒｏｘ
ａｍｉｎｅ）；
（３）ベンズイミダゾール系殺菌剤
カルベンダジム（ｃａｒｂｅｎｄａｚｉｍ）、ベノミル（ｂｅｎｏｍｙｌ）、チアベンダ
ゾール（ｔｈｉａｂｅｎｄａｚｏｌｅ）、チオファネートメチル（ｔｈｉｏｐｈａｎａｔ
ｅ―Ｍｅｔｈｙｌ）；
（４）ジカルボキシイミド系殺菌剤
プロシミドン（ｐｒｏｃｙｍｉｄｏｎｅ）、イプロジオン（ｉｐｒｏｄｉｏｎｅ）、ビン
クロゾリン（ｖｉｎｃｌｏｚｏｌｉｎ）；
（５）アニリノピリミジン系殺菌剤
シプロディニル（ｃｙｐｒｏｄｉｎｉｌ）、ピリメタニル（ｐｙｒｉｍｅｔｈａｎｉｌ）
、メパニピリム（ｍｅｐａｎｉｐｙｒｉｍ）；
（６）フェニルピロール系殺菌剤
　フェンピクロニル（ｆｅｎｐｉｃｌｏｎｉｌ）、フルジオキソニル（ｆｌｕｄｉｏｘｏ
ｎｉｌ）；
（７）ストロビルリン系殺菌剤
クレソキシムメチル（ｋｒｅｓｏｘｉｍ－ｍｅｔｈｙｌ）、アゾキシストロビン（ａｚｏ
ｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、トリフロキシストロビン（ｔｒｉｆｌｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、
フルオキサストロビン（ｆｌｕｏｘａｓｔｒｏｂｉｎ）、ピコキシストロビン（ｐｉｃｏ
ｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、ピラクロストロビン（ｐｙｒａｃｌｏｓｔｒｏｂｉｎ）、ジモキ
シストロビン（ｄｉｍｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）、ピリベンカルブ（ｐｙｒｉｂｅｎｃａｒ
ｂ）、メトミノストロビン（ｍｅｔｏｍｉｎｏｓｔｒｏｂｉｎ）、オリザストロビン（ｏ
ｒｙｚａｓｔｒｏｂｉｎ）、エネストロビン（ｅｎｅｓｔｒｏｂｉｎ）、
式（１）
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〔式中、Ｘ３はメチル基、ジフルオロメチル基、またはエチル基を表し、Ｘ４はメトキシ
基、またはメチルアミノ基を表し、Ｘ５はフェニル基、２－メチルフェニル基、または２
，５－ジメチルフェニル基を表す。〕
で示されるα－アルコキシフェニル酢酸化合物；
（８）フェニルアマイド系殺菌剤
メタラキシル（ｍｅｔａｌａｘｙｌ）、メタラキシルＭまたはメフェノキサム（ｍｅｔａ
ｌａｘｙｌ－Ｍ　ｏｒ　ｍｅｆｅｎｏｘａｍ）、ベナラキシル（ｂｅｎａｌａｘｙｌ）、
ベナラキシルＭ（ｂｅｎａｌａｘｙｌ－Ｍ）；
（９）カルボン酸アミド系殺菌剤
ジメトモルフ（ｄｉｍｅｔｈｏｍｏｒｐｈ）、イプロバリカルブ（ｉｐｒｏｖａｌｉｃａ
ｒｂ）、ベンチアバリカルブイソプロピル（ｂｅｎｔｈｉｖａｌｉｃａｒｂ－ｉｓｏｐｒ
ｏｐｙｌ）、マンジプロパミド（ｍａｎｄｉｐｒｏｐａｍｉｄ）、バリフェナル（ｖａｌ
ｉｐｈｅｎａｌ）；
（１０）カルボキサミド系殺菌剤
カルボキシン（ｃａｒｂｏｘｉｎ）、メプロニル（ｍｅｐｒｏｎｉｌ）、フルトラニル（
ｆｌｕｔｏｌａｎｉｌ）、チフルザミド（ｔｈｉｆｌｕｚａｍｉｄｅ）、ボスカリド（ｂ
ｏｓｃａｌｉｄ）、フルオピラン（ｆｌｕｏｐｙｒａｍ）、；
（１１）その他の殺菌剤
ジエトフェンカルブ、チウラム、フルアジナム、マンコゼブ、クロロタロニル、キャプタ
ン、ジクロフルアニド、フォルペット、キノキシフェン、フェンヘキサミド、ファモキサ
ドン、フェナミドン、ゾキサミド、エタボキサム、アミスルブロム、シアゾファミド、メ
トラフェノン、シフルフェナミド、プロキナジド、フルスルファミド、フルオピコリド、
フォセチル、シモキサニル、ペンシクロン、トルクロホスメチル、カルプロパミド、ジク
ロシメット、フェノキサニル；トリシクラゾール、ピロキロン、プロベナゾール、イソチ
アニル、チアジニル、テブフロキン、ジクロメジン、カスガマイシン、フェリムゾン、フ
サライド、バリダマイシン、ヒドロキシイソキサゾール、イミノクタジン酢酸塩、イソプ
ロチオラン、オキソリニック酸、オキシテトラサイクリン、ストレプトマイシン、塩基性
塩化銅、水酸化第二銅、塩基性硫酸銅、オキシキノリン銅、硫黄、
式（２）

〔式中、Ｘ１は水素原子、またはハロゲン原子を表し、Ｘ２はメチル基、ジフルオロメチ
ル基、又はトリフルオロメチル基を表し、Ｑは下記のいずれかの基
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を表す。〕
で示されるピラゾールカルボキサミド化合物、

　式（３）

〔式中、Ｘ６はメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、２－プロペニルオキシ基、２－
プロピニルオキシ基、３－ブテニルオキシ基、３－ブチニルオキシ基、メチルチオ基、エ
チルチオ基、または２－プロペニルチオ基を表し、Ｘ７は１－メチルエチル基、または１
－メチルプロピル基を表し、Ｘ８は２－メチルフェニル基、または２，６－ジクロロフェ
ニル基を表す。〕
で示されるピラゾリノン化合物；
等を提供するものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明により、ヤトロファに発生した病害を効果的に防除する方法等が提供可能になる
。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本発明方法は、ヤトロファ（Ｊａｔｒｏｐｈａ）又はヤトロファの栽培地に、特定の化
合物の有効量を施用することによって、ヤトロファに発生する病害を防除する方法である
。ヤトロファ（Ｊａｔｒｏｐｈａ）とは、トウダイグサ科の落葉低木である。種としては
、例えば、ヤトロファクルカス（Ｊａｔｒｏｐｈａ　ｃｕｒｃｕｓ）があり、その種子に
はバイオディーゼル燃料の原料となるオイルが含まれている。
　前記特定の化合物とは、前記化合物群として記載する上記（１）乃至（１１）の化合物
から選ばれる少なくとも一つの化合物である。
【０００８】
　本化合物において、
式（１）で示されるα－アルコキシフェニル酢酸化合物としては、例えば、
Ｘ３がメチル基、Ｘ４がメトキシ基、Ｘ５が２，５－ジメチルフェニル基である化合物、
Ｘ３がメチル基、Ｘ４がメチルアミノ基、Ｘ５がフェニル基である化合物、
Ｘ３がメチル基、Ｘ４がメチルアミノ基、Ｘ５が２，５－ジメチルフェニル基である化合
物、
等を挙げることができる。
　式（２）で示されるピラゾールカルボキサミド化合物としては、例えば、
Ｘ１が塩素原子、Ｘ２がメチル基、ＱがＱ１である化合物（一般名：フラメトピル）、
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Ｘ１が水素原子、Ｘ２がトリフルオロメチル基、ＱがＱ２である化合物（一般名：ペンチ
オピラド）、
Ｘ１が水素原子、Ｘ２がジフルオロメチル基、ＱがＱ３である化合物（一般名：ビキサフ
ェン）、
Ｘ１がフッ素原子、Ｘ２がメチル基、ＱがＱ４である化合物、
Ｘ１が水素原子、Ｘ２がジフルオロメチル基、ＱがＱ５である化合物、
Ｘ１が水素原子、Ｘ２がジフルオロメチル基、ＱがＱ６である化合物、
等を挙げることができる。
　式（３）で示されるピラゾリノン化合物としては、例えば、
Ｘ６がエチルチオ基、Ｘ７が１－メチルエチル基、Ｘ８が２，６－ジクロロフェニル基で
ある化合物、
Ｘ６が２－プロペニルチオ基、Ｘ７が１－メチルエチル基、Ｘ８が２－メチルフェニル基
である化合物、
等を挙げることができる。
【０００９】
　本化合物として好ましくは、クロロタロニル、アゾキシストロビン、イプロジオン、イ
ミノクタジンアルベシル酸塩、イミノクタジン酢酸塩、オキスポコナゾールフマル酸塩、
キャプタン、クレソキシムメチル、ジエトフェンカルブ、チオファネートメチル、テブコ
ナゾール、フェンヘキサミド、フルアジナム、フルジオキソニル、プロシミドン、ベノミ
ル、ボスカリド、ポリオキシン複合体、ポリカーバメート、マンゼブ、メパニピリム、オ
キシキノリン銅、
式（Ｉ）

で示されるα－アルコキシフェニル酢酸化合物（以下、化合物（Ｉ）と記すこともある。
）、
下記式（ＩＩ）

で示される化合物（以下、化合物（ＩＩ）と記すこともある。）、
メトコナゾール、プロチオコナゾール、ピリメタニル、シプロディニル、ピリベンカルブ
、ピラクロストロビン、ジモキシストロビン、ビキサフェン、フルオピラム、ペンチオピ
ラド、
をあげることができる。
【００１０】
　本発明により防除することができる病害としては、例えば以下の病原菌による病害をあ
げることができる。
　Magnaporthe grisea、Cochliobolus miyabeanus、Rhizoctonia solani、Gibberella fu
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jikuroi、Erysiphe graminis、Fusarium graminearum, F. avenacerum, F. culmorum, Mi
crodochium nivale、Puccinia striiformis， P. graminis, P. recondita, P. hordei、
Typhula sp.,Micronectriella nivalis、Ustilago tritici, U. nuda、Tilletia caries
、Pseudocercosporella herpotrichoides、Rhynchosporium secalis、Septoria tritici
、Leptosphaeria nodorum、Pyrenophora teres Drechsler、Diaporthe citri、Elsinoe f
awcetti、Penicillium digitatum, P. italicum、Phytophthora parasitica、Phytophtho
ra citrophthora、Monilinia mali、Valsa ceratosperma、Podosphaera leucotricha、Al
ternaria alternata apple pathotype、Venturia inaequalis、Colletotrichum acutatum
、Phytophtora cactorum、Venturia nashicola, V. pirina、Alternaria alternata Japa
nese pear pathotype、Gymnosporangium haraeanum、Phytophtora cactorum、Monilinia 
fructicola、Cladosporium carpophilum、Phomopsis sp.、Elsinoe ampelina、Glomerell
a cingulata、Uncinula necator、Phakopsora ampelopsidis、Guignardia bidwellii、Pl
asmopara viticola、Gloeosporium kaki、Cercospora kaki, Mycosphaerella nawae、Col
letotrichum lagenarium、Sphaerotheca fuliginea、Mycosphaerella melonis、Fusarium
 oxysporum、Pseudoperonospora cubensis、Phytophthora sp.、Pythium sp.、Alternari
a solani、Cladosporium fulvum、Phytophthora infestans、Phomopsis vexans、Erysiph
e cichoracearum、Alternaria japonica、Cercosporella brassicae、Plasmodiophora br
assicae、Peronospora parasitica、Puccinia allii、Peronospora destructor、Cercosp
ora kikuchii、Elsinoe glycines、Diaporthe phaseolorum var. sojae、Phakopsora pac
hyrhizi、Phytophthora sojae、Colletotrichum lindemthianum、Cercospora personata
、Cercospora arachidicola、Sclerotium rolfsii、Erysiphe pisi、Alternaria solani
、Phytophthora infestans、Phytophthora erythroseptica、Spongospora subterranean 
f. sp. subterranea、Sphaerotheca humuli、Glomerella cingulata、Exobasidium retic
ulatum、Elsinoe leucospila、Pestalotiopsis sp.、Colletotrichum theae-sinensis、A
lternaria longipes、Erysiphe cichoracearum、Colletotrichum tabacum、Peronospora 
tabacina、Phytophthora nicotianae、Cercospora beticola、Thanatephorus cucumeris
、Thanatephorus cucumeris、Aphanomyces cochlioides、Diplocarpon rosae、Sphaeroth
eca pannosa、Peronospora sparsa、Bremia lactucae、Septoria chrysanthemi－indici
、Puccinia horiana、Pythium aphanidermatum, Pythium debarianum, Pythium graminic
ola, Pythium irregulare, Pythium ultimum、Botrytis cinerea、Sclerotinia scleroti
orum、Alternaria brassicicola、Sclerotinia homeocarpa、Rhizoctonia solani、Mycos
phaerella fijiensis、Mycosphaerella musicola、Plasmopara halstedii、Aspergillus
属、Penicillium属、Fusarium属、Gibberella属、Tricoderma属、Thielaviopsis属、Rhiz
opus属、Mucor属、Corticium属、Phoma属、Rhizoctonia属、およびDiplodia属に属する病
原菌等によって引き起こされる病害。
　Polymixa属またはOlpidium属等によって媒介されるウイルス病。
【００１１】
　本発明において、本化合物を施用する際のヤトロファは、生長した植物でも良く、種子
でもよい。又、ヤトロファの栽培地とは、通常、ヤトロファ園であり、ヤトロファが既に
栽培されていてもよく又栽培の予定地（即ち栽培開始前）であってもよい。
【００１２】
　本発明方法におけるヤトロファには、イソキサフルトール等のＨＰＰＤ阻害剤、イマゼ
タピル、チフェンスルフロンメチル等のＡＬＳ阻害剤、グリホサート等のＥＰＳＰ合成酵
素阻害剤、グルホシネート等のグルタミン合成酵素阻害剤、セトキシジム等のアセチルＣ
ｏＡカルボキシラーゼ阻害剤、フルミオキサジン等のＰＰＯ阻害剤、ブロモキシニル、ジ
カンバ、２，４－Ｄ等の除草剤に対する耐性を古典的な育種法、もしくは遺伝子組換え技
術により付与されたものも含まれる。
【００１３】
　本発明方法におけるヤトロファには、遺伝子組換え技術を用いて、例えば、バチルス属
で知られている選択的毒素等を合成する事が可能となった遺伝子組換えヤトロファも含ま
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れる。
　当該遺伝子組換えヤトロファで発現される毒素として、バチルス・セレウスやバチルス
・ポピリエ由来の殺虫性タンパク；バチルス・チューリンゲンシス由来のＣｒｙ１Ａｂ、
Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ１Ｆａ２、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ｂｂ
１またはＣｒｙ９Ｃ等のδ－エンドトキシン、ＶＩＰ１、ＶＩＰ２、ＶＩＰ３またはＶＩ
Ｐ３Ａ等の殺虫タンパク；線虫由来の殺虫タンパク；さそり毒素、クモ毒素、ハチ毒素ま
たは昆虫特異的神経毒素等の動物によって産生される毒素；糸状菌類毒素；植物レクチン
；アグルチニン；トリプシン阻害剤、セリンプロテアーゼ阻害剤、パタチン、シスタチン
、パパイン阻害剤等のプロテアーゼ阻害剤；リシン、トウモロコシ－ＲＩＰ、アブリン、
ルフィン、サポリン、ブリオジン等のリボゾーム不活性化タンパク（ＲＩＰ）；３－ヒド
ロキシステロイドオキシダーゼ、エクジステロイド－ＵＤＰ－グルコシルトランスフェラ
ーゼ、コレステロールオキシダーゼ等のステロイド代謝酵素；エクダイソン阻害剤；ＨＭ
Ｇ－ＣｏＡリダクターゼ；ナトリウムチャネル阻害剤、カルシウムチャネル阻害剤等のイ
オンチャネル阻害剤；幼若ホルモンエステラーゼ；利尿ホルモン受容体；スチルベンシン
ターゼ；ビベンジルシンターゼ；キチナーゼ；グルカナーゼ等が挙げられる。
　またこの様な遺伝子組換えヤトロファで発現される毒素として、Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ
１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ１Ｆａ２、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ｂｂ１また
はＣｒｙ９Ｃ等のδ－エンドトキシンタンパク、ＶＩＰ１、ＶＩＰ２、ＶＩＰ３またはＶ
ＩＰ３Ａ等の殺虫タンパクのハイブリッド毒素、一部を欠損した毒素、修飾された毒素も
含まれる。ハイブリッド毒素は組換え技術を用いて、これらタンパクの異なるドメインの
新しい組み合わせによって作り出される。一部を欠損した毒素としては、アミノ酸配列の
一部を欠損したＣｒｙ１Ａｂが知られている。修飾された毒素としては、天然型毒素のア
ミノ酸の１つまたは複数が置換されている。
　これら毒素は、ＥＰ－Ａ－０　３７４　７５３、ＷＯ　９３／０７２７８、ＷＯ　９５
／３４６５６、ＥＰ－Ａ－０　４２７　５２９、ＥＰ－Ａ－４５１　８７８、ＷＯ　０３
／０５２０７３等に記載されている。
　これらの毒素は、特に、甲虫目害虫、双翅目害虫、鱗翅目害虫への耐性をヤトロファへ
付与する。
【００１４】
　本発明の対象作物であるヤトロファには、遺伝子組換え技術を用いて、選択的な作用を
有する抗病原性物質を産生する能力を付与されたものも含まれる。
　抗病原性物質としては、例えばＰＲタンパク（ＰＲＰｓ、ＥＰ－Ａ－０３９２２２５に
記載されている）；ナトリウムチャネル阻害剤、カルシウムチャネル阻害剤（ウイルスが
産生するＫＰ１、ＫＰ４、ＫＰ６毒素等が知られている）等のイオンチャネル阻害剤；ス
チルベンシンターゼ；ビベンジルシンターゼ；キチナーゼ；グルカナーゼ；ペプチド抗生
物質、ヘテロ環を有する抗生物質、植物病害抵抗性に関与するタンパク因子（植物病害抵
抗性遺伝子と呼ばれ、ＷＯ０３／０００９０６に記載されている）等の微生物が産生する
物質等が挙げられる。このような抗病原性物質は、ＥＰ－Ａ－０３９２２２５、ＷＯ９５
／３３８１８、ＥＰ－Ａ－０３５３１９１等に記載されている。
【００１５】
本発明の対象作物であるヤトロファには、遺伝子組換え技術を用いて、油糧成分改質やア
ミノ酸含量増強形質などの有用形質を付与したものも含まれる。
【００１６】
さらに、上記の古典的な除草剤形質あるいは除草剤耐性遺伝子、殺虫性害虫抵抗性遺伝子
、抗病原性物質産生遺伝子、油糧成分改質やアミノ酸含量増強形質などの有用形質につい
て、これらを複数組み合わせたスタック品種も含まれる。
【００１７】
　本化合物は、通常、適当な液体担体に溶解するか分散させるか、または適当な固体担体
と混合するか吸着させ、使用目的にとって都合の良い剤型に製剤化して使用する。本阻害
剤の製剤は、例えば乳剤、液剤、油剤、噴霧剤、水和剤、粉剤、ＤＬ（ドリフトレス）型
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粉剤、粒剤、微粒剤、微粒剤Ｆ、細粒剤Ｆ、顆粒水和剤、水溶剤、フロアブル剤、ドライ
フロアブル剤、ジャンボ剤、錠剤、ペースト剤等の形態である。これらの製剤は、必要に
応じて、例えば乳化剤、分散剤、展着剤、浸透剤、湿潤剤、結合剤、増粘剤、防腐剤、酸
化防止剤、着色剤等の製剤補助剤を更に添加され、公知の方法で調製することができる。
【００１８】
　製剤化する際に使用される液体担体としては、例えば、水、アルコール類（例えば、メ
タノール、エタノール、１－プロパノール、２－プロパノール、エチレングリコール等）
、ケトン類（例えば、アセトン、メチルエチルケトン等）、エーテル類（例えば、ジオキ
サン、テトラヒドロフラン、エチレングリコールモノメチルエーテル、ジエチレングリコ
ールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル等）、脂肪族炭化水
素類（例えば、ヘキサン、オクタン、シクロヘキサン、灯油、燃料油、機械油等）、芳香
族炭化水素類（例えば、ベンゼン、トルエン、キシレン、ソルベントナフサ、メチルナフ
タレン等）、ハロゲン化炭化水素類（例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭
素等）、酸アミド類（例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチ
ルピロリドン等）、エステル類（例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、脂肪酸グリセリンエ
ステル等）、ニトリル類（例えば、アセトニトリル、プロピオニトリル等）等が挙げられ
る。これらの液体担体は２種以上を適当な割合で混合して使用することもできる。
【００１９】
　製剤化する際に使用される固体担体としては、植物性粉末（例えば、大豆粉、タバコ粉
、小麦粉、木粉等）、鉱物性粉末（例えば、カオリン、ベントナイト、酸性白土、クレイ
等のクレイ類、滑石粉、ロウ石粉等のタルク類、珪藻土、雲母粉等のシリカ類等）、アル
ミナ、硫黄粉末、活性炭、糖類（例えば、乳糖、ブドウ糖等）、無機塩類（例えば、炭酸
カルシウム、重炭酸ナトリウム等）、ガラス中空体（天然のガラス質を焼成加工してその
中に気泡を内包させたもの）等が挙げられる。これらの固体担体は２種以上を適当な割合
で混合して使用することもできる。
　液体担体または固体担体は、製剤全体に対して通常１～９９重量％、好ましくは約１０
～９９重量％の割合で用いられる。
【００２０】
　製剤化する際に使用される乳化剤、分散剤、展着剤、浸透剤、湿潤剤等としては通常界
面活性剤が用いられる。界面活性剤としては、例えば、アルキル硫酸エステル塩、アルキ
ルアリールスルホン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、ポリオキシエチレンアルキルア
リールエーテルリン酸エステル塩、リグニンスルホン酸塩、ナフタレンスルホネートホル
ムアルデヒド重縮合物等の陰イオン界面活性剤およびポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレンアルキルポリオ
キシプロピレンブロックコポリマ－、ソルビタン脂肪酸エステル等の非イオン界面活性剤
が挙げられる。これらの界面活性剤は２種以上を用いることもできる。界面活性剤は、製
剤全体に対して通常０．１～５０重量％、好ましくは約０．１～２５重量％の割合で用い
られる。
【００２１】
　結合剤および増粘剤としては、例えば、デキストリン、カルボキシメチルセルロースの
ナトリウム塩、ポリカルボン酸系高分子化合物、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアル
コール、リグニンスルホン酸ナトリウム、リグニンスルホン酸カルシウム、ポリアクリル
酸ナトリウム、アラビアガム、アルギン酸ナトリウム、マンニトール、ソルビトール、ベ
ントナイト系鉱物質、ポリアクリル酸とその誘導体、カルボキシメチルセルロースのナト
リウム塩、ホワイトカーボン、天然の糖類誘導体（例えば、キサンタンガム、グアーガム
等）等が挙げられる。
【００２２】
　製剤中に含有される当該殺菌剤の有効成分の合計量は、乳剤、水和剤、顆粒水和剤、液
剤、水溶剤、フロアブル剤等では、製剤全体に対して通常１～９０重量％の割合であり、
油剤、粉剤、ＤＬ型粉剤等では、製剤全体に対して通常０．０１～１０重量％の割合であ
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り、微粒剤、微粒剤Ｆ、細粒剤Ｆ、粒剤等では、製剤全体に対して通常０．０５～１０重
量％の割合であるが、使用目的によってはこれらの濃度を適宜変更してもよい。乳剤、水
和剤、顆粒水和剤、液剤、水溶剤、フロアブル剤等は、通常は水等で適宜希釈して使用さ
れるが、通常は約１００～１００，０００倍に希釈して使用する。
【００２３】
　本発明において、本化合物を施用する場合、他の成分として、殺虫剤、殺ダニ剤、殺線
虫剤、薬害軽減剤、肥料または土壌改良剤を併用することもできる。
【００２４】
　かかる殺虫剤としては、例えば下記の（１）乃至（１２）の殺虫剤をあげることができ
る。
（１）有機リン系化合物
　アセフェート（ａｃｅｐｈａｔｅ）、リン化アルミニウム（Ａｌｕｍｉｎｉｕｍ ｐｈ
ｏｓｐｈｉｄｅ）、ブタチオホス（ｂｕｔａｔｈｉｏｆｏｓ）、キャドサホス（ｃａｄｕ
ｓａｆｏｓ）、クロルエトキシホス（ｃｈｌｏｒｅｔｈｏｘｙｆｏｓ）、クロルフェンビ
ンホス（ｃｈ１ｏｒｆｅｎｖｉｎｐｈｏｓ）、クロルピリホス（ｃｈｌｏｒｐｙｒｉｆｏ
ｓ）、クロルピリホスメチル（ｃｈｌｏｒｐｙｒｉｆｏｓ-ｍｅｔｈｙｌ）、シアノホス
（ｃｙａｎｏｐｈｏｓ：ＣＹＡＰ）、ダイアジノン（ｄｉａｚｉｎｏｎ）、ＤＣＩＰ（ｄ
ｉｃｈｌｏｒｏｄｉｉｓｏｐｒｏｐｙｌ ｅｔｈｅｒ）、ジクロフェンチオン（ｄｉｃｈ
ｌｏｆｅｎｔｈｉｏｎ：ＥＣＰ）、ジクロルボス（ｄｉｃｈｌｏｒｖｏｓ：ＤＤＶＰ）、
ジメトエート（ｄｉｍｅｔｈｏａｔｅ）、ジメチルビンホス（ｄｉｍｅｔｈｙｌｖｉｎｐ
ｈｏｓ）、ジスルホトン（ｄｉｓｕｌｆｏｔｏｎ）、ＥＰＮ、エチオン（ｅｔｈｉｏｎ）
、エトプロホス（ｅｔｈｏｐｒｏｐｈｏｓ）、エトリムホス（ｅｔｒｉｍｆｏｓ）、フェ
ンチオン（ｆｅｎｔｈｉｏｎ：ＭＰＰ）、フエニトロチオン（ｆｅｎｉｔｒｏｔｈｉｏｎ
：ＭＥＰ）、フォスチアゼート（ｆｏｓｔｈｉａｚａｔｅ）、ホルモチオン（ｆｏｒｍｏ
ｔｈｉｏｎ）、リン化水素（Ｈｙｄｒｏｇｅｎ ｐｈｏｓｐｈｉｄｅ）、イソフェンホス
（ｉｓｏｆｅｎｐｈｏｓ）、イソキサチオン（ｉｓｏｘａｔｈｉｏｎ）、マラチオン（ｍ
ａｌａｔｈｉｏｎ）、メスルフェンホス（ｍｅｓｕｌｆｅｎｆｏｓ）、メチダチオン（ｍ
ｅｔｈｉｄａｔｈｉｏｎ：ＤＭＴＰ）、モノクロトホス（ｍｏｎｏｃｒｏｔｏｐｈｏｓ）
、ナレッド（ｎａｌｅｄ：ＢＲＰ）、オキシデプロホス（ｏｘｙｄｅｐｒｏｆｏｓ：ＥＳ
Ｐ）、パラチオン（ｐａｒａｔｈｉｏｎ）、ホサロン（ｐｈｏｓａｌｏｎｅ）、ホスメッ
ト（ｐｈｏｓｍｅｔ：ＰＭＰ）、ピリミホスメチル（ｐｉｒｉｍｉｐｈｏｓ-ｍｅｔｈｙ
１）、ピリダフェンチオン（ｐｙｒｉｄａｆｅｎｔｈｉｏｎ）、キナルホス（ｑｕｉｎａ
ｌｐｈｏｓ）、フェントエート（ｐｈｅｎｔｈｏａｔｅ：ＰＡＰ）、プロフェノホス（ｐ
ｒｏｆｅｎｏｆｏｓ）、プロパホス（ｐｒｏｐａｐｈｏｓ）、プロチオホス（ｐｒｏｔｈ
ｉｏｆｏｓ）、ピラクロホス（ｐｙｒａｃｌｏｒｆｏｓ）、サリチオン（ｓａｌｉｔｈｉ
ｏｎ）、スルプロホス（ｓｕｌｐｒｏｆｏｓ）、テブピリムホス（ｔｅｂｕｐｉｒｉｍｆ
ｏｓ）、テメホス（ｔｅｍｅｐｈｏｓ）、テトラクロルビンホス（ｔｅｔｒａｃｈ１ｏｒ
ｖｉｎｐｈｏｓ）、テルブホス（ｔｅｒｂｕｆｏｓ）、チオメトン（ｔｈｉｏｍｅｔｏｎ
）、トリクロルホン（ｔｒｉｃｈｌｏｒｐｈｏｎ：ＤＥＰ）、バミドチオン（ｖａｍｉｄ
ｏｔｈｉｏｎ）、フォレート（ｐｈｏｒａｔｅ）、カズサホス（ｃａｄｕｓａｆｏｓ）等
；
【００２５】
（２）カーバメート系化合物
　アラニカルブ（ａｌａｎｙｃａｒｂ）、ベンダイオカルブ（ｂｅｎｄｉｏｃａｒｂ）、
ベンフラカルブ（ｂｅｎｆｕｒａｃａｒｂ）、ＢＰＭＣ、カルバリル（ｃａｒｂａｒｙ１
）、カルボフラン（ｃａｒｂｏｆｕｒａｎ）、カルボスルファン（ｃａｒｂｏｓｕｌｆａ
ｎ）、クロエトカルブ（ｃｌｏｅｔｈｏｃａｒｂ）、エチオフェンカルブ（ｅｔｈｉｏｆ
ｅｎｃａｒｂ）、フェノブカルブ（ｆｅｎｏｂｕｃａｒｂ）、フェノチオカルブ（ｆｅｎ
ｏｔｈｉｏｃａｒｂ）、フェノキシカルブ（ｆｅｎｏｘｙｃａｒｂ）、フラチオカルブ（
ｆｕｒａｔｈｉｏｃａｒｂ）、イソプロカルブ（ｉｓｏｐｒｏｃａｒｂ：ＭＩＰＣ）、メ
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トルカルブ（ｍｅｔｏｌｃａｒｂ）、 メソミル（ｍｅｔｈｏｍｙｌ）、メチオカルブ（
ｍｅｔｈｉｏｃａｒｂ）、ＮＡＣ、オキサミル（ｏｘａｍｙｌ）、ピリミカーブ（ｐｉｒ
ｉｍｉｃａｒｂ）、プロポキスル（ｐｒｏｐｏｘｕｒ：ＰＨＣ）、ＸＭＣ、チオジカルブ
（ｔｈｉｏｄｉｃａｒｂ）、キシリルカルブ（ｘｙｌｙｌｃａｒｂ）、アルジカルブ（ａ
ｌｄｉｃａｒｂ）等；
【００２６】
（３）合成ピレスロイド系化合物
　アクリナトリン（ａｃｒｉｎａｔｈｒｉｎ）、アレスリン（ａｌｌｅｔｈｒｉｎ）、ベ
ンフルスリン（ｂｅｎｆｌｕｔｈｒｉｎ）、ベータ－シフルトリン（ｂｅｔａ-ｃｙｆｌ
ｕｔｈｒｉｎ）、ビフェントリン（ｂｉｆｅｎｔｈｒｉｎ）、シクロプロトリン（ｃｙｃ
ｌｏｐｒｏｔｈｒｉｎ）、シフルトリン（ｃｙｆｌｕｔｈｒｉｎ）、シハロトリン（ｃｙ
ｈａｌｏｔｈｒｉｎ）、シペルメトリン（ｃｙｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、デルタメトリン
（ｄｅｌｔａｍｅｔｈｒｉｎ）、エスフェンバレレート（ｅｓｆｅｎｖａｌｅｒａｔｅ）
、エトフェンプロックス（ｅｔｈｏｆｅｎｐｒｏｘ） 、フェンプロパトリン（ｆｅｎｐ
ｒｏｐａｔｈｒｉｎ）、フェンバレレート（ｆｅｎｖａｌｅｒａｔｅ）、フルシトリネー
ト（ｆｌｕｃｙｔｈｒｉｎａｔｅ）、フルフェンプロックス（ｆｌｕｆｅｎｏｐｒｏｘ）
、フルメスリン（ｆｌｕｍｅｔｈｒｉｎ）、フルバリネート（ｆｌｕｖａｌｉｎａｔｅ）
、ハルフェンプロックス（ｈａｌｆｅｎｐｒｏｘ）、イミプロトリン（ｉｍｉｐｒｏｔｈ
ｒｉｎ）、ペルメトリン（ｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、プラレトリン（ｐｒａｌｌｅｔｈｒ
ｉｎ）、ピレトリン（ｐｙｒｅｔｈｒｉｎｓ）、レスメトリン（ｒｅｓｍｅｔｈｒｉｎ）
、シグマ－サイパーメスリン（ｓｉｇｍａ-ｃｙｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、シラフルオフ
ェン（ｓｉｌａｆｌｕｏｆｅｎ）、テフルトリン（ｔｅｆｌｕｔｈｒｉｎ）、トラロメト
リン（ｔｒａｌｏｍｅｔｈｒｉｎ）、トランスフルトリン（ｔｒａｎｓｆｌｕｔｈｒｉｎ
）、テトラメトリン（ｔｅｔｒａｍｅｔｈｒｉｎ）、フェノトリン（ｐｈｅｎｏｔｈｒｉ
ｎ）、シフェノトリン（ｃｙｐｈｅｎｏｔｈｒｉｎ）、アルファシペルメトリン（ａｌｐ
ｈａ-ｃｙｐｅｒｍｅｔｈｒｉｎ）、ゼータシペルメトリン（ｚｅｔａ-ｃｙｐｅｒｍｅｔ
ｈｒｉｎ）、ラムダシハロトリン（ｌａｍｂｄａ-ｃｙｈａｌｏｔｈｒｉｎ）、フラメト
リン（ｆｕｒａｍｅｔｈｒｉｎ）、タウフルバリネート（ｔａｕ-ｆｌｕｖａｌｉｎａｔ
ｅ）、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メトキシメチル）ベンジル （ＥＺ）－
（１ＲＳ，３ＲＳ；１ＲＳ，３ＳＲ）－２，２－ジメチル－３－プロプ－１－エニルシク
ロプロパンカルボキシレート、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－メチルベンジル 
（ＥＺ）－（１ＲＳ，３ＲＳ；１ＲＳ，３ＳＲ）－２，２－ジメチル－３－プロプ－１－
エニルシクロプロパンカルボキシレート、２，３，５，６－テトラフルオロ－４－（メト
キシメチル）ベンジル （１ＲＳ，３ＲＳ；１ＲＳ，３ＳＲ）－２，２－ジメチル－３－
（２－メチル－１－プロペニル）シクロプロパンカルボキシレート等；
【００２７】
（４）ネライストキシン系化合物
　カルタップ（ｃａｒｔａｐ）、ベンスルタップ（ｂｅｎｓｕ１ｔａｐ）、チオシクラム
（ｔｈｉｏｃｙｃｌａｍ）、モノスルタップ（ｍｏｎｏｓｕｌｔａｐ）、ビスルタップ（
ｂｉｓｕｌｔａｐ）等；
【００２８】
（５）ネオニコチノイド系化合物
　イミダクロプリド（ｉｍｉｄａｃ１ｏｐｒｉｄ）、ニテンピラム（ｎｉｔｅｎｐｙｒａ
ｍ）、アセタミプリド（ａｃｅｔａｍｉｐｒｉｄ）、チアメトキサム（ｔｈｉａｍｅｔｈ
ｏｘａｍ）、チアクロプリド（ｔｈｉａｃｌｏｐｒｉｄ）、ジノテフラン（ｄｉｎｏｔｅ
ｆｕｒａｎ）、クロチアニジン（ｃｌｏｔｈｉａｎｉｄｉｎ）等；
【００２９】
（６）ベンゾイル尿素系化合物
　クロルフルアズロン（ｃｈｌｏｒｆｌｕａｚｕｒｏｎ）、ビストリフルロン（ｂｉｓｔ
ｒｉｆｌｕｒｏｎ）、ジアフェンチウロン（ｄｉａｆｅｎｔｈｉｕｒｏｎ）、ジフルベン
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ズロン（ｄｉｆｌｕｂｅｎｚｕｒｏｎ）、フルアズロン（ｆｌｕａｚｕｒｏｎ）、フルシ
クロクスロン（ｆｌｕｃｙｃｌｏｘｕｒｏｎ）、フルフェノクスロン（ｆｌｕｆｅｎｏｘ
ｕｒｏｎ）、ヘキサフルムロン（ｈｅｘａｆｌｕｍｕｒｏｎ）、ルフェヌロン（ｌｕｆｅ
ｎｕｒｏｎ）、ノバルロン（ｎｏｖａｌｕｒｏｎ）、ノビフルムロン（ｎｏｖｉｆｌｕｍ
ｕｒｏｎ）、テフルベンズロン（ｔｅｆｌｕｂｅｎｚｕｒｏｎ）、トリフルムロン（ｔｒ
ｉｆｌｕｍｕｒｏｎ）、トリアズロン等；
【００３０】
（７）フェニルピラゾール系化合物
　アセトプロール（ａｃｅｔｏｐｒｏｌｅ）、エチプロール（ｅｔｈｉｐｒｏｌｅ）、フ
ィプロニル（ｆｉｐｒｏｎｉ１）、バニリプロール（ｖａｎｉｌｉｐｒｏｌｅ）、ピリプ
ロール（ｐｙｒｉｐｒｏｌｅ）、ピラフルプロール（ｐｙｒａｆｌｕｐｒｏｌｅ）等；
（８）Ｂｔトキシン系殺虫剤
　バチルス・チューリンゲンシス菌由来の生芽胞および産生結晶毒素、並びにそれらの混
合物；
（９）ヒドラジン系化合物
　クロマフェノジド（ｃｈｒｏｍａｆｅｎｏｚｉｄｅ）、ハロフェノジド（ｈａｌｏｆｅ
ｎｏｚｉｄｅ）、メトキシフェノジド（ｍｅｔｈｏｘｙｆｅｎｏｚｉｄｅ）、テブフェノ
ジド（ｔｅｂｕｆｅｎｏｚｉｄｅ）等；
（１０）有機塩素系化合物
　アルドリン（ａｌｄｒｉｎ）、ディルドリン（ｄｉｅｌｄｒｉｎ）、ジエノクロル（ｄ
ｉｅｎｏｃｈｌｏｒ）、エンドスルファン（ｅｎｄｏｓｕｌｆａｎ）、メトキシクロル（
ｍｅｔｈｏｘｙｃｈｌｏｒ）等；
（１１）天然系殺虫剤
　マシン油（ｍａｃｈｉｎｅ ｏｉｌ）、硫酸ニコチン（ｎｉｃｏｔｉｎｅ-ｓｕｌｆａｔ
ｅ）；
【００３１】
（１２）その他の殺虫剤
　アベルメクチン（ａｖｅｒｍｅｃｔｉｎ-Ｂ）、ブロモプロピレート（ｂｒｏｍｏｐｒ
ｏｐｙｌａｔｅ）、ブプロフェジン（ｂｕｐｒｏｆｅｚｉｎ）、クロルフェナピル（ｃｈ
ｌｏｒｐｈｅｎａｐｙｒ）、シロマジン（ｃｙｒｏｍａｚｉｎｅ）、Ｄ－Ｄ（１，３-Ｄ
ｉｃｈｌｏｒｏｐｒｏｐｅｎｅ）、エマメクチンベンゾエート（ｅｍａｍｅｃｔｉｎ-ｂ
ｅｎｚｏａｔｅ）、フェナザキン（ｆｅｎａｚａｑｕｉｎ）、フルピラゾホス（ｆｌｕｐ
ｙｒａｚｏｆｏｓ）、ハイドロプレン（ｈｙｄｒｏｐｒｅｎｅ）、メトプレン（ｍｅｔｈ
ｏｐｒｅｎｅ）、インドキサカルブ（ｉｎｄｏｘａｃａｒｂ）、メトキサジアゾン（ｍｅ
ｔｏｘａｄｉａｚｏｎｅ）、ミルベマイシンＡ（ｍｉｌｂｅｍｙｃｉｎ-Ａ）、ピメトロ
ジン（ｐｙｍｅｔｒｏｚｉｎｅ）、ピリダリル（ｐｙｒｉｄａｌｙｌ）、ピリプロキシフ
ェン（ｐｙｒｉｐｒｏｘｙｆｅｎ）、スピノサッド（ｓｐｉｎｏｓａｄ）、スルフラミド
（ｓｕｌｆｌｕｒａｍｉｄ）、トルフェンピラド（ｔｏｌｆｅｎｐｙｒａｄ）、トリアゼ
メイト（ｔｒｉａｚａｍａｔｅ）、フルベンジアミド（ｆｌｕｂｅｎｄｉａｍｉｄｅ）、
レピメクチン（ｌｅｐｉｍｅｃｔｉｎ）、亜ひ酸（Ａｒｓｅｎｉｃ ａｃｉｄ）、ベンク
ロチアズ（ｂｅｎｃｌｏｔｈｉａｚ）、石灰窒素（Ｃａｌｃｉｕｍ ｃｙａｎａｍｉｄｅ
）、石灰硫黄合剤（Ｃａｌｃｉｕｍ ｐｏｌｙｓｕｌｆｉｄｅ）、クロルデン（ｃｈｌｏ
ｒｄａｎｅ）、ＤＤＴ、ＤＳＰ、フルフェネリウム（ｆｌｕｆｅｎｅｒｉｍ）、フロニカ
ミド（ｆｌｏｎｉｃａｍｉｄ）、フルリムフェン（ｆｌｕｒｉｍｆｅｎ）、ホルメタネー
ト（ｆｏｒｍｅｔａｎａｔｅ）、メタム・アンモニウム（ｍｅｔａｍ-ａｍｍｏｎｉｕｍ
）、メタム・ナトリウム（ｍｅｔａｍ-ｓｏｄｉｕｍ）、臭化メチル（Ｍｅｔｈｙｌ ｂｒ
ｏｍｉｄｅ）、ニディノテフラン（ｎｉｄｉｎｏｔｅｆｕｒａｎ）、オレイン酸カリウム
（Ｐｏｔａｓｓｉｕｍ ｏｌｅａｔｅ）、プロトリフェンビュート（ｐｒｏｔｒｉｆｅｎ
ｂｕｔｅ）、スピロメシフェン（ｓｐｉｒｏｍｅｓｉｆｅｎ）、硫黄（Ｓｕｌｆｕｒ）、
メタフルミゾン（ｍｅｔａｆｌｕｍｉｚｏｎｅ）、スピロテトラマット（ｓｐｉｒｏｔｅ
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ｔｒａｍａｔ）、ピリフルキナゾン（ｐｙｒｉｆｌｕｑｕｉｎａｚｏｎｅ）、スピネトラ
ム（ｓｐｉｎｅｔｏｒａｍ）、クロラントラニリプロール（ｃｈｌｏｒａｎｔｒａｎｉｌ
ｉｐｒｏｌｅ）、
下記式（４）

［式中、
　Ｒ１は、メチル基、Ｃｌ、ＢｒまたはＦ、
　Ｒ２は、Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、Ｃ１－Ｃ４ハロアルキル、またはＣ１－Ｃ４ハロアルコキシ
、
　Ｒ３は、Ｆ、ＣｌまたはＢｒ、
　Ｒ４は、Ｈ、１個またはそれ以上のハロゲン原子；シアノ基；チオメチル基；Ｓ（Ｏ）
Ｍｅ；Ｓ（０）２ＭｅおよびＯＭｅで置換されていてもよいＣ１－Ｃ４アルキル、Ｃ３－
Ｃ４アルケニル、Ｃ３－Ｃ４アルキニル、または、Ｃ３－Ｃ５シクロアルキルアルキル、
　Ｒ５は、Ｈまたはメチル基、
　Ｒ６は、Ｈ、ＦまたはＣｌ、
　Ｒ７は、Ｈ、ＦまたはＣｌを表す。］で示される化合物、
下記式（５）

［式中、Ｘは、Ｃｌ、ＢｒまたはＩを表す。］
で示される化合物。
【００３２】
　前記殺ダニ剤（殺ダニ活性成分）としては、例えばアセキノシル（ａｃｅｑｕｉｎｏｃ
ｙｌ）、アミトラズ（ａｍｉｔｒａｚ）、ベンゾキシメート（ｂｅｎｚｏｘｉｍａｔｅ）
、ビフェナゼート（ｂｉｆｅｎａａｔｅ）、フェニソブロモレート（ｂｒｏｍｏｐｒｏｐ
ｙｌａｔｅ）、キノメチオネート（ｃｈｉｎｏｍｅｔｈｉｏｎａｔ）、クロルベンジレー
ト（ｃｈｌｏｒｏｂｅｎｚｉｌａｔｅ）、ＣＰＣＢＳ（ｃｈｌｏｒｆｅｎｓｏｎ）、クロ
フェンテジン（ｃｌｏｆｅｎｔｅｚｉｎｅ）、シフルメトフェン（ｃｙｆｌｕｍｅｔｏｆ
ｅｎ）、ケルセン（ジコホル：ｄｉｃｏｆｏｌ）、エトキサゾール（ｅｔｏｘａｚｏｌｅ
）、酸化フェンブタスズ（ｆｅｎｂｕｔａｔｉｎ ｏｘｉｄｅ）、フェノチオカルブ（ｆ
ｅｎｏｔｈｉｏｃａｒｂ）、フェンピロキシメート（ｆｅｎｐｙｒｏｘｉｍａｔｅ）、フ
ルアクリピリム（ｆｌｕａｃｒｙｐｙｒｉｍ）、フルプロキシフェン（ｆｌｕｐｒｏｘｙ
ｆｅｎ）、ヘキシチアゾクス（ｈｅｘｙｔｈｉａｚｏｘ）、プロパルギット（ｐｒｏｐａ
ｒｇｉｔｅ：ＢＰＰＳ）、ポリナクチン複合体（ｐｏｌｙｎａｃｔｉｎｓ）、ピリダベン
（ｐｙｒｉｄａｂｅｎ）、ピリミジフェン（Ｐｙｒｉｍｉｄｉｆｅｎ）、テブフェンピラ
ド（ｔｅｂｕｆｅｎｐｙｒａｄ）、テトラジホン（ｔｅｔｒａｄｉｆｏｎ）、スピロディ
クロフェン（ｓｐｉｒｏｄｉｃｌｏｆｅｎ）、スピロメシフェン（ｓｐｉｒｏｍｅｓｉｆ
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ｅｎ）、スピロテトラマット（ｓｐｉｒｏｔｅｔｒａｍａｔ）、アミドフルメット（ａｍ
ｉｄｏｆｌｕｍｅｔ）、シエノピラフェン（ｃｙｅｎｏｐｙｒａｆｅｎ）等が挙げられる
。
【００３３】
　前記殺線虫剤（殺線虫活性成分）としては、例えば、ＤＣＩＰ、フォスチアゼート（ｆ
ｏｓｔｈｉａｚａｔｅ）、塩酸レバミゾール（ｌｅｖａｍｉｓｏｌ）、メチルイソチオシ
アネート（ｍｅｔｈｙｉｓｏｔｈｉｏｃｙａｎａｔｅ）、酒石酸モランテル（ｍｏｒａｎ
ｔｅｌ ｔａｒｔａｒａｔｅ）、イミシアホス（ｉｍｉｃｙａｆｏｓ）等が挙げられる。
【００３４】
　前記薬害軽減剤（薬害軽減活性成分）としては、例えば、１，８－ナフタリックアンヒ
ドライド（１，８－ｎａｐｈｔｈａｌｉｃ　ａｎｈｙｄｒｉｄｅ）、チョメトリニル（ｃ
ｙｏｍｅｔｒｉｎｉｌ）、オキサベトリニル（ｏｘａｂｅｔｒｉｎｉｌ）、フルキソフェ
ニン（ｆｌｕｘｏｆｅｎｉｍ）、フルラゾール（ｆｌｕｒａｚｏｌｅ）、ベノキサコール
（ｂｅｎｏｘａｃｏｒ）、ジクロルミド（ｄｉｃｈｌｏｒｍｉｄ）、フリラゾール（ｆｕ
ｒｉｌａｚｏｌｅ）、フェンクロリム（ｆｅｎｃｌｏｒｉｍ）、ダイムロン（ｄａｉｍｕ
ｒｏｎ）、クミルロン（ｃｕｍｙｌｕｒｏｎ）、ジメピペレート（ｄｉｍｅｐｉｐｅｒａ
ｔｅ）、クロキントセットメキシル（ｃｌｏｑｕｉｎｔｏｃｅｔ－ｍｅｘｙｌ）、フェン
クロラゾールエチル（ｆｅｎｃｈｌｏｒａｚｏｌｅ－ｅｔｈｙｌ）、メフェンピルジエチ
ル（ｍｅｆｅｎｐｙｒ－ｄｉｅｔｈｙｌ）、イソキサジフェンエチル（ｉｓｏｘａｄｉｆ
ｅｎ－ｅｔｈｙｌ）等が挙げられる。
【００３５】
本発明方法において、本化合物と前記他の成分とを併用する場合の、本化合物と前記他の
成分との割合は、重量比で通常１：０．００５～１：１００、好ましくは重量比で１：０
．０１～１：５０の範囲である。
【００３６】
　本化合物の施用方法は、通常の公知の農薬施用方法と同様の方法を用いることができ、
例えば、空中散布、土壌散布、茎葉散布等があげられる。本発明の防除方法としては具体
的には、茎葉散布などのヤトロファの茎葉への処理、土壌処理などのヤトロファの栽培地
への処理、種子消毒・種子コートなどの種子への処理等が挙げられる。
　本発明方法における茎葉への処理としては、具体的には、例えば、茎葉散布、樹幹散布
等の植物の表面に施用する処理方法が挙げられる。
　本発明の防除方法における土壌処理方法としては、例えば、土壌への散布、土壌混和、
土壌への薬液潅注（薬液潅水、土壌注入、薬液ドリップ）が挙げられ、処理する場所とし
ては例えば、植穴、作条、植穴付近、作条付近、栽培地の全面、作物地際部、株間、樹幹
下、主幹畦、培土、育苗箱、育苗トレイ、苗床等が挙げられ、処理時期としては播種前、
播種時、播種直後、育苗期、定植前、定植時、及び定植後の生育期等が挙げられる。また
、上記土壌処理において、有効成分を植物に同時に処理してもよく、有効成分を含有する
ペースト肥料等の固形肥料を土壌へ施用してもよい。また、潅水液に混合してもよく、例
えば、潅水設備（潅水チューブ、潅水パイプ、スプリンクラー等）への注入、条間湛水液
への混入、水耕液へ混入等が挙げられる。また、あらかじめ潅水液と有効成分を混合し、
例えば、上記潅水方法やそれ以外の散水、湛水等のしかるべき潅水方法を用いて処理する
ことができる。
　本発明方法における種子への処理としては、例えば、種子に直接又はその近傍に本化合
物を処理する方法であり、具体的には例えば、本化合物の懸濁液を霧状にして種子表面に
吹きつける吹きつけ処理、水和剤、乳剤もしくはフロアブル剤に少量の水を加える、又は
そのままで種子に塗付する塗沫処理、本化合物の懸濁液は有機溶剤液に一定時間種子を浸
漬する浸漬処理、フィルムコート処理、ペレットコート処理が挙げられる。
　本化合物の使用量は、適用地域、適用時期、施用方法、対象病害等により差異はあるが
、通常ヤトロファの栽培地１ヘクタールあたり１～２００００ｇ程度、好ましくは１０～
５０００ｇ程度である。



(17) JP 2010-222256 A 2010.10.7

10

20

30

40

50

【実施例】
【００３７】
　以下、本発明をより詳細に説明するため、実施例を挙げて説明するが本発明はこれらの
例に限定されるものではない。
【００３８】
以下、製剤例を示す。
　製剤例１
　化合物（Ｉ）を３０部、ポリオキシエチレンスチリルフェニルエ－テル１４部、ドデシ
ルベンゼンスルホン酸カルシウム６部、及びキシレン７６．２５部をよく混合することに
より各乳剤を得る。
【００３９】
　製剤例２
　化合物（II）を３０部、ホワイトカーボンとポリオキシエチレンアルキルエーテルサル
フェートアンモニウム塩との混合物(重量割合１：１)３５部、及び水５５部を混合し、湿
式粉砕法で微粉砕することにより各フロアブル製剤を得る。
【００４０】
　製剤例３
　化合物（Ｉ）を１０部、ソルビタントリオレエ－ト１．５部、及びポリビニルアルコ－
ル２部を含む水溶液２８．５部を混合し、湿式粉砕法で微粉砕した後、この中にキサンタ
ンガム０．０５部及びアルミニウムマグネシウムシリケ－ト０．１部を含む水溶液４５部
を加え、さらにプロピレングリコ－ル１０部を加えて攪拌混合し各フロアブル製剤を得る
。
【００４１】
　製剤例４
　化合物（Ｉ）を２０部、ソルビタントリオレエ－ト１．５部、及びポリビニルアルコ－
ル２部を含む水溶液２８．５部を混合し、湿式粉砕法で微粉砕した後、この中にキサンタ
ンガム０．０５部及びアルミニウムマグネシウムシリケ－ト０．１部を含む水溶液４５部
を加え、さらにプロピレングリコ－ル１０部を加えて攪拌混合し各種子処理用フロアブル
製剤を得る。
【００４２】
　製剤例５
　化合物（II）を４０部、イミダクロプリドを５部、プロピレングリコールを５部（ナカ
ライテスク製）、Soprophor FLK を５部（ローディア日華製）、アンチフォームCエマル
ションを０．２部（ダウコーニング社製）、プロキセルGXLを０．３部（アーチケミカル
製）、及びイオン交換水を４９．５部の割合で混合し、原体スラリーを調製する。該スラ
リー１００部に１５０部のガラスビーズ（Φ=1mm）を投入し、冷却水で冷却しながら、２
時間粉砕する。粉砕後、ガラスビーズをろ過により除き、各種子処理用フロアブル製剤を
得る。
【００４３】
　製剤例６
　化合物（Ｉ）を５０部、ＮＮカオリンクレーを３８．５部（竹原化学工業製）、Morwet
 D４２５を１０部、Morwer EFWを１．５部（アクゾノーベル社製）の割合で混合し、AIプ
レミックスを得る。当プレミックスをジェットミルで粉砕し、乾式種子処理用粉剤を得る
。
【００４４】
　製剤例７
　化合物（Ｉ）を１部、クロチアニジンを４部、合成含水酸化珪素１部、リグニンスルホ
ン酸カルシウム２部、ベントナイト３０部、及びカオリンクレー５７部をよく粉砕混合し
、水を加えてよく練り合せた後、造粒乾燥することにより各粒剤を得る。
【００４５】
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　製剤例８
　化合物（Ｉ）を１０部、化合物（II）を１０部、リグニンスルホン酸カルシウム３部、
ラウリル硫酸ナトリウム２部、及び合成含水酸化珪素５４部をよく粉砕混合することによ
り各水和剤を得る。
【００４６】
　製剤例９
　化合物（Ｉ）を１部、チアメトキサムを４部、合成含水酸化珪素１部、リグニンスルホ
ン酸カルシウム２部、ベントナイト３０部、及びカオリンクレー５７部をよく粉砕混合し
、水を加えてよく練り合せた後、造粒乾燥することにより各粒剤を得る。
【００４７】
　以下、種子処理例を示す。
【００４８】
　種子処理例１
　製剤例１に準じて作製した乳剤を、ヤトロファ乾燥種子１００ｋｇに対し、回転式種子
処理機（シードドレッサー、Hans-Ulrich Hege GmbH製）を用いて５００ｍｌ塗沫処理す
ることにより、処理種子を得る。
【００４９】
　種子処理例２
　製剤例２に準じて作製したフロアブル製剤を、ヤトロファ乾燥種子１０ｋｇに対し、回
転式種子処理機（シードドレッサー、Hans-Ulrich Hege GmbH製）を用いて５０ｍｌ塗沫
処理することにより、処理種子を得る。
【００５０】
　種子処理例３
　製剤例３に準じて作製したフロアブル製剤を、ヤトロファ乾燥種子１０ｋｇに対し、回
転式種子処理機（シードドレッサー、Hans-Ulrich Hege GmbH製）を用いて４０ｍｌ塗沫
処理することにより、処理種子を得る。　
【００５１】
以下、試験例を示す。
試験例１　
　直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに畑地土壌を充填し、ヤトロファを１樹植えて温
室で栽培した。本葉が８枚出た時点で、所定濃度になるよう希釈調整した薬液をヤトロフ
ァ本葉に十分量散布した。散布後植物を風乾し、灰色かび病菌の胞子含有ＰＤＡ培地をヤ
トロファ葉面上に置いた。接種後１２℃、多湿下に６日間置いた後、防除効果を調査した
。また、防除価算出のために薬剤無処理における病斑直径もあわせて調査した。
　調査時には病斑直径（ｍｍ）を調査し、式１を用い防除価（％）を算出した。
　その結果、良好な効果が得られた。結果を表１に示す。
「式１」
　　防除価＝１００×（Ａ－Ｂ）／Ａ
　　　　Ａ：無処理区の植物の病斑直径（ｍｍ）
　　　　Ｂ：処理区の植物の病斑直径（ｍｍ）
【００５２】
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【００５３】
試験例２　
　直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに畑地土壌を充填し、ヤトロファを１樹植えて温
室で栽培した。本葉が８枚出た時点で、製剤例２に準じてフロアブルを作成し、所定濃度
になるよう希釈調整した薬液をヤトロファ本葉に十分量散布した。散布後植物を風乾し、
菌核病菌の菌糸含有ＰＤＡ培地をヤトロファ葉面上に置いた。接種後１２℃、多湿下に６
日間置いた後、防除効果を調査した。また、防除価算出のために薬剤無処理における病斑
直径もあわせて調査した。
　調査時には病斑直径（ｍｍ）を調査し、式１を用い防除価（％）を算出した。
　その結果、良好な効果が得られた。結果を表２に示す。
【００５４】
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【表２】

【００５５】
試験例３　
　直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに畑地土壌を充填し、ヤトロファを１樹植えて温
室で栽培する。本葉が８枚出た時点で、エポキシコナゾール、プロピコナゾール、シプロ
コナゾール、ジフェノコナゾール、フルシラゾール、ヘキサコナゾール、ミクロブタニル
、プロクロラズ、イプコナゾール、硫黄のいずれかを用いて製剤例２に準じてフロアブル
を作成し、所定濃度になるよう希釈調整した薬液をヤトロファ本葉に十分量散布する。散
布後植物を風乾し、うどんこ病菌分生胞子をヤトロファ葉面上に振り掛ける。接種後２０
℃で１０日間置いた後、病斑面積率を調査し、防除効果を算出する。結果、良好な病害防
除効果を示す。
【００５６】
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　直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに畑地土壌を充填し、ヤトロファを１樹植えて温
室で栽培する。本葉が８枚出た時点で、トリフロキシストロビン、ピコキシストロビンの
いずれかを製剤例２に準じてフロアブルを作成し、所定濃度になるよう希釈調整した薬液
をヤトロファ本葉に十分量散布する。散布後植物を風乾し、Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ菌分生
胞子懸濁液をヤトロファ葉面上に噴霧。接種後２０℃、高湿度下で７日間置いた後、病斑
面積率を調査して、防除効果を算出する。結果、良好な病害防除効果を示す。
【００５７】
試験例５　
直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに畑地土壌を充填し、ヤトロファを１樹植えて温室
で栽培する。本葉が８枚出た時点で、メタラキシル、メフェノキサム、シモキサニル、フ
ォセチル、ジメトモルフ、フォルペット、銅のいずれかを製剤例２に準じてフロアブルを
作成し、所定濃度になるよう希釈調整した薬液をヤトロファ本葉に十分量散布する。散布
後植物を風乾し、Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ菌遊走子嚢懸濁液をヤトロファ葉面上に噴霧
。接種後１８℃、高湿度下で７日間置いた後、病斑面積率を調査して、防除効果を算出す
る。結果、良好な病害防除効果を示す。
【００５８】
試験例６　
　直径２４ｃｍ，高さ２１ｃｍのポットに、フスマ培地で培養したＲｈｉｚｏｃｔｏｎｉ
ａ菌を混合した畑地土壌を充填し、ヤトロファ種子を１粒植える。バリダマイシン、トル
クロホスメチル、フラメトピルのいずれかを製剤例８に準じて水和剤を作成し、所定濃度
になるよう希釈調整した薬液をポットに灌注処理する。その後、１４日間、温室で栽培し
、発芽数を調査して、防除効果を算出する。結果、良好な病害防除効果を示す。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明により、ヤトロファに発生した病害を効果的に防除する方法等が提供可能になる
。
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