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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通常の生息場所で成長している有用な植物または作物植物の収穫される植物器官に関し
て収量を増加させる方法であって、シプロスルファミドを（ｉ）フルオキサストロビンお
よびプロチオコナゾール、（ｉｉ）ピラクロストロビンおよびメトコナゾール、（ｉｉｉ
）トリフロキシストロビンおよびプロピコナゾール、（ｉｖ）トリフロキシストロビンお
よびプロチオコナゾール，（ｖ）プロチオコナゾールおよびテブコナゾール、（ｖｉ）ビ
キサフェンおよびプロチオコナゾール、（ｖｉｉ）ビキサフェンおよびテブコナゾール、
または（ｖｉｉｉ）ビキサフェンおよびトリフロキシストロビンと組み合わせて施用する
ことを含む、前記方法。
【請求項２】
　シプロスルファミドを含み、２種類の殺菌剤の組み合わせをさらに含み、その組み合わ
せが（ｉ）ピラクロストロビンおよびメトコナゾール、（ｉｉ）トリフロキシストロビン
およびプロピコナゾール、（ｉｉｉ）プロチオコナゾールおよびテブコナゾール、（ｉｖ
）フルオキサストロビンおよびプロチオコナゾール、（ｖ）トリフロキシストロビンおよ
びプロチオコナゾール、（ｖｉ）ビキサフェンおよびプロチオコナゾール、（ｖｉｉ）ビ
キサフェンおよびテブコナゾールおよび（ｖｉｉｉ）ビキサフェンおよびトリフロキシス
トロビンからなる群から選択される植物収量増加組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、植物、その植物が成長する種子、または好ましくは異常な環境条件がない中
で通常の生息場所で植物が成長する部位に対する特有の成長調節応答を誘発するための作
物植物の処理を行う上でのある種の化合物［化合物（Ａ）］の使用に関する。
【背景技術】
【０００２】
　「植物成長調節のための方法」という用語または「成長調節方法」という用語または「
植物成長調節」という語句の使用または本明細書で使用される「調節する」語句を用いる
他の用語は、植物のいくつかの特性を改善する種々の植物応答に関する。「植物成長調節
剤」は、植物の１以上の成長調節方法において活性を有する化合物である。
【０００３】
　この場合、植物成長調節は、ときどき植物成長調節とも定義されるが、しかし、植物の
成長を破壊または止めることを意図する、農薬作用または成長抑制とは区別される。その
ため、本発明の実施に使用される化合物は、処理される植物に関して非植物毒性であるが
、植物またはその特定の部分の成長を刺激する量で使用される。したがって、このような
化合物はまた「植物刺激剤」と称してもよく、それらの作用は「植物成長刺激」と称して
もよい。
【０００４】
　植物成長調節は、植物およびそれらの作付を改善し、非処理植物と比較して改善された
植物成長および農業の実務におけるより良い条件を得る、所望の方法である。これらの種
類の分子は、細胞活性を阻害または促進し得る。これは、ほとんどの場合、植物において
同定される植物成長調節剤が、ほとんどの場合、それらが植物において複数の効果を有す
るように、植物細胞の分裂、伸長および分化を調節することを意味する。誘発事象は、動
物から知られるものと比べて植物では異なっているように思われる場合がある。
【０００５】
　分子レベルでは、植物成長調節剤は、膜特性に作用するか、遺伝子発現を制御するか、
または酵素活性に影響するか、または相互作用の上記タイプの少なくとも２つの組み合わ
せにおいて活性であることにより、働き得る。
【０００６】
　植物成長調節剤は、植物ホルモン（例えば、非ペプチドホルモン、例えばオーキシン、
ジベレリン、サイトカイニン、エチレン、ブラシノステロイドまたはアブシジン酸、およ
びサリチル酸）、リポオリゴ糖（例えばＮｏｄ因子）、ペプチド（例えばシステミン）、
脂肪酸誘導体（例えばジャスモネート）、およびオリゴ糖とも呼ばれる天然起源の化学物
質であるか（総覧については、Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇ
ｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５５８－５６２；および８５０－９２９を参
照する。）、またはそれらは合成により製造された化合物であり得る（例えば天然に存在
する植物成長ホルモンの誘導体、エテフォン）。
【０００７】
　非常に低濃度で働く植物成長調節剤が、多くの細胞および組織において見出され得るが
、それらは分裂組織および芽に集中しているようである。
【０００８】
　多くの場合、既存の植物成長調節剤の作用機序は知られていない。種々の標的が議論さ
れ、そしてとりわけ、影響を及ぼされる分子のほとんどは、Ｇ１期またはＧ２期それぞれ
において細胞周期を停止させるような細胞分裂調節、干ばつストレス応答のシグナル伝達
のための他のものに関係する（Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂ
ｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇ
ｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５５８－５６０）。いずれの場合も、ホルモ
ン制御は、例えば、植物のある器官または細胞型の成長刺激をもたらし得るが、さらにそ
の同じ植物の他の器官または細胞型の抑制ももたらし得る上昇および低下の極めて複雑な
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カスケードであるとみなすことができる。
【０００９】
　多くの場合、キナーゼは植物ホルモン制御に直接的または間接的に関与し、そしてキナ
ーゼのうち、プロテインキナーゼが細胞周期制御に関する、主要かつ非常に特異的な制御
分子である。このようなキナーゼはいくつかの植物ホルモンのための標的として議論され
、例えばオーキシンおよびアブシジン酸の場合である（Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　
Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者
Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５４２－５６５　ａ
ｎｄ　ｐｐ．　９８０－９８５；　Ｍｏｒｇａｎ （１９９７），　Ａｎｎｕ．　Ｒｅｖ
．　Ｃｅｌｌ．　Ｄｅｖ．　Ｂｉｏｌ．，　１３，　２６１－２９１；　Ａｍｏｎら（１
９９３）、Ｃｅｌｌ，　７４，　ｐｐ．　９９３－１００７；　Ｄｙｎｌａｃｈｔら（１
９９７）、Ｎａｔｕｒｅ，　３８９，　ｐｐ．　１４９－１５２；　ＨｕｎｔおよびＮａ
ｓｍｙｔｈ　（１９９７）、Ｃｕｒｒ．　Ｏｐｉｎ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．，　９，
　ｐｐ．　７６５－７６７；　Ｔｈｏｍａｓ　ａｎｄ　Ｈａｌｌ　（１９９７）、Ｃｕｒ
ｒ．　Ｏｐｉｎ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．，　９，　ｐｐ．　７８２－７８７）。植物
成長調節剤としての２－アミノ－６－オキシプリン誘導体の製造および使用がＷＯ２００
５１１１７に記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】ＷＯ２００５１１１７
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅ
ｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５５８－５６２；および８５０－９２９．
【非特許文献２】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅ
ｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５５８－５６０．
【非特許文献３】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　＆　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ
　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　（２０００）；編者Ｂｕｃｈａｎａｎ，　Ｇｒｕｉｓｓｅ
ｍ，　Ｊｏｎｅｓ，　ｐｐ．　５４２－５６５　ａｎｄ　ｐｐ．　９８０－９８５．
【非特許文献４】Ｍｏｒｇａｎ （１９９７），　Ａｎｎｕ．　Ｒｅｖ．　Ｃｅｌｌ．　
Ｄｅｖ．　Ｂｉｏｌ．，　１３，　２６１－２９１．
【非特許文献５】Ａｍｏｎら（１９９３）、Ｃｅｌｌ，　７４，　ｐｐ．　９９３－１０
０７．
【非特許文献６】Ｄｙｎｌａｃｈｔら（１９９７）、Ｎａｔｕｒｅ，　３８９，　ｐｐ．
　１４９－１５２．
【非特許文献７】ＨｕｎｔおよびＮａｓｍｙｔｈ　（１９９７）、Ｃｕｒｒ．　Ｏｐｉｎ
．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．，　９，　ｐｐ．　７６５－７６７．
【非特許文献８】Ｔｈｏｍａｓ　ａｎｄ　Ｈａｌｌ　（１９９７）、Ｃｕｒｒ．　Ｏｐｉ
ｎ．　Ｃｅｌｌ．　Ｂｉｏｌ．，　９，　ｐｐ．　７８２－７８７．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかしながら、例えば毒性、選択性、施用量、残留物形成および好ましい製造に関して
、最近の作物処理組成物に対する生態学的および経済的要求が常に高くなっていることか
ら、少なくとも一部の分野で、公知のものに勝る利点を有する新規な作物処理組成物を開
発する必要が常にある。従って、本発明の一つの目的は、好ましくは非生物的ストレス条
件の非存在下に、成長調節応答を得るために、植物、植物が成長する種子、または植物が
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通常の生息場所で成長する場所に施用されるさらなる化合物を提供することにあった。こ
れに関しては、言及しておくべき点として、「非生物的ストレス条件の非存在」という用
語は、本発明の文脈において、植物もしくは種子が極度の干魃、寒冷および高温条件、浸
透圧ストレス、浸水、土壌塩分上昇、ミネラルへの曝露増加、オゾン条件、強い光条件、
窒素栄養素の利用制限、リン栄養素の利用制限などの異常な環境条件、特には通常の植物
成長条件下で起こり得る通常の環境的変動を超えた異常な環境条件に曝露されないことを
意味するものと理解されるべきである。従って、非生物的ストレス条件の非存在下での成
長は、養分供給、温度、水供給および他の条件などの成長条件が、特定の作物種にとって
平均的ないし至適であると考えられる圃場条件での植物の成長を包含するものである。非
生物的ストレス条件の非存在下での成長はさらに、作物種にとって平均的ないし至適であ
ると考えられる温室条件下での植物の成長をも包含するものである。
【００１３】
　概して、優れた成長によって、例えば、
　－発芽、
　－根成長、
　－新芽発達、
　－萌芽、
　－花の発生、
　－植物の光合成実施、
　－葉の成長、好ましくは葉面積の成長、
　－面積当たりの植物（改善された植物密度）
に関して、成長の改善に至ることができる。
【００１４】
　あるいは、優れた成長によって、
　－バイオマス、
　－量的な果実収量、
　－果実の大きさ、
　－量的な穀粒収量、
　－所望の成分の含有量、例えばサトウダイコンの糖含有量または穀粒中のタンパク質含
有量、糊製造のための穀粒のグルテン含有量の増加のような質的収量
などの各種パラメータに関して、作物収量の改善が生じる可能性がある。
【００１５】
　上記成長特性の一部における改善が一緒に行われる可能性があるが、一部は、他のパラ
メータに対する有害効果がほとんどなく、非常に特異的に達成されることがあり得る。
【００１６】
　従って、これら処理された植物、これらの植物のある部分または具体的な作物収量の優
れた成長を生じる作物植物への特異的で有用な植物成長調節効果を提供することが望まれ
る。
【００１７】
　アシルスルホンアミド類の群から選択されるより広い群の化合物が、ＷＯ－Ａ－９７／
４５０１６、ＷＯ－Ａ－９９／１６７４４およびＥＰ－Ａ－３６５４８４およびそれらで
引用の参考文献に記載されており、その化合物は以下において「化合物（Ａ）」と称する
。それらの刊行物から、「化合物（Ａ）」がより安全な特性を有することがわかる。薬害
軽減剤は、除草剤、殺虫剤もしくは殺菌剤などの農薬、好ましくは除草剤とともに有用植
物の作物で使用されて、作物植物に対する農薬の植物毒性効果を軽減させるものである。
良好な薬害軽減剤は、標的生物に対する農薬の所望の効果、例えば農薬としての除草剤の
場合の雑草に対する効果を低下させるものではない。化合物（Ａ）からの市販の薬害軽減
剤はシプロスルファミド（一般名）であり、それは以下において「化合物（Ａ１）」と称
する。
【００１８】
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　さらに、ＷＯ２００７／０６２７３７から、そのようなアシルスルホンアミド系薬害軽
減剤も、異常な干魃、高温または寒冷などのある種の非生物的ストレスに対する作物植物
、特別にはトウモロコシ植物の植物損傷を軽減させる効果を示したことが知られている。
【００１９】
　ＷＯ２０１０／００３４４４によれば、そのようなアシルスルホンアミド系薬害軽減剤
も、作物植物、特別にはトウモロコシ植物の根成長を改善することが示されている。さら
に、作物植物、特別にはトウモロコシ植物の新芽成長の調節における効果も、参考文献に
記載されている。
【００２０】
　さらに、アシルスルホンアミド系薬害軽減剤を加えることで、一部の農薬の作用を高め
る効果があることが記載されている。そこで、ＷＯ２００８／１３１８５４には、シプロ
スルファミドを加えることでワタ植物に対する落葉剤チジアズロンの作用が促進されるこ
とが記載されている。ＷＯ２００／０９２６１５には、シプロスルファミドを加えること
で除草剤ピノキサデンの除草作用が促進されることが記載されている。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　驚くべきことに、化合物（Ａ）、具体的には（Ａ１）を用いて、収穫された植物器官に
関して有用植物または作物植物の収量を増加させることができることが見出された。
【００２２】
　本発明の別の目的は、収穫された植物器官に関して有用植物または作物植物の収量を高
める方法であって、化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）を、有効で、好ましくは非
植物毒性量で、通常の生息場所で、好ましくは異常な環境条件の非存在下に、作物植物、
植物が成長する種子、または植物が成長する場所に施用する方法である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本明細書で使用される「有用な植物」という用語は、食料、動物飼料を得るための、ま
たは工業的目的のための植物ならびに園芸植物として用いられる作物植物を指す。
【００２４】
　本発明の文脈において、「収量を増加」という用語は好ましくは、未処理の対照植物と
比較して収穫される植物器官の２％以上、より好ましくは５％以上、より好ましくは８％
以上、より好ましくは１０％以上高められた具体的収量を意味し、その効果は個別にまた
は効果のいずれかの組み合わせで発現することが可能である。
【００２５】
　本発明の文脈において、「収穫された植物器官に関して」という用語は、考慮される具
体的な植物に応じて通常収穫された植物器官および収穫下にそれに由来する産物を定義す
るものである。これは、一緒に収穫される場合に、いくつかの植物器官の全バイオマスを
含み、植物成長に対するかなり非特異的な全体的効果を示し得る。しかしながら、好まし
くはそれは、種子生産植物の場合には収穫される種子、例えばトウモロコシ植物などの穀
物植物の種子、アブラナまたはキャノーラなどのオイル植物の種子、マメ科植物、例えば
マメ類、レンズマメ、エンドウマメおよび大豆の種子器官を定義するものである。
【００２６】
　好ましくは収穫された植物器官は、ワタ植物などの繊維植物の収穫された種子器官、好
ましくは繊維生産のために種子鞘から取ったワタ植物の綿毛も包含する。
【００２７】
　好ましくは収穫された植物器官は、例えばサトウダイコンおよび飼料用ビートなどのビ
ート植物の収穫された器官も包含する。
【００２８】
　「収穫された植物器官に関して」という用語は、収穫された植物器官の具体的なパラメ
ータ、例えば種子仁のデンプン含有量、種子仁のグルテン含有量、サトウダイコンの糖含
有量、種子仁のタンパク質含有量に関する向上をも包含する。
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【００２９】
　好ましくは、植物器官は、収穫で通常のように、成長の成熟段階で、または成熟段階付
近で収穫される。
【００３０】
　本発明のより好ましい目的は、穀類、キャノーラ、大豆およびワタ作物からなる群から
選択される作物植物の穀粒収量を高めることを目的とした、単独で（すなわち唯一の農薬
化合物として）または１以上の選択された農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的
には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００３１】
　「農薬化合物」という用語は、除草剤、殺菌剤、殺虫剤、殺細菌剤、殺線虫剤、殺ダニ
剤、植物成長調節剤および薬害軽減剤からなる群から選択される化合物を意味するものと
理解すべきである。
【００３２】
　本発明の別の好ましい目的は、穀類、キャノーラおよび大豆作物からなる群から選択さ
れる作物植物の種子仁のタンパク質含有量を高めるための、単独で（すなわち、唯一の農
薬化合物として）または１以上の選択される農薬化合物との併用での、化合物（Ａ）、具
体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００３３】
　本発明の別の好ましい目的は、穀類、キャノーラおよび大豆作物からなる群から選択さ
れる作物植物の種子仁のグルテン含有量を高めるための、単独でまたは１以上の選択され
る農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方
法である。
【００３４】
　本発明の別の好ましい目的は、穀物作物からなる群から選択される作物植物の種子仁の
グルテン含有量を高めるための、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用で
の化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００３５】
　本発明の別の好ましい目的は、ビート植物のビートの重量の収量を増加させるための、
単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合
物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００３６】
　本発明の別の好ましい目的は、異常環境条件の非存在下に成長するトウモロコシ植物の
バイオマス収量を増加させるための、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併
用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００３７】
　本発明の別の好ましい目的は、サトウダイコンの糖含有量を増加させるための、単独で
または１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ
１）の使用または使用方法である。
【００３８】
　本発明の別の好ましい目的は、砂糖植物のバイオマス収量を増加させるための、単独で
または１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ
１）の使用または使用方法である。
【００３９】
　本発明の別の好ましい目的は、異常環境条件の非存在下に成長するサトウダイコン植物
のバイオマス収量を増加させるための、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との
併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００４０】
　本発明のより好ましい目的は、穀物作物、好ましくは小麦、大麦、ライ麦、ライ小麦、
イネ、モロコシ、またはトウモロコシ作物の穀粒収量を高めるための、単独でまたは１以
上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用
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または使用方法である。
【００４１】
　本発明のより好ましい目的は、イネ作物の発芽および発生を増やすための、単独でまた
は１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）
の使用または使用方法でもある。
【００４２】
　本発明のより好ましい目的は、キャノーラ作物などの油料作物の穀粒収量を高めるため
の、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には
化合物（Ａ１）の使用または使用方法でもある。
【００４３】
　本発明のより好ましい目的は、大豆作物などのマメ科作物のマメ収量を増やすための、
単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合
物（Ａ１）の使用または使用方法でもある。
【００４４】
　本発明のより好ましい目的は、ワタ作物などの繊維作物の穀粒収量を高めるための、単
独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物
（Ａ１）の使用または使用方法でもある。
【００４５】
　本発明のより好ましい目的は、ワタ作物などの繊維作物のリント収量を増やすための、
単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合
物（Ａ１）の使用または使用方法でもある。
【００４６】
　本発明のより好ましい目的は、サトウダイコン作物などのビート作物のビート収量を増
やすための、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具
体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法でもある。
【００４７】
　本発明の別の好ましい目的は、サトウダイコンまたはサトウキビ植物のバイオマス収量
を増加させるための、単独でまたは１以上の選択される農薬化合物との併用での化合物（
Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の使用または使用方法である。
【００４８】
　本発明による化合物（Ａ）は、下記式（Ｉ）の化合物またはそれの塩から選択されるも
のと理解される。
【００４９】
【化１】

　式中、
　ＸはＣＨまたはＮであり；
　Ｒ１は、－ＣＯ－ＮＲ５Ｒ６、－ＮＨ－ＣＯ－Ｒ７または－ＮＨ－ＣＯ－ＮＲ８Ｒ９で
あり、
　（Ｒ２）ｎは、ｎが１である場合は基Ｒ２であり、またはｎが１より大きい場合は基本
環の異なる炭素環原子に結合したｎ個の基Ｒ２を表し、各Ｒ２は互いに独立に、ハロゲン
、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４

）アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルスルホニル、［（Ｃ１
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　Ｒ３は、水素、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）アルケニルまたは（Ｃ２－Ｃ

４）アルキニルであり、
　（Ｒ４）ｍは、ｍが１である場合は基Ｒ４であり、またはｍが１より大きい場合は基本
環の異なる炭素環原子に結合したｍ個の基Ｒ４を表し、各Ｒ４は互いに独立に、ハロゲン
、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロ
アルコキシ、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、フェニル、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ、シ
アノ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ

４）アルキルスルホニル、［（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ］カルボニルまたは［（Ｃ１－Ｃ

４）アルキル］カルボニルであり；
　Ｒ５は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ

６）アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）アルキニル、（Ｃ５－Ｃ６）シクロアルケニル、フェニ
ルまたは窒素、酸素および硫黄からなる群から選択される１から３個のヘテロ原子を有す
る３から６員の複素環であり、最後に言及した７個の基のそれぞれは置換されていないか
、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ２

）アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ２）アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロア
ルキル、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシカルボニル、［（Ｃ１－Ｃ４）アルキル］カルボニル
およびフェニル、環状の基本基の場合にはさらに（Ｃ１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－
Ｃ４）ハロアルキルからなる群から選択される１、２もしくは３個の基によって置換され
ており、
　Ｒ６は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、（Ｃ２－Ｃ

６）アルケニルまたは（Ｃ２－Ｃ６）アルキニルであり、最後に言及した３個の基のそれ
ぞれは置換されていないか、ハロゲン、ヒドロキシル、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ１

－Ｃ４）アルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオからなる群から選択される１、２
もしくは３個の基によって置換されており、または
　Ｒ５およびＲ６がそれに結合している窒素原子とともに、ピロリジン－１－イル－また
はピペリジン－１－イルを表し、
　Ｒ７は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキルであり、最後
に言及した２個の基のそれぞれは、置換されていないか、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アル
コキシ、（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオおよび環状基
本基の場合にはさらに（Ｃ１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキルからな
る群から選択される１、２もしくは３個の基によって置換されており、
　Ｒ８は、水素、（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）
アルキニルまたは（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルであり、最後に言及した４個の基のそれ
ぞれは、置換されていないか、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）ハ
ロアルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオおよび環状基本基の場合にはさらに（Ｃ

１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキルからなる群から選択される１、２
もしくは３個の基によって置換されており、
　Ｒ９は、水素、（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）
アルキニルまたは（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルであり、最後に言及した４個の基のそれ
ぞれは、置換されていないか、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）ハ
ロアルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオおよび環状基本基の場合にはさらに（Ｃ

１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキルからなる群から選択される１、２
もしくは３個の基によって置換されており、
　ｎは０、１、２、３または４、好ましくは０、１または２であり、
　ｍは０、１、２、３または４、好ましくは１または２である。
【００５０】
　より好ましい化合物（Ａ）は、下記式（Ｉａ）の化合物またはそれの塩である。
【００５１】
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【化２】

　式中、
　（Ｒ２）ｎ、Ｒ３、（Ｒ４）ｍ、Ｒ５、Ｒ６、ｎおよびｍは式（Ｉ）について定義され
ており、好ましくは
　Ｒ３は水素であり、
　（Ｒ４）ｍは、ｍが１である場合は基Ｒ４であり、またはｍが１より大きい場合は基本
環の異なる炭素環原子に結合したｍ個の基Ｒ４を表し、各Ｒ４は互いに独立にハロゲン、
メチル、エチル、ｎ－プロピル、ｉ－プロピル、ＣＦ３、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ
または（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシであり、
　Ｒ５は、（Ｃ１－Ｃ６）アルキルまたは（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキルであり、最後に
言及した２個の基のそれぞれは、置換されていないか、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルコ
キシ、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ２）アルキルスルフィニル、（Ｃ１－
Ｃ２）アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ
カルボニルおよび［（Ｃ１－Ｃ２）アルキル］カルボニルおよび環状基本基の場合にはさ
らに（Ｃ１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキルからなる群から選択され
る１、２もしくは３個の基によって置換されており、
　Ｒ６は、水素または（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、好ましくは水素であり、
　ｍは０、１または２、好ましくは１または２であり、
　ｎは０である。
【００５２】
　より好ましい式（Ｉａ）の化合物またはそれの塩は、
　Ｒ３が水素であり、
　（Ｒ４）ｍが２－メトキシであり、Ｒ５がシクロプロピルであり、または
　（Ｒ４）ｍが５－クロロ－２－メトキシであり、Ｒ５がシクロプロピルであり、または
　（Ｒ４）ｍが２－メトキシであり、Ｒ５がエチルであり、または
　（Ｒ４）ｍが５－クロロ－２－メトキシであり、Ｒ５がイソプロピルであり、または
　（Ｒ４）ｍが２－メトキシであり、Ｒ５がイソプロピルであり、
　Ｒ６が水素であり、
　ｎが０であるものである。
【００５３】
　そのような化合物は、ＷＯ９９／１６７４４から公知である。
【００５４】
　最も好ましい式（Ｉａ）の化合物またはそれの塩は、
　Ｒ３が水素であり、
　（Ｒ４）ｍが２－メトキシであり、
　Ｒ５がシクロプロピルであり、
　Ｒ６が水素であり、
　ｎが０である化合物である（一般名「シプロスルファミド」＝化合物（Ａ１））。
【００５５】
　やはり好ましい化合物（Ａ）は、下記式（Ｉｂ）の化合物またはそれの塩である。
【００５６】
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【化３】

　式中、
　（Ｒ２）ｎ、Ｒ３、（Ｒ４）ｍ、Ｒ７、ｎおよびｍは式（Ｉ）について定義されており
、好ましくは、
　Ｒ３は水素であり、
　（Ｒ４）ｍは、ｍが１である場合は基Ｒ４であり、またはｍが１より大きい場合は基本
環の異なる炭素環原子に結合したｍ個の基Ｒ４を表し、各Ｒ４は互いに独立にハロゲン、
（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、ＣＦ３、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシまたは（Ｃ１－Ｃ４）
アルコキシであり、
　Ｒ７は、（Ｃ１－Ｃ６）アルキルまたは（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキルであり、最後に
言及した２個の基のそれぞれは、置換されていないか、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルコ
キシ、（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオおよび環状基本
基の場合にはさらに（Ｃ１－Ｃ４）アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキルからなる
群から選択される１、２もしくは３個の基によって置換されており、
　ｍは０、１または２、好ましくは１または２であり、
　ｎは０である。
【００５７】
　そのような化合物は、ＷＯ９９／１６７４４から公知である。
【００５８】
　やはり好ましい化合物（Ａ）は、上記式（Ｉｃ）の化合物またはそれの塩である。
【００５９】

【化４】

　式中、
　（Ｒ２）ｎ、Ｒ３、（Ｒ４）ｍ、Ｒ８、Ｒ９、ｎおよびｍは式（Ｉ）に関して定義され
ており、好ましくは
　Ｒ３は水素であり、
　（Ｒ４）ｍは、ｍが１である場合は基Ｒ４であり、またはｍが１より大きい場合は基本
環の異なる炭素環原子に結合したｍ個の基Ｒ４を表し、各Ｒ４は互いに独立にハロゲン、
（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、ＣＦ３、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシまたは（Ｃ１－Ｃ４）
アルコキシ、好ましくはハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、ＣＦ３または（Ｃ１－Ｃ４

）アルコキシであり、
　Ｒ８は水素、（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）ア
ルキニルまたは（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルであり、
　Ｒ９は水素、（Ｃ１－Ｃ８）アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）ア
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ルキニルまたは（Ｃ３－Ｃ８）シクロアルキルであり、
　ｍは０、１または２、好ましくは１または２であり、
　ｎは０である。
【００６０】
　そのような化合物は、ＥＰ－Ａ－３６５４８４から公知であり、例えば具体的には
　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチル－
尿素、
　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３，３－ジメ
チル－尿素、
　１－［４－（Ｎ－４，５－ジメチルベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチ
ル－尿素である。
【００６１】
　例えばアミノまたはアルキルアミノの塩基性基に例えばＨＣｌ、ＨＢｒ、Ｈ２ＳＯ４ま
たはＨＮＯ３、さらにはシュウ酸もしくはスルホン酸などの好適な無機もしくは有機酸を
加えることで、式（Ｉ）の化合物は塩を形成することができる。例えばスルホ基もしくは
カルボキシ基などの脱プロトン型で存在する好適な置換基は、アミノ基などのそれの一部
についてプロトン化され得る基と内部塩を形成し得る。例えばスルホ基もしくはカルボキ
シ基などの好適な置換基の水素、または－ＳＯ２ＮＨＣＯ－基の酸性水素原子を農業上好
適なカチオンで置き換えることで、塩を形成することもできる。これらの塩は、例えば金
属塩、特にはアルカリ金属塩もしくはアルカリ土類金属塩、特別にはナトリウム塩および
カリウム塩、あるいはアンモニウム塩、有機アミン類との塩または四級アンモニウム塩で
ある。
【００６２】
　本発明に従って使用される式（Ｉ）の化合物それの農業的に許容される塩は、以下にお
いて、短縮して「式（Ｉ）の化合物」または「化合物（Ａ）」とも称される。
【００６３】
　添付の特許請求の範囲を含めて、当該式の説明において、上記の基は下記の意味を有す
る。
【００６４】
　ハロゲンはフッ素、塩素、臭素またはヨウ素を意味する。
【００６５】
　ある基の名称の前に「ハロ」という用語は、この基が部分的もしくは完全にハロゲン化
されていること、すなわちいずれかの組み合わせでＦ、Ｃｌ、ＢｒもしくはＩによって置
換されていることを意味する。
【００６６】
　「（Ｃ１－Ｃ６）アルキル」という表現は、例えばメチル、エチル、プロピル、イソプ
ロピル、１－ブチル、２－ブチル、２－メチルプロピルまたはｔｅｒｔ－ブチル基などの
１、２、３、４、５または６個の炭素原子（括弧内のＣ原子の範囲によって示されている
）を有する分岐していないか分岐している非環状飽和炭化水素基を意味する。同じことが
、「アルコキシアルキル」などの複合基中のアルキル基にも当てはまる。
【００６７】
　アルキル基および複合基でも、別段の定義がない限り、好ましくは１から４個の炭素原
子を有する。
【００６８】
　「（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルキル」は、１以上の水素原子が同一数の同一もしくは異なる
ハロゲン原子によって置き換わっている「（Ｃ１－Ｃ６）アルキル」という表現下で言及
されるアルキル基を意味し、例えばモノハロアルキル、パーハロアルキル、ＣＦ３、ＣＨ
Ｆ２、ＣＨ２Ｆ、ＣＨＦＣＨ３、ＣＦ３ＣＨ２、ＣＦ３ＣＦ２、ＣＨＦ２ＣＦ２、ＣＨ２

ＦＣＨＣｌ、ＣＨ２Ｃｌ、ＣＣｌ３、ＣＨＣｌ２またはＣＨ２ＣＨ２Ｃｌである。
【００６９】
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　［（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ］（Ｃ１－Ｃ６）アルキル」は、１以上の（Ｃ１－Ｃ４）
アルコキシ基によって、好ましくは１個の（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ基によって置換され
ている（Ｃ１－Ｃ６）アルキルを意味する。
【００７０】
　「（Ｃ１－Ｃ６）アルコキシ」は、炭素鎖が「（Ｃ１－Ｃ６）アルキル」という表現下
で提供される意味を有するアルコキシ基を意味する。「ハロアルコキシ」は、例えばＯＣ
Ｆ３、ＯＣＨＦ２、ＯＣＨ２Ｆ、ＣＦ３ＣＦ２Ｏ、ＯＣＨ２ＣＦ３またはＯＣＨ２ＣＨ２

Ｃｌである。
【００７１】
　「（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル」は、この言及された範囲に相当する数の炭素原子を有し
、個々の不飽和基のいずれかの位置に存在し得る少なくとも１個の二重結合を含む分岐し
ていないか分岐している非環状炭素鎖を意味する。「（Ｃ２－Ｃ６）アルケニル」はそれ
に応じて、例えば、ビニル、アリル、２－メチル－２－プロペニル、２－ブテニル、ペン
テニル、２－メチルペンテニルまたはヘキセニル基を指す。
【００７２】
　「（Ｃ２－Ｃ６）アルキニル」は、この言及された範囲に相当する数の炭素原子を有し
、個々の不飽和基のいずれかの位置に存在し得る少なくとも１個の三重結合を含む分岐し
ていないか分岐している非環状炭素鎖を意味する。「（Ｃ２－Ｃ６）アルキニル」はそれ
に応じて、例えばプロパルギル、１－メチル－２－プロピニル、２－ブチニルまたは３－
ブチニル基を指す。
【００７３】
　「（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル」は、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチ
ルまたはシクロヘキシル基などの単環式アルキル基を指す。
【００７４】
　「（Ｃ４－Ｃ６）シクロアルケニル」は、４から６個の炭素原子を有する炭素環式非芳
香族部分不飽和環を指し、例えば１－シクロブテニル、２－シクロブテニル、１－シクロ
ペンテニル、２－シクロペンテニル、３-シクロペンテニル、または１－シクロヘキセニ
ル、２－シクロヘキセニル、３－シクロヘキセニル、１，３－シクロヘキサジエニルまた
は１，４－シクロヘキサジエニルがある。
【００７５】
　定義における「からなる群から選択される１以上の基」という表現は、各場合において
、具体的な限定が明瞭に定義されていない限り、定義されている基の種類から選択される
１以上の同一もしくは異なる基を意味するものと理解すべきである。
【００７６】
　置換基の種類および連結により、式（Ｉ）の化合物は、立体異性体として存在すること
ができる。エナンチオマー、ジアステレオマー、ＺおよびＥ異性体などの具体的な三次元
型によって定義される可能な立体異性体は全て、式（Ｉ）によって包含される。例えば、
１以上のアルケニル基が存在する場合、ジアステレオマー（ＺおよびＥ異性体）が生じ得
る。例えば、１以上の不斉炭素原子が存在する場合、エナンチオマーおよびジアステレオ
マーが生じ得る。立体異性体は、一般的な分離法によって製造において得られた混合物か
ら得ることができる。クロマトグラフィー分離は、エナンチオマー過剰率またはジアステ
レオマー過剰率を見いだすための分析的規模で、または生物試験のための試験試料を得る
ための分取規模でのいずれがで行うことができる。同様に、光学活性原料および／または
補助剤を用いる立体選択的反応を用いることより、立体異性体を選択的に製造することも
可能である。そこで本発明は、式（Ｉ）により包含されるが、それらの特定の立体異性型
で示されない全ての立体異性体およびその混合物に関するものでもある。
【００７７】
　一般用語で上記で言及されているか、好ましい領域で列記された基の定義は、式（Ｉ）
の最終生成物とそれに応じてそれの製造に各場合で必要な原料もしくは中間体の両方に当
てはまる。これらの基の定義は、互いに結合することができ、すなわち言及の好ましい範
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囲間の組み合わせなどがあり得る。
【００７８】
　本明細書で使用される「有用な植物」という用語は、食料、動物飼料を得るための、ま
たは工業的目的のための植物として用いられる作物植物ならびに園芸植物を指す。
【００７９】
　本発明はさらに、好ましくは異常環境条件の非存在下で成長する植物の処理方法を提供
する。「あらゆる種類の異常環境条件の非存在」とは、本発明の文脈において、植物また
は種子が、極度の干魃、寒冷および高温条件、浸透圧ストレス、浸水、土壌塩分上昇、ミ
ネラルへの曝露増加、オゾン条件、強い光条件、窒素栄養素の利用制限またはリン栄養素
の利用制限などの異常な環境条件、特には通常の植物成長条件下で起こり得る通常の環境
的変動を超えた異常な環境条件に曝露されないことを意味するものと理解されるべきであ
る。
【００８０】
　化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）は、例えば当業界で公知の条件下に、種子処
理によって、または発芽前もしくは発芽後施用によって施用することができる。
【００８１】
　化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）は、例えば当業界で公知の条件下に、種子処
理によって、または発芽前もしくは発芽後施用によって単独でまたは１以上の農薬化合物
との併用で施用することができる。
【００８２】
　発芽前もしくは発芽後施用は、化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の噴霧液を、
単独でまたは１以上の農薬化合物との併用で施用する噴霧技術を用いることができる。そ
のような噴霧液は、溶媒、製剤助剤などの他の一般的な構成成分、特には水を含むことが
できる。さらなる構成成分には、下記に記載の農薬有効成分などがあり得る。
【００８３】
　本発明はさらに、収穫される植物器官に関して有用な植物もしくは作物植物の収量を高
める上での相当する噴霧液の使用を提供する。下記の記述は、式（Ｉ）の化合物自体の本
発明による使用と相当する噴霧液の両方に当てはまるものである。
【００８４】
　収穫される植物器官に関して有用な植物の収量を高めるための、例えば上記で言及した
作物などの作物植物、好ましくは小麦、大麦、ライ麦、ライ小麦、キビ、イネまたはコー
ン（トウモロコシ）のような穀物植物の穀粒収量を高めるための植物成長調節剤として化
合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）を、単独でまたは１以上の農薬化合物との併用で
用いる場合、施用量は、例えば、０．００５（５ｍｇ）から５０００ｇ活性物質／土壌表
面１ヘクタールの範囲、好ましくは０．０１（１０ｍｇ）から２０００ｇ／ｈａの範囲、
特には０．０５（５０ｍｇ）から１０００ｇ／ｈａの範囲の活性物質、非常に詳細には１
０から１０００ｇ／ｈａの活性物質、より好ましくは２０から５００ｇ／ｈａの活性物質
、最も好ましくは２５から１００ｇ／ｈａの活性物質である。
【００８５】
　単独でまたは１以上の農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１
）は、化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）を含む噴霧液を噴霧することで、化合物
（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）を含む顆粒を栽培区域の土壌上に散布することで、化
合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）を含む液剤もしくは分散液もしくは顆粒を圃場水
（例えば、水稲）に注ぐことで植物に施用することができる。
【００８６】
　化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）は、単独でまたは１以上の農薬化合物との併
用で、発芽前法（播種前または播種と同時、例えば播種前土壌混和処理または畝合処理、
または播種後）または初期発芽後法または後に発芽後期に、通常は有用植物の満開まで施
用することができる。
【００８７】
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　別形態として、種子を粉衣またはコーティングするための各種技術を含む種子処理によ
って、植物成長調節剤としての施用も可能である。ここで、施用量は特定の技術によって
決まり、予備試験で決定することができる。概して、種子処理の場合の活性物質としての
化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の施用量は、活性物質（ａ．ｉ．）０．００１
（１ｍｇ）から１０ｇ／種子ｋｇ、好ましくは０．０１（１０ｍｇ）から５ｇａ．ｉ．／
種子ｋｇ、特には０．１（１００ｍｇ）から２ｇ　ａ．ｉ．／種子ｋｇである。
【００８８】
　単独でまたは１以上の農薬化合物との併用での化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１
）の溶液を、活性物質の溶液に種子を浸漬する種子処理方法で用いる場合、溶液中の活性
物質（ａ．ｉ．）の濃度は、例えば重量基準で１から１５０００ｐｐｍ、好ましくは１０
から１００００ｐｐｍ、より好ましくは１００から５０００ｐｐｍである。
【００８９】
　植物成長調節剤は通常、植物成長調節性の非植物毒性的な有効量で施用される。「非植
物毒性」とは、収穫産物の収量に関して所望の作物種に対してあっても軽微な損傷を生じ
るか全く損傷を生じない植物成長調節剤の量を意味する。
【００９０】
　単独でまたは他の農薬化合物との併用で化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）また
は（Ａ２）、具体的には化合物（Ａ１）を施用する場合、それは１回施用することができ
るか、２以上の場合での分割施用によって施用することができ、単回施用は種子処理、発
芽前処理または発芽後処理によるものであることができる。従って、例えば種子処理後に
１以上の発芽前処理および／または発芽後処理を行うことによる組み合わせ施用を行うこ
とが可能である。
【００９１】
　好ましい施用は種子処理によるものである。
【００９２】
　やはり好ましいのは、単回発芽前処理である。
【００９３】
　やはり好ましいのは、単回発芽後処理である。
【００９４】
　やはり好ましいのは、発芽前処理とそれに続く１、２または３回の発芽後処理である。
【００９５】
　やはり好ましいのは、種子処理とそれに続く１、２または３回の発芽後処理である。
【００９６】
　やはり好ましいのは、初期出穂から８葉期の段階での発芽後処理である。
【００９７】
　やはり好ましいのは、後期植生期から生殖期まで（分けつ終了から開花初期）で種子を
産する植物の発芽後処理である。
【００９８】
　化合物（Ａ）、具体的には（Ａ１）は、独立の製品として、または１以上の他の農薬化
合物、好ましくは農薬または植物成長調節剤、より好ましくは植物成長調節剤を薬害軽減
剤としても有効に用いることができる農薬と組み合わせて用いることができる。特に興味
深いものの中には、除草剤、殺菌剤、殺虫剤または植物成長調節剤との化合物（Ａ）、好
ましくは化合物（Ａ１）の組み合わせがあり、特別に好ましいものは、１以上の、好まし
くは１種類もしくは２種類の殺菌剤の種類に属する農薬活性化合物との組み合わせである
。
【００９９】
　農薬、好ましくは除草剤（Ｂ）の施用量は、その農薬（好ましくは除草剤）単独につい
て用いられる範囲内であることから、それ自体公知である。
【０１００】
　本発明の別の好ましい目的は、１以上の殺菌剤、１以上の殺虫剤、および／または１以
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上の植物成長調節剤と組み合わせた化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）の併用であ
る。
【０１０１】
　より具体的には、化合物（Ａ）または化合物（Ａ１）と、好ましくは化合物（Ａ１）と
組み合わせる殺菌剤は、ベナラキシル［＝Ｆ－１］、ベナラキシル－Ｍ［＝Ｆ－２］、ブ
ピリメート［＝Ｆ－３］、キララキシル［＝Ｆ－４］、クロジラコン［＝Ｆ－５］、ジメ
チリモール［＝Ｆ－６］、エチリモール［＝Ｆ－７］、フララキシル［＝Ｆ－８］、ヒメ
キサゾール［＝Ｆ－９］、メタラキシル［＝Ｆ－１０］、メタラキシル－Ｍ［＝Ｆ－１１
］、オフラセ［＝Ｆ－１２］、オキサジキシル［＝Ｆ－１３］、オキソリン酸［＝Ｆ－１
４］、ベノミル［＝Ｆ－１５］、カルベンダジム［＝Ｆ－１６］、ジエトフェンカルブ［
＝Ｆ－１７］、フベリダゾール［＝Ｆ－１８］、フルオピコリド［＝Ｆ－１９］、ペンシ
クロン［＝Ｆ－２０］、チアベンダゾール［Ｆ－２１］、チオファネート－メチル［＝Ｆ
－２２］、ゾキサミド［Ｆ－２３］、クロロ－７－（４－メチルピペリジン－１－イル）
－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）－［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ
］ピリミジン［＝Ｆ－２４］、ジフルメトリム［＝Ｆ－２５］、ビキサフェン［＝Ｆ－２
６］、ボスカリド［＝Ｆ－２７］、カルボキシン［＝Ｆ－２８］、ジフルメトリム［＝Ｆ
－２９］、フェンフラム［＝Ｆ－３０］、フルオピラム［＝Ｆ－３１］、フルトラニル［
＝Ｆ－３２］、フラメトピル［＝Ｆ－３３］、メプロニル［＝Ｆ－３４］、オキシカルボ
キシン［＝Ｆ－３５］、ペンフルフェン［＝Ｆ－３６］、ペンチオピラド［Ｆ－３７］、
チフルザミド［＝Ｆ－３８］、Ｎ－［２－（１，３－ジメチルブチル）フェニル］－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［＝Ｆ－３９］、
イソピラザム［＝Ｆ－４０］、セダキサン［＝Ｆ－４１］、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［＝Ｆ－４２］、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［＝Ｆ－４３］、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［Ｆ－４４］、Ｎ－［１－（２，４－ジクロ
ロフェニル）－１－メトキシプロパン－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［＝Ｆ－４５］および相当する塩、アミス
ルブロム［＝Ｆ－４６］、アゾキシストロビン［＝Ｆ－４７］、シアゾファミド［＝Ｆ－
４８］、ジモキシストロビン［＝Ｆ－４９］、エネストロビン［＝Ｆ－５０］、ファモキ
サドン［＝Ｆ－５１］、フェンアミドン［＝Ｆ－５２］、フルオキサストロビン［＝Ｆ－
５３］、クレソキシム－メチル［＝Ｆ－５４］、メトミノストロビン［＝Ｆ－５５］、オ
リサストロビン［＝Ｆ－５６］、ピラクロストロビン［＝Ｆ－５７］、ピリベンカルブ［
＝Ｆ－５８］、ピコキシストロビン［＝Ｆ－５９］、トリフロキシストロビン［＝Ｆ－６
０］、（２Ｅ）－２－（２－｛［６－（３－クロロ－２－メチルフェノキシ）－５－フル
オロピリミジン－４－イル］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［＝Ｆ－６１］、（２Ｅ）－２－（エトキシイミノ）－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［＝Ｆ－６２］および相当する塩、（２
Ｅ）－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［
＝Ｆ－６３］、（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（１Ｅ）－１－（３－｛［（Ｅ）－１－フ
ルオロ－２－フェニルエテニル］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－メチルエタンアミド［＝Ｆ－６４］、
（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（２Ｅ，３Ｅ）－４－（２，６－ジクロロフェニル）ブト
－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、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［Ｆ－６５］、５
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－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［＝Ｆ－６６］、｛２－［（｛シクロプロ
ピル［（４－メトキシフェニル）イミノ］メチル｝スルファニル）メチル］フェニル｝－
３－メトキシアクリル酸２－メチル［＝Ｆ－６７］、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［＝
Ｆ－６８］および相当する塩、ジノカップ［＝Ｆ－６９］、フルアジナム［＝Ｆ－７０］
、酢酸フェンチン［＝Ｆ－７１］、塩化フェンチン［＝Ｆ－７２］、水酸化フェンチン［
＝Ｆ－７３］、シルチオファム［＝Ｆ－７４］、アンドプリム［＝Ｆ－７５］、ブラスト
シジン－Ｓ［＝Ｆ－７６］、シプロジニル［＝Ｆ－７７］、カスガマイシン［＝Ｆ－７８
］、カスガマイシン塩酸塩水和物［＝Ｆ－７９］、メパニピリム［＝Ｆ－８０］、ピリメ
タニル［＝Ｆ－８１］、フェンピクロニル［＝Ｆ－８２］、フルジオキソニル［＝Ｆ－８
３］、キノキシフェン［＝Ｆ－８４］、クロゾリネート［＝Ｆ－８５］、イプロジオン［
＝Ｆ－８６］、プロシミドン［＝Ｆ－８７］、ビンクロゾリン［＝Ｆ－８８］、アンプロ
ピルホス［＝Ｆ－８９］、カリウム－アンプロピルホス［＝Ｆ－９０］、エディフェンホ
ス［＝Ｆ－９１］、イプロベンホス（ＩＢＰ）［＝Ｆ－９２］、イソプロチオラン［＝Ｆ
－９３］、ピラゾホス［＝Ｆ－９４］、トルクロホス－メチル［＝Ｆ－９５］、ビフェニ
ル［＝Ｆ－９６］、ヨードカルブ［＝Ｆ－９７］、プロパモカルブ［Ｆ－９８］、プロパ
モカルブ塩酸塩［＝Ｆ－９９］、フェンヘキサミド［＝Ｆ－１００］、アザコナゾール［
＝Ｆ－１０１］、ビテルタノール［＝Ｆ－１０２］、ブロムコナゾール［＝Ｆ－１０３］
、ジクロブトラゾール［＝Ｆ－１０４］、ジフェノコナゾール［＝Ｆ－１０５］、ジニコ
ナゾール［＝Ｆ－１０６］、ジニコナゾール－Ｍ［＝Ｆ－１０７］、エポキシコナゾール
［＝Ｆ－１０８］、エタコナゾール［＝Ｆ－１０９］、フェンブコナゾール［＝Ｆ－１１
０］、フルキンコナゾール［＝Ｆ－１１１］、フルシラゾール［＝Ｆ－１１２］、フルト
リアホル［＝Ｆ－１１３］、フルコナゾール［＝Ｆ－１１４］、フルコナゾール－ｃｉｓ
［＝Ｆ－１１５］、ヘキサコナゾール［＝Ｆ－１１６］、イミベンコナゾール［＝Ｆ－１
１７］、イプコナゾール［＝Ｆ－１１８］、メトコナゾール［＝Ｆ－１１９］、ミクロブ
タニル［＝Ｆ－１２０］、パクロブトラゾール［＝Ｆ－１２１］、ペンコナゾール［＝Ｆ
－１２２］、プロピコナゾール［＝Ｆ－１２３］、プロチオコナゾール［＝Ｆ－１２４］
、シメコナゾール［＝Ｆ－１２５］、スピロキサミン［＝Ｆ－１２６］、テブコナゾール
［＝Ｆ－１２７］、トリアジメホン［＝Ｆ－１２８］、トリアジメノール［＝Ｆ－１２９
］、トリチコナゾール［＝Ｆ－１３０］、ウニコナゾール［＝Ｆ－１３１］、ボリコナゾ
ール［＝Ｆ－１３２］、イマザリル［＝Ｆ－１３３］、硫酸イマザリル［＝Ｆ－１３４］
、オキスポコナゾール［＝Ｆ－１３５］、フェナリモル［＝Ｆ－１３６］、フルルプリミ
ドール［＝Ｆ－１３７］、ヌアリモル［＝Ｆ－１３８］、ピリフェノックス［＝Ｆ－１３
９］、トリホリン［＝Ｆ－１４０］、ペフラゾエート［＝Ｆ－１４１］、プロクロラズ［
＝Ｆ－１４２］、トリフルミゾール［＝Ｆ－１４３］、ビニコナゾール［＝Ｆ－１４４］
、アルジモルフ［＝Ｆ－１４５］、ドデモルフ［＝Ｆ－１４６］、酢酸ドデモルフ［＝Ｆ
－１４７］、フェンプロピモルフ［＝Ｆ－１４８］、トリデモルフ［＝Ｆ－１４９］、フ
ェンプロピジン［＝Ｆ－１５０］、ナフチフィン［＝Ｆ－１５１］、ピリブチカルブ［＝
Ｆ－１５２］、テルビナフィン［＝Ｆ－１５３］、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［＝Ｆ－１５４］、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［＝Ｆ－１５５］、Ｎ′－｛５－（ジフルオロメチル）－
２－メチル－４－［３－（トリメチル－シリル）プロポキシ］フェニル｝－Ｎ－エチル－
Ｎ－メチルイミドホルムアミド［＝Ｆ－１５６］、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［＝Ｆ－１５７］、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［＝Ｆ－１５８］、ベンチアバリカルブ［＝Ｆ－１５９］、ビアラホス［＝Ｆ－１６０
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］、ジメトモルフ［＝Ｆ－１６１］、フルモルフ［＝Ｆ－１６２］、イプロバリカルブ［
＝Ｆ－１６３］、ポリオキシン類［＝Ｆ－１６４］、ポリオキソリム［＝Ｆ－１６５］、
バリダマイシンＡ［＝Ｆ－１６６］、カプロパミド［＝Ｆ－１６７］、ジクロシメット［
＝Ｆ－１６８］、フェノキサニル［＝Ｆ－１６９］、フタリド［＝Ｆ－１７０］、ピロキ
ロン［＝Ｆ－１７１］、トリシクラゾール［＝Ｆ－１７２］、アシベンゾラル－Ｓ－メチ
ル［＝Ｆ－１７３］、プロベナゾール［＝Ｆ－１７４］、チアジニル［＝Ｆ－１７５］、
イソチアニル［＝Ｆ－１７６］、カプタホール［＝Ｆ－１７７］、キャプタン［＝Ｆ－１
７８］、クロロタロニル［＝Ｆ－１７９］、銅塩、例えば水酸化銅［＝Ｆ－１８０］、ナ
フテン酸銅［Ｆ－１８１］、オキシ塩化銅［＝Ｆ－１８２］、硫酸銅［＝Ｆ－１８３］、
酸化銅［＝Ｆ－１８４］、オキシン銅［＝Ｆ－１８５］、ボルドー液［＝Ｆ－１８６］、
ジクロフルアニド［＝Ｆ－１８７］、ジチアノン［＝Ｆ－１８８］、ドジン［＝Ｆ－１８
９］、ドジン遊離塩基［＝Ｆ－１９０］、フェルバム［＝Ｆ－１９１］、ホルペット［＝
Ｆ－１９２］、フルオロホルペット［＝Ｆ－１９３］、グアザチン［＝Ｆ－１９４］、酢
酸グアザチン［＝Ｆ－１９５］、イミノクタジン［＝Ｆ－１９６］、イミノクタジンアル
ベシル酸塩［＝Ｆ－１９７］、イミノクタジン三酢酸塩［＝Ｆ－１９８］、マンコッパー
［＝Ｆ－１９９］、マンコゼブ［＝Ｆ－２００］、マネブ［＝Ｆ－２０１］、メチラム［
＝Ｆ－２０２］、メチラム亜鉛［＝Ｆ－２０３］、プロピネブ［＝Ｆ－２０４］、硫黄お
よび多硫化カルシウムを含有する硫黄調製物［＝Ｆ－２０５］、チラム［＝Ｆ－２０６］
、トリルフルアニド［＝Ｆ－２０７］、ジネブ［＝Ｆ－２０８］、ジラム［＝Ｆ－２０９
］、アミブロムドール［＝Ｆ－２１０］、ベンチアゾール［＝Ｆ－２１１］、ベトキサジ
ン［＝Ｆ－２１２］、カプシマイシン［＝Ｆ－２１３］、カルボン［＝Ｆ－２１４］、キ
ノメチオナート［＝Ｆ－２１５］、クロロピクリン［＝Ｆ－２１６］、クフラネブ［＝Ｆ
－２１７］、シフルフェナミド［＝Ｆ－２１８］、シモキサニル［＝Ｆ－２１９］、ダゾ
メット［＝Ｆ－２２０］、デバカルブ［＝Ｆ－２２１］、ジクロメジン［＝Ｆ－２２２］
、ジクロロフェン［＝Ｆ－２２３］、ジクロラン［＝Ｆ－２２４］、ジフェンゾコート［
＝Ｆ－２２５］、ジフェンゾコートメチル硫酸［＝Ｆ－２２６］、ジフェニルアミン［＝
Ｆ－２２７］、エタボキサム［＝Ｆ－２２８］、フェリムゾン［＝Ｆ－２２９］、フルメ
トベル［＝Ｆ－２３０］、フルスルファミド［＝Ｆ－２３１］、フルオピコリド［＝Ｆ－
２３２］、フルオロイミド［＝Ｆ－２３３］、ホセチル－Ａｌ［＝Ｆ－２３４］、ヘキサ
クロロベンゼン［＝Ｆ－２３５］、８－ヒドロキシ－キノリン硫酸塩［＝Ｆ－２３６］、
イプロジオン［＝Ｆ－２３７］、イルママイシン［＝Ｆ－２３８］、イソチアニル［＝Ｆ
－
２３９］、メタスルホカルブ［＝Ｆ－２４０］、メトラフェノン［＝Ｆ－２５０］、イソ
チオシアン酸メチル［＝Ｆ－２５１］、ミルジオマイシン［＝Ｆ－２５２］、ナタマイシ
ン［＝Ｆ－２５３］、ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル［＝Ｆ－２５４］、ニトロタ
ール－イソプロピル［＝Ｆ－２５５］、オクチリノン［＝Ｆ－２５６］、オキサモカルブ
［＝Ｆ－２５７］、オキシフェンチイン［＝Ｆ－２５８］、ペンタクロロフェノール［＝
Ｆ－２５９］および塩、２－フェニルフェノール［＝Ｆ－２６０］および塩、ピペラリン
［＝Ｆ－２６１］、プロパノシン－ナトリウム［＝Ｆ－２６２］、プロキナジド［＝Ｆ－
２６３］、ピロールニトリン［＝Ｆ－２６４］、キントゼン［＝Ｆ－２６５］、テクロフ
タラム［＝Ｆ－２６６］、テクナゼン［＝Ｆ－２６７］、トリアゾキシド［＝Ｆ－２６８
］、トリクラミド［＝Ｆ－２６９］、ザリラミド［＝Ｆ－２７０］、２，３，５，６－テ
トラクロロ－４－（メチルスルホニル）ピリジン［＝Ｆ－２７１］、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［＝Ｆ－２７２
］、２－アミノ－４－メチル－Ｎ－フェニル－５－チアゾールカルボキサミド［＝Ｆ－２
７３］、２－クロロ－Ｎ－（２，３－ジヒドロ－１，１，３－トリメチル－１Ｈ－インデ
ン－４－イル）－３－ピリジンカルボキサミド［＝Ｆ－２７４］、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［＝Ｆ－２７
５］、シス－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［＝Ｆ－２７６］、２，４－ジヒドロ－５－メトキシ－２－
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メチル－４－［［［［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］－３Ｈ－１，２，３－トリアゾール－３－オン（１８５３
３６－７９－２）［＝Ｆ－２７７］、１－（２，３－ジヒドロ－２，２－ジメチル－１Ｈ
－インデン－１－イル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボン酸メチル、３，４，５－ト
リクロロ－２，６－ピリジンジカルボニトリル、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］－α－（メトキシメチレン）ベンズ酢酸
メチル［＝Ｆ－２７８］、４－クロロ－α－プロピニルオキシ－Ｎ－［２－［３－メトキ
シ－４－（２－プロピニルオキシ）フェニル］エチル］ベンズアセトアミド［＝Ｆ－２７
９］、（２Ｓ）－Ｎ－［２－［４－［［３－（４－クロロフェニル）－２－プロピニル］
オキシ］－３－メトキシフェニル］エチル］－３－メチル－２－［（メチルスルホン－イ
ル）アミノ］ブタンアミド［＝Ｆ－２８０］、５－クロロ－７－（４－メチルピペリジン
－１－イル）－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）［１，２，４］トリアゾロ［
１，５－ａ］ピリミジン［＝Ｆ－２８１］、５－クロロ－６－（２，４，６－トリフルオ
ロ－フェニル）－Ｎ－［（１Ｒ）－１，２，２－トリメチルプロピル］［１，２，４］ト
リアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－アミン、５－クロロ－Ｎ－［（１Ｒ）－１，２
－ジメチルプロピル］－６－（２，４，６－トリフルオロフェニル）［１，２，４］トリ
アゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－アミン［＝Ｆ－２８２］、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［＝Ｆ
－２８３］、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［＝Ｆ－２８４］、２－ブトキシ－６－ヨード－３－プロピルベン
ゾピラノン－４－オン［＝Ｆ－２８５］、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、２－［［［［１－
［３（１－フルオロ－２－フェニルエチル）オキシ］フェニル］エチリデン］アミノ］オ
キシ］メチル］－α－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチル－αＥ－ベンズアセトアミド［＝
Ｆ－２８６］、Ｎ－｛２－［３－クロロ－５－（トリ－フルオロメチル）ピリジン－２－
イル］エチル｝－２－（トリフルオロメチル）ベンズアミド、Ｎ－（３′，４′－ジクロ
ロ－５－フルオロビフェニル－２－イル）－３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－１
Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド［＝Ｆ－２８７］、Ｎ－（６－メトキシ－３－ピリ
ジニル）シクロプロパンカルボキサミド、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－カルボン酸［＝Ｆ－２８８］、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－カルボチオ酸［＝Ｆ－２８９］、２－（２－｛［６－（３－クロロ－
２－メチルフェノキシ）－５－フルオロピリミジン－４－イル］オキシ｝フェニル）－２
－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルアセトアミド［＝Ｆ－２９０、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－ベンズアセトアミド［＝Ｆ－２９１］からなる群から選択される
。
【０１０２】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、（
Ａ１）＋（Ｆ－１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２）、（Ａ１）＋（Ｆ－３）、（Ａ１）＋（Ｆ－
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５）、（Ａ１）＋（Ｆ－６）、（Ａ１）＋（Ｆ－７）、（Ａ１）
＋（Ｆ－８）、（Ａ１）＋（Ｆ－９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－１５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－１８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２９）、（Ａ１）＋（Ｆ－３０）、（Ａ１）＋（Ｆ－３１
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）、（Ａ１）＋（Ｆ－３２）、（Ａ１）＋（Ｆ－３３）、（Ａ１）＋（Ｆ－３４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－３５）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）、（Ａ１）＋（Ｆ－３７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－３８）、（Ａ１）＋（Ｆ－３９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４５）、（Ａ１）＋（Ｆ－４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－４８）、（Ａ１）＋（Ｆ－４９）、（Ａ１）＋（Ｆ－５０）、（Ａ１）＋（Ｆ－５１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－５２）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－５４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－５５）、（Ａ１）＋（Ｆ－５６）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－５９）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－６１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－６２）、（Ａ１）＋（Ｆ－６３）、（Ａ１）＋（Ｆ－６４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－６５）、（Ａ１）＋（Ｆ－６６）、（Ａ１）＋（Ｆ－６７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－６８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６９）、（Ａ１）＋（Ｆ－７０）、（Ａ１）＋（Ｆ－７１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－７３）、（Ａ１）＋（Ｆ－７４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－７６）、（Ａ１）＋（Ｆ－７７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－７８）、（Ａ１）＋（Ｆ－７９）、（Ａ１）＋（Ｆ－８０）、（Ａ１）＋（Ｆ－８１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－８２）、（Ａ１）＋（Ｆ－８３）、（Ａ１）＋（Ｆ－８４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－８５）、（Ａ１）＋（Ｆ－８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－８７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－８８）、（Ａ１）＋（Ｆ－８９）、（Ａ１）＋（Ｆ－９０）、（Ａ１）＋（Ｆ－９１
）、（Ａ１）＋（Ｆ－９２）、（Ａ１）＋（Ｆ－９３）、（Ａ１）＋（Ｆ－９４）、（Ａ
１）＋（Ｆ－９５）、（Ａ１）＋（Ｆ－９６）、（Ａ１）＋（Ｆ－９７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－９８）、（Ａ１）＋（Ｆ－９９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１００）、（Ａ１）＋（Ｆ－１
０１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１０）
、（Ａ１）＋（Ｆ－１１１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１１４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１６）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１１７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－１２０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－１２６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－１２９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－１３２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－１３５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
１３８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１
４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５０）
、（Ａ１）＋（Ｆ－１５１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１５４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５６）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－１６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－１６３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－１６６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－１６９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－１７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－１７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
１７８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１
８１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９０）



(20) JP 6138797 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

、（Ａ１）＋（Ｆ－１９１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１９４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９６）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１９７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２００）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－２０３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２０６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－２０９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２１２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－２１５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２１８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
２１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３０）
、（Ａ１）＋（Ｆ－２３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－２３４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３６）、（
Ａ１）＋（Ｆ－２３７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－２４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－２４９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２５２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－２５５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７０）
、（Ａ１）＋（Ｆ－２７１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－２７４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７６）、（
Ａ１）＋（Ｆ－２７７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２８０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－２８３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－２８９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２９０）、または（Ａ１）＋（Ｆ－２９１）の併用で
ある。
【０１０３】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、化
合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）と、１以上の、好ましくは１個もしくは２個のビ
キサフェン［＝Ｆ－２６］、フルオピラム［＝Ｆ－３１］、ペンフルフェン［Ｆ－３６］
、イソピラザム［Ｆ－４０］、セダキサン［＝Ｆ４１］、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［＝Ｆ－４２］、アゾキシストロビン［Ｆ－４７］、フルオ
キサストロビン［＝Ｆ－５３］、ピラクロストロビン［Ｆ－５７］、トリフロキシストロ
ビン［＝Ｆ－６０］、エポキシコナゾール［＝Ｆ－１０８］、メトコナゾール［＝Ｆ－１
１９］、プロピコナゾール［＝Ｆ－１２３］、プロチオコナゾール［＝Ｆ－１２４］、テ
ブコナゾール［＝Ｆ－１２７］からなる群から選択される殺菌剤の併用である。
【０１０４】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
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の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための
　（Ａ１）＋（Ｆ－２６）、（Ａ１）＋（Ｆ３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）、（Ａ１）
＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－
４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２３）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－３６）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２６）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２６）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１２７）、（Ａ１）＋（Ｆ－３
６）＋（Ｆ－４０）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４２）、（
Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１
）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋
（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋
（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋
（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４２）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－４７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）
＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）
＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－５３）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－５７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２４）、または（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２７）
、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－５７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１０８）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１０８）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２７）、
（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１１９）、
（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２４）、
または（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２７）、
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　（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１２
３），（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－
１２７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（
Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（Ｆ－１２７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２３）
＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２３）＋（Ｆ－１２７）、または（Ａ１）＋（Ｆ
－１２４）＋（Ｆ－１２７）の併用である。
【０１０５】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、（
Ａ１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－
４２）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－
５７）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－
６０）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２４）、または（Ａ１）＋
（Ｆ－１２４）＋（Ｆ－１２７）の併用である。
【０１０６】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、（
Ａ１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２４）、または（Ａ１）＋
（Ｆ－１２４）＋（Ｆ－１２７）の併用である。
【０１０７】
　（Ａ１）＋（Ｆ－３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５）、（Ａ１）＋（
Ｆ－６）、（Ａ１）＋（Ｆ－７）、（Ａ１）＋（Ｆ－９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２９）、（Ａ１）＋（Ｆ－３０）、（
Ａ１）＋（Ｆ－３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－３２）、（Ａ１）＋（Ｆ－３３）、（Ａ１）＋
（Ｆ－３４）、（Ａ１）＋（Ｆ－３５）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）、（Ａ１）＋（Ｆ－３
８）、（Ａ１）＋（Ｆ－３９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４４）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４５）、（Ａ１）＋（Ｆ－４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－５０）、（Ａ１）＋（Ｆ－５
６）、（Ａ１）＋（Ｆ－５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６２）、（Ａ１）＋（Ｆ－６５）、（
Ａ１）＋（Ｆ－６７）、（Ａ１）＋（Ｆ－６８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６９）、（Ａ１）＋
（Ｆ－７１）、（Ａ１）＋（Ｆ－７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－７３）、（Ａ１）＋（Ｆ－７
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－７６）、（Ａ１）＋（Ｆ－７８）、（
Ａ１）＋（Ｆ－７９）、（Ａ１）＋（Ｆ－８２）、（Ａ１）＋（Ｆ－８４）、（Ａ１）＋
（Ｆ－８５）、（Ａ１）＋（Ｆ－８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－８８）、（Ａ１）＋（Ｆ－８
９）、（Ａ１）＋（Ｆ－９０）、（Ａ１）＋（Ｆ－９１）、（Ａ１）＋（Ｆ－９２）、（
Ａ１）＋（Ｆ－９３）、（Ａ１）＋（Ｆ－９４）、（Ａ１）＋（Ｆ－９５）、（Ａ１）＋
（Ｆ－９６）、（Ａ１）＋（Ｆ－９７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０１）、（Ａ１）＋（Ｆ－
１０３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１
０７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１
０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１５
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２１）
、（Ａ１）＋（Ｆ－１２５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３１）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１３２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３４）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１３５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３７）、（Ａ
１）＋（Ｆ－１３８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１３９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４０）、（Ａ１
）＋（Ｆ－１４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４４）、（Ａ１）
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＋（Ｆ－１４５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１４７）、（Ａ１）＋
（Ｆ－１４９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－１５２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－１５５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
１５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１
６２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６
６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１６９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７０
）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７３）
、（Ａ１）＋（Ｆ－１７４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－１７６）、
（Ａ１）＋（Ｆ－１７７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８０）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８１）、（
Ａ１）＋（Ｆ－１８３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８５）、（Ａ
１）＋（Ｆ－１８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１８８）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９０）、（Ａ１
）＋（Ｆ－１９１）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－１９６）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９７）、（Ａ１）＋（Ｆ－１９９）、（Ａ１）＋
（Ｆ－２０２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２０５）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２０９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１１）、（Ａ１）＋（Ｆ
－２１２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１４）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２１５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２１７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
１８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２
２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２５
）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２２９）
、（Ａ１）＋（Ｆ－２３０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３２）、
（Ａ１）＋（Ｆ－２３３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３５）、（
Ａ１）＋（Ｆ－２３６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２３９）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４２）、（Ａ１
）＋（Ｆ－２４３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４５）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２４６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－２４８）、（Ａ１）＋
（Ｆ－２４９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５１）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２５２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５４）、（Ａ１）＋（Ｆ
－２５５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２５８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２５９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６７
）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７１）
、（Ａ１）＋（Ｆ－２７２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７４）、
（Ａ１）＋（Ｆ－２７５）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－２７８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２７９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８０）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２８１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８３）、（Ａ１
）＋（Ｆ－２８４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８６）、（Ａ１）＋（Ｆ－２８８）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２８９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２９０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２９１）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ３１）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－３６）、（Ａ
１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）
＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（
Ｆ－２６）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－
２６）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－２
６）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－２６）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４０）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４１）、（
Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１
）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋
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（Ｆ－３６）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（
Ｆ－３６）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（
Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－３６）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４１）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４２）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－４７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋
（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２４）、または（Ａ
１）＋（Ｆ－４０）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－４２）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－４７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１
）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）
＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）
＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－４１）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－５７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－４２）＋（Ｆ－１２７）、
　（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－５３）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－５７）、（
Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ
１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－４７）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－５７）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－６０）、（
Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１１９）、（
Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２３），（Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２４）、（
Ａ１）＋（Ｆ－５３）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－６０）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１０８）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２３）、
（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－５７）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１０８）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１１９）
、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２４）
、（Ａ１）＋（Ｆ－６０）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１１９）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１２
３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１０８）＋（Ｆ－
１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（Ｆ－１２３）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（Ｆ－１２
４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１１９）＋（Ｆ－１２７）；
　（Ａ１）＋（Ｆ－１２３）＋（Ｆ－１２４）、（Ａ１）＋（Ｆ－１２３）＋（Ｆ－１２
７）、または
　（Ａ１）＋（Ｆ－１２４）＋（Ｆ－１２７）
を含む植物収量増加組成物は、当業界においてはいまだ知られていない。
【０１０８】
　従って、上記で定義の植物収量増加組成物、好ましくは化合物（Ａ１）に対する混合物
相手として（ｉ）ピラクロストロビン（Ｆ－５７）およびメトコナゾール（Ｆ－１１９）
、（ｉｉ）トリフロキシストロビン（Ｆ－６０）およびプロピコナゾール（Ｆ－１２３）
、（ｉｉｉ）プロチオコナゾール（Ｆ－１２４）およびテブコナゾール（Ｆ－１２７）、
（ｉｖ）フルオキサストロビン（Ｆ－５３）およびプロチオコナゾール（Ｆ－１２４）、
および（ｖ）トリフロキシストロビン（Ｆ－６０）およびプロチオコナゾール（Ｆ－１２
４）、（ｖｉ）ビキサフェン（Ｆ－２６）およびプロチオコナゾール（Ｆ－１２４）、（
ｖｉｉ）ビキサフェン（Ｆ－２６）およびテブコナゾール（Ｆ－１２７）、（ｖｉｉｉ）
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ビキサフェン（Ｆ－２６）およびトリフロキシストロビン（Ｆ－６０）からなる群から選
択される組み合わせを含むもの、より好ましくは化合物（Ａ１）に対する混合物相手とし
て（ｉ）ピラクロストロビン（Ｆ－５７）およびメトコナゾール（Ｆ－１１９）、（ｉｉ
）トリフロキシストロビン（Ｆ－６０）およびプロピコナゾール（Ｆ－１２３）、（ｉｉ
ｉ）ビキサフェン（Ｆ－２６）およびプロチオコナゾール（Ｆ－１２４）からなる群から
選択される組み合わせを含むものも、本発明の別の目的である。
【０１０９】
　さらにより具体的には、化合物（Ａ）、具体的には化合物（Ａ１）と組み合わせる殺虫
剤は、アバメクチン［＝Ｉ－１］、クロルピリホス［＝Ｉ－２］、クロチアニジン［＝Ｉ
－３］、シアジピル［＝Ｉ－４］、デルタメトリン［＝Ｉ－５］、安息香酸エマメクチン
［＝Ｉ－６］、エチプロール［＝Ｉ－７］、フィプロニル［＝Ｉ－８］、フルベンジアミ
ド［＝Ｉ－９］、フルピラジフロン［＝Ｉ－１０］、イミダクロプリド［＝Ｉ－１１］、
λ－シハロトリン［＝Ｉ－１２］、ルフェヌロン［＝Ｉ－１３］、リナキシピル［＝Ｉ－
１４］、スピノサド［＝Ｉ－１５］、スピノテラム（ｓｐｉｎｏｔｅｒａｍ）［＝Ｉ－１
６］、スピロテトラマト［＝Ｉ－１７］、スルホキサフロル［＝Ｉ－１８］、チアメトキ
サム［＝Ｉ－１９］、チオジカルブ［＝Ｉ－２０］、トリフルムロン［＝Ｉ－２１］、ボ
ーティボ（ｖｏｔｉｖｏ）［＝Ｉ－２２］からなる群から選択される。
【０１１０】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）、（Ａ１）＋（
Ｉ－４）、（Ａ１）＋（Ｉ－５）、（Ａ１）＋（Ｉ－６）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－７）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋（Ｉ－９）、（Ａ１）＋（
Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１５）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１８）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）、または（
Ａ１）＋（Ｉ－２１）、（Ａ１）＋（Ｉ－２２）
の併用である。
【０１１１】
　さらにより具体的には、前記種類の殺虫剤に関する組み合わせ相手は、好ましくは異常
環境条件の非存在下に植物、植物が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息
場所で成長する場所に対して特定の成長調節応答を誘発することで、そのような処理され
た植物の収量を高めるために、
　アバメクチン［＝Ｉ－１］、クロルピリホス［＝Ｉ－２］、クロチアニジン［＝Ｉ－３
］、フィプロニル［＝Ｉ－８］、フルピラジフロン［＝Ｉ－１０］、イミダクロプリド［
＝Ｉ－１１］、λ－シハロトリン［＝Ｉ－１２］、ルフェヌロン［＝Ｉ－１３］、リナキ
シピル［＝Ｉ－１４］、スピノテラム［＝Ｉ－１６］、スピロテトラマト［＝Ｉ－１７］
、スルホキサフロル［＝Ｉ－１８］、チアメトキサム［Ｉ＝１９］、チオジカルブ［＝Ｉ
－２０］、ボーティボ［＝Ｉ－２２］からなる群から選択される。
【０１１２】
　本発明のさらにより好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物
が成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定
の成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－３）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）
＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－
１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１６）、
（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）
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＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－
１）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－３）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋
（Ｉ－２）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－２
）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ
－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１７）
、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１
）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）
＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－
３）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（
Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１８
）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－２０）、（Ａ
１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１
）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ
－８）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋
（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１
９）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１２）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ
－１０）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１３）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ
－１１）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１４）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１２）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１６）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１３）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１７）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１８）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－１９）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－２０）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１９）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１９）＋（Ｉ－２２）、ま
たは
　（Ａ１）＋（Ｉ－２０）＋（Ｉ－２２）の併用である。
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【０１１３】
　（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－３）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）
＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－
１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１６）、
（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（
Ｉ－１）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－３）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋
（Ｉ－２）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－２
）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ
－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１７）
、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１
）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－２）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－８）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）
＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－
３）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（
Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１８
）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－２０）、（Ａ
１）＋（Ｉ－３）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１０）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１
）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ
－８）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋
（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－１
９）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－８）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１１）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１２）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（１７）、（Ａ１）＋（Ｉ
－１０）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１
０）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１０）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１２）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１３）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１１）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１１）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ
－１１）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１３）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１４）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－１９）、
（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１２）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１４）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１６）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋
（Ｉ－１３）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１３）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１６）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１７）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１４）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１７）、（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１８）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１
）＋（Ｉ－１６）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－１８）、（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－１９）、（
Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１７）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－１９）、（Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－２０）、（
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Ａ１）＋（Ｉ－１８）＋（Ｉ－２２）、
　（Ａ１）＋（Ｉ－１９）＋（Ｉ－２０）、（Ａ１）＋（Ｉ－１９）＋（Ｉ－２２）、
または
　（Ａ１）＋（Ｉ－２０）＋（Ｉ－２２）
を含む植物収量増加組成物は当業界において未だ知られていない。
【０１１４】
　従って、上記で定義の組成物も、本発明の別の目的である。
【０１１５】
　さらにより具体的には、本発明による化合物（Ａ）または化合物（Ａ１）と組み合わせ
る、好ましくは化合物（Ａ１）と組み合わせる植物成長調節剤は、
　クロルメクアトクロリド（ＣＣＣ）［＝ＰＧＲ－１］、エテホン［＝ＰＧＲ－２］、メ
ピコート［＝ＰＧＲ－３］、トリネキサパック－エチル［＝ＰＧＲ－４］、２，４－Ｄ（
＝ＰＧＲ－５），ＭＣＰＡ（＝ＰＧＲ－６）および２，４－Ｄコリン（＝ＰＧＲ－７）か
らなる群から選択される。
【０１１６】
　本発明のさらなる好ましい目的は、好ましくは異常環境条件の非存在下に植物、植物が
成長する種子および／または植物がそれの通常の生息場所で成長する場所に対して特定の
成長調節応答を誘発することで、そのような処理された植物の収量を高めるための、（Ａ
１）＋（ＰＧＲ－１）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）、（Ａ１）＋ＰＧＲ－３）、（Ａ１）
＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋
（ＰＧＲ－７）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－２）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１
）＋（ＰＧＲ－３）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ
－１）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（Ｐ
ＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－７）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－３）、（Ａ１）＋
（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１
）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－６）、（
Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－７）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－４）
、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－
６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－７）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（ＰＧ
Ｒ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（
ＰＧＲ－７）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）
＋（ＰＧＲ－７）、または（Ａ１）＋（ＰＧＲ－６）＋（ＰＧＲ－７）の併用である。
【０１１７】
　本発明のさらにより好ましい目的は、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）＋（ＰＧＲ－６）の併
用である。
【０１１８】
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）、（Ａ１）＋ＰＧＲ－３）、（
Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ
１）＋（ＰＧＲ－７）、
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－２）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－
３）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧ
Ｒ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－１）＋（
ＰＧＲ－７）、
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－３）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－
４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧ
Ｒ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－２）＋（
ＰＧＲ－７）、
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－４）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－
５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－３）＋（ＰＧ
Ｒ－７）、
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　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（ＰＧＲ－５）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（ＰＧＲ－
６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－４）＋（ＰＧＲ－７）、
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）＋（ＰＧＲ－６）、（Ａ１）＋（ＰＧＲ－５）＋（ＰＧＲ－
７）、または
　（Ａ１）＋（ＰＧＲ－６）＋（ＰＧＲ－７）
を含む植物収量増加組成物は、当業界においていまだ知られていない。
【０１１９】
　従って、そのような上記で定義の組み合わせも、本発明の別の目的である。
【０１２０】
　言及すべき点として、異常環境ストレス条件の非存在下に上記で定義の化合物（Ａ）の
組み合わせ、好ましくは農薬化合物から選択される１以上の化合物との化合物（Ａ１）の
組み合わせの好ましい使用を特許請求することによっても、そのような異常環境ストレス
条件がある期間にわたって存在する場合、または好ましくは中間期間において、すなわち
異常環境ストレス条件が全く存在しない期間が、同一もしくは異なる種類の異常環境条件
が生じる１以上の期間によって中断される場合にも、当該組み合わせ施用は有用であると
考えられる。
【０１２１】
　より具体的には、１以上の農薬化合物と組み合わせた、好ましくは殺菌剤、殺虫剤およ
び植物成長調節剤の群から選択される農薬化合物と組み合わせた化合物（Ａ）、好ましく
は化合物（Ａ１）の使用は、異常環境ストレスの非存在下に収量増加に関して植物に予想
外の効果を示すだけでなく、より長期間、好ましくは数週、より好ましくは数日の異常環
境ストレス条件、好ましくは高温および／または干魃ストレスに曝露される植物にも予想
外の効果を示す。
【０１２２】
　本発明によれば、植物へのまたはその環境における化合物（Ａ）、好ましくは化合物（
Ａ１）の単独でまたは、他の農薬化合物と組み合わせて、特別には少なくとも１種類の下
記で定義の肥料と組み合わせた殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好
ましいものとして上記で定義されるものと組み合わせての施用が可能であることも認めら
れている。
【０１２３】
　単独でまたは他の農薬化合物、特別には上記で詳細に説明した殺菌剤、殺虫剤および植
物成長調節剤からなる群からの好ましいものと上記で定義されたものと組み合わせての化
合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）とともに本発明に従って使用することができる肥
料は、有機および無機窒素含有化合物、例えば尿素、尿素／ホルムアルデヒド縮合生成物
、アミノ酸、アンモニウム塩および硝酸アンモニウム、カリウム塩（好ましくは塩化物、
硫酸塩、硝酸塩）、リン酸の塩および／または亜リン酸の塩（好ましくはカリウム塩およ
びアンモニウム塩）である。この文脈では、特に挙げておくべきものは、ＮＰＫ肥料、す
なわち窒素、リンおよびカリウムを含有する肥料、硝酸カルシウムアンモニウム、すなわ
ちカルシウムを更に含有する肥料、または硝酸硫酸アンモニア（式（ＮＨ４）２ＳＯ４Ｎ
Ｈ４ＮＯ３）、リン酸アンモニウムおよび硫酸アンモニウムである。これらの肥料は、当
業者にとっては公知である（例えばＵｌｌｍａｎｎ′ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏ
ｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、第５版、ｖｏｌ．Ａ　１０，　ｐｐ．
３２３から４３１、Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆｔ，　Ｗｅｉｎｈｅｉｍ，　
１９８７も参照する。）。
【０１２４】
　肥料はまた、微量栄養素（好ましくはカルシウム、硫黄、ホウ素、マンガン、マグネシ
ウム、鉄、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデンおよびコバルト）の塩および植物ホルモン（例
えばビタミンＢ１およびインドール－３－酢酸）またはこれらの混合物も含むことができ
る。本発明に従って用いられる肥料は、例えばリン酸一アンモニウム（ＭＡＰ）、リン酸
二アンモニウム（ＤＡＰ）、硫酸カリウム、塩化カリウム、硫酸マグネシウムなどの別の
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塩も含有し得る。二次栄養素または微量元素の適当な量は、肥料全体を基準に０．５から
５重量％の量である。別の可能な成分は、作物保護組成物、殺虫剤または殺菌剤、成長調
節剤またはこれらの混合物である。これについて以下で、より詳細に説明する。
【０１２５】
　肥料は、例えば粉末、顆粒、小球または圧縮物（ｃｏｍｐａｃｔａｔｅｓ）の形態で用
いることができる。しかしながら、肥料はまた、水系媒体に溶解した液体で使用すること
もできる。この場合、希アンモニア水を窒素肥料として使用することも可能である。肥料
の別の可能な構成成分については、例えばＵｌｌｍａｎｎ′ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉ
ａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、第５版、１９８７年、Ａ１０巻
、ｐｐ．３６３から４０１、ＤＥ－Ａ４１２８８２８、ＤＥ－Ａ１９０５８３４およびＤ
Ｅ－Ａ１９６３１７６４に記載されている。肥料の一般的な組成は、本発明の文脈におい
て、例えば窒素、カリウムまたはリンから構成される単肥および／または複合肥料の形態
を取ることができ、広い範囲内で変動し得る。一般的に、１から３０重量％の含有量の窒
素（好ましくは５から２０重量％）、１から２０重量％のカリウム（好ましくは３から１
５重量％）および１から２０重量％の含有量のリン（好ましくは３から１０重量％）が有
利である。微量元素含有量は代表的にはｐｐｍの範囲であり、好ましくは１から１０００
ｐｐｍの範囲である。
【０１２６】
　本発明の文脈において、肥料ならびに単独でまたは他の農薬化合物、特別には殺菌剤、
殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ましいものと上記で定義されたものと組
み合わせての化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）は、同時に、すなわち同じ時点で
投与することができる。しかしながら、最初に肥料を施用し、次いで単独でまたは他の農
薬化合物、特別には殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ましいもの
と上記で定義されたものと組み合わせての化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）を施
用するか、または最初に化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）を、単独でまたは他の
農薬化合物、特別には殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ましいも
のと上記で定義されたものと組み合わせて施用し、次に肥料を施用する。しかしながら、
単独でまたは他の農薬化合物、特別には殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群
からの好ましいものと上記で定義されたものと組み合わせての化合物（Ａ）、好ましくは
化合物（Ａ１）と肥料を非同時施用する場合、本発明の文脈における施用は、機能的な関
係で、特に概して２４時間以内、好ましくは１８時間以内、より好ましくは１２時間以内
、具体的には６時間以内、より具体的には４時間以内、さらにより具体的には２時間以内
で行う。本発明の非常に特定の実施態様では、単独でまたは他の農薬化合物、特別には殺
菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ましいものと上記で定義されたも
のと組み合わせての化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）および肥料は、１時間未満
、好ましくは３０分未満、より好ましくは１５分未満の時間枠内で施用する。
【０１２７】
　本発明による使用のための有効成分は、例えば下記の植物で用いることができるが、下
記の列記は本発明を限定するものではない。
【０１２８】
　本明細書で使用される「有用な植物」という用語は、食料、動物飼料、燃料を得るため
の、または工業的目的のための植物として用いられる作物を指し、観賞植物、芝草類、公
共および家庭の部門で観賞植物として用いられる一般的に使用される樹木、および森林樹
も含む。森林樹としては、材木、セルロース、紙および樹木の一部から製造される製造品
の製造のための樹木などがある。
【０１２９】
　有用植物には、例えば、以下の種類の植物などがある。禾穀類、例えば、コムギ、オオ
ムギ、ライムギ、ライコムギ、デュラム小麦（硬質小麦）、エンバク、ホップ、イネ、コ
ーントウモロコシ、キビ／ソルガムおよびトウモロコシ；ビート、例えば、テンサイおよ
び飼料用ビート；果実類、例えば、仁果類、核果類および小果樹類、例えば、リンゴ、西
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洋ナシ、プラム、モモ、アーモンド、サクラの木および液果類、例えば、イチゴ、ラズベ
リー、クロイチゴ；マメ果類、例えば、インゲンマメ、レンズマメ、エンドウマメおよび
ダイズ；油料作物、例えば、ナタネ、カラシナ、ケシ、オリーブ、ヒマワリ、ココナッツ
、トウゴマ、カカオマメおよびラッカセイ；ウリ科植物、例えば、カボチャ（ｐｕｍｐｋ
ｉｎ）／カボチャ（ｓｑｕａｓｈ）、キュウリおよびメロン；繊維植物、例えば、ワタ、
アマ、アサおよびジュート；柑橘類果実、例えば、オレンジ、レモン、グレープフルーツ
およびタンジェリン；野菜類、例えば、ホウレンソウ、レタス、アスパラガス、キャベツ
類、ニンジン、タマネギ、トマト、ジャガイモおよびピーマン；クスノキ科、例えば、ア
ボガド、クスノキ属（Ｃｉｎｎａｍｏｎｕｍ）、ショウノウ；または、さらに、タバコ、
堅果類、コーヒー、ナス、サトウキビ、チャ、コショウ、ブドウの木、ブドウの蔓、ホッ
プ、バナナ、ラテックス植物、観賞植物、例えば、花卉、低木、落葉樹および針葉樹、な
らびに芝および芝地用の植物。ここで挙げたものは、限定を構成するものではない。
【０１３０】
　以下の植物は、本発明の使用または方法に特に好適な標的作物であると考えられる。カ
ラスムギ、ライムギ、ライコムギ、デュラム小麦、ワタ、ナス、芝生、仁果類、核果類、
小果樹類、トウモロコシ、コムギ、オオムギ、キュウリ、タバコ、ブドウの木、イネ、禾
穀類、西洋ナシ、コショウ、マメ、ダイズ、ナタネ、トマト、ピーマン、メロン、キャベ
ツ、ジャガイモおよびリンゴ。
【０１３１】
　本発明の方法に従って改善され得る樹木の例には、モミ属各種（Ａｂｉｅｓ　ｓｐ．）
、ユーカリ属各種（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ　ｓｐ．）、トウヒ属各種（Ｐｉｃｅａ　ｓｐ
．）、マツ属各種（Ｐｉｎｕｓ　ｓｐ．）、トチノキ属各種（Ａｅｓｃｕｌｕｓ　ｓｐ．
）、スズカケノキ属各種（Ｐｌａｔａｎｕｓ　ｓｐ．）、シナノキ属各種（Ｔｉｌｉａ　
ｓｐ．）、カエデ属各種（Ａｃｅｒ　ｓｐ．）、ツガ属各種（Ｔｓｕｇａ　ｓｐ．）、ト
ネリコ属各種（Ｆｒａｘｉｎｕｓ　ｓｐ．）、ナナカマド属各種（Ｓｏｒｂｕｓ　ｓｐ．
）、シラカンバ属各種（Ｂｅｔｕｌａ　ｓｐ．）、サンザシ属各種（Ｃｒａｔａｅｇｕｓ
　ｓｐ．）、ニレ属各種（Ｕｌｍｕｓ　ｓｐ．）、コナラ属各種（Ｑｕｅｒｃｕｓ　ｓｐ
．）、ブナ属各種（Ｆａｇｕｓ　ｓｐ．）、ヤナギ属各種（Ｓａｌｉｘ　ｓｐ．）、ハコ
ヤナギ属各種（Ｐｏｐｕｌｕｓ　ｓｐ．）などがある。
【０１３２】
　本発明の方法に従って改善され得る好ましい樹木には、トチノキ属（Ａｅｓｃｕｌｕｓ
）の以下の樹木種：セイヨウトチノキ（Ａ．ｈｉｐｐｏｃａｓｔａｎｕｍ）、アエスクル
ス・パリフロラ（Ａ．ｐａｒｉｆｌｏｒａ）、ベニバナトチノキ（Ａ．ｃａｒｎｅａ）；
スズカケノキ属（Ｐｌａｔａｎｕｓ）の以下の樹木種：プラタヌス・アセリフロラ（Ｐ．
ａｃｅｒｉｆｌｏｒａ）、アメリカスズカケノキ（Ｐ．ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ）、プ
ラタヌス・ラセモサ（Ｐ．ｒａｃｅｍｏｓａ）；トウヒ属（Ｐｉｃｅａ）の以下の樹木種
：ドイツトウヒ（Ｐ．ａｂｉｅｓ）；マツ属（Ｐｉｎｕｓ）の以下の樹木種：ピヌス・ラ
ジアテ（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、ポンデローサマツ（Ｐ．ｐｏｎｄｅｒｏｓａ）、ロッジ
ポールマツ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、ピヌス・シルベストレ（Ｐ．ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ
）、スラッシュマツ（Ｐ．ｅｌｌｉｏｔｔｉｉ）、ピヌス・モンテコラ（Ｐ．ｍｏｎｔｅ
ｃｏｌａ）、ピヌス・アルビカウリス（Ｐ．ａｌｂｉｃａｕｌｉｓ）、レジノサアカマツ
（Ｐ．ｒｅｓｉｎｏｓａ）、ダイオウマツ（Ｐ．ｐａｌｕｓｔｒｉｓ）、テーダマツ（Ｐ
．ｔａｅｄａ）、フレキシマツ（Ｐ．ｆｌｅｘｉｌｉｓ）、ピヌス・ジェフレギ（Ｐ．ｊ
ｅｆｆｒｅｇｉ）、ピヌス・バクシアナ（Ｐ．ｂａｋｓｉａｎａ）、ピヌス・ストロベス
（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ）；ユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）の以下の樹木種：エウカ
リプツス・グランジス（Ｅ．ｇｒａｎｄｉｓ）、エウカリプツス・グロブルス（Ｅ．ｇｌ
ｏｂｕｌｕｓ）、エウカリプツス・カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅｎｔｉｓ）、エウカ
リプツス・ニテンス（Ｅ．ｎｉｔｅｎｓ）、エウカリプツス・オブリクア（Ｅ．ｏｂｌｉ
ｑｕａ）、エウカリプツス・レグナンス（Ｅ．ｒｅｇｎａｎｓ）、エウカリプツス・ピル
ラルス（Ｅ．ｐｉｌｕｌａｒｕｓ）などがある。
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【０１３３】
　本発明の方法に従って改善され得る特に好ましい樹木には、マツ属（Ｐｉｎｕｓ）の以
下の樹木種：ピヌス・ラジアテ（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、ポンデローサマツ（Ｐ．ｐｏｎ
ｄｅｒｏｓａ）、ロッジポールマツ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、ピヌス・シルベストレ（
Ｐ．ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）、ピヌス・ストロベス（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ）；ユーカリ属（
Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）の以下の樹木種：エウカリプツス・グランディス（Ｅ．ｇｒａｎ
ｄｉｓ）、エウカリプツス・グロブルス（Ｅ．ｇｌｏｂｕｌｕｓ）およびエウカリプツス
・カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅｎｔｉｓ）などがある。
【０１３４】
　本発明の方法に従って改善され得る特に好ましい樹木には、セイヨウトチノキ、スズカ
ケノキ科（Ｐｌａｔａｎａｃｅａｅ）、シナノキ（ｌｉｎｄｅｎ　ｔｒｅｅ）およびカエ
デ（ｍａｐｌｅ　ｔｒｅｅ）などがある。
【０１３５】
　本発明は、さらにまた、寒地型芝草および暖地型芝草などの芝草にも適用可能である。
寒地型芝生の例は、ブルーグラス（Ｐｏａ　ｓｐｐ．）、例えばナガハグサ（Ｐｏａ　ｐ
ｒａｔｅｎｓｉｓ　Ｌ．）、オオスズメノカタビラ（Ｐｏａ　ｔｒｉｖｉａｌｉｓ　Ｌ．
）、コイチゴツナギ（Ｐｏａ　ｃｏｍｐｒｅｓｓａ　Ｌ．）、スズメノカタビラ（Ｐｏａ
　ａｎｎｕａ　Ｌ．）、アップランドブルーグラス（Ｐｏａ　ｇｌａｕｃａｎｔｈａ　Ｇ
ａｕｄｉｎ）、ウッドブルーグラス（Ｐｏａ　ｎｅｍｏｒａｌｉｓ　Ｌ．）およびバルバ
スブルーグラス（Ｐｏａ　ｂｕｌｂｏｓａ　Ｌ．）等；ベントグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ
　ｓｐｐ．）、例えばクリーピングベントグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐａｌｕｓｔｒｉ
ｓ　Ｈｕｄｓ．）、コロニアルベントグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｔｅｎｕｉｓ　Ｓｉｂ
ｔｈ．）、ベルベットベントグラス（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃａｎｉｎａ　Ｌ．）、サウス
ジャーマンミックスドベントグラス（コロニアルベントグラス、ベルベットベントグラス
およびクリーピングベントグラスを含むヌカボ属種）およびコブカグサ（Ａｇｒｏｓｔｉ
ｓ　ａｌｂａ　Ｌ．）等；
　ウシノケゲサ（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｓｐｐ．）、例えばレッドフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ
　ｒｕｂｒａ　Ｌ．ｓｐｐ．ｒｕｂｒａ）、クリーピングフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒ
ｕｂｒａ　Ｌ．）、チューイングフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒｕｂｒａ　ｃｏｍｍｕｔ
ａｔａ　Ｇａｕｄ．）、シープフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｏｖｉｎａ　Ｌ．）、ハード
フェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｌｏｎｇｉｆｏｌｉａ　Ｔｈｕｉｌｌ．）、ヘアフェスク（
Ｆｅｓｔｕｃａ　ｃａｐｉｌｌａｔａ　Ｌａｍ．）、トールフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　
ａｒｕｎｄｉｎａｃｅａ　Ｓｃｈｒｅｂ．）およびメドウフェスク（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｅ
ｌａｎｏｒ　Ｌ．）等；
　ライグラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｓｐｐ．）、例えば一年生ライグラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｍ
ｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ　Ｌａｍ．）、ペレニアルライグラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｐｅｒｅｎ
ｎｅ　Ｌ．）およびイタリアンライグラス（Ｌｏｌｉｕｍ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ　Ｌ
ａｍ．）等；および
　ウィートグラス（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｓｐｐ．）、例えばフェアウェイウィートグラ
ス（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｃｒｉｓｔａｔｕｍ（Ｌ．）Ｇａｅｒｔｎ．）、クレステッド
ウィートグラス（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｄｅｓｅｒｔｏｒｕｍ（Ｆｉｓｃｈ．）Ｓｃｈｕ
ｌｔ．）およびウェスタンウィートグラス（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｓｍｉｔｈｉｉ　Ｒｙ
ｄｂ．）等である。
【０１３６】
　さらなる寒地型芝生の例は、ビーチグラス（Ａｍｍｏｐｈｉｌａ　ｂｒｅｖｉｌｉｇｕ
ｌａｔａ　Ｆｅｒｎ．）、スムーズブロムグラス（Ｂｒｏｍｕｓ　ｉｎｅｒｍｉｓ　Ｌｅ
ｙｓｓ．）、ガマ、例えばオオアワガエリ（Ｐｈｌｅｕｍ　ｐｒａｔｅｎｓｅ　Ｌ．）、
サンドカットテイル（Ｐｈｌｅｕｍ　ｓｕｂｕｌａｔｕｍ　Ｌ．）、オーチャードグラス
（Ｄａｃｔｙｌｉｓ　ｇｌｏｍｅｒａｔａ　Ｌ．）、ウィーピングアルカリグラス（Ｐｕ
ｃｃｉｎｅｌｌｉａ　ｄｉｓｔａｎｓ（Ｌ．）Ｐａｒｌ．）およびクレステッドドッグス
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テール（Ｃｙｎｏｓｕｒｕｓ　ｃｒｉｓｔａｔｕｓ　Ｌ．）である。
【０１３７】
　暖地型芝生の例は、バミューダグラス（Ｃｙｎｏｄｏｎ　ｓｐｐ．Ｌ．Ｃ．Ｒｉｃｈ）
、ゾイシアグラス（Ｚｏｙｓｉａ　ｓｐｐ．Ｗｉｌｌｄ．）、セントオーガスティングラ
ス（Ｓｔｅｎｏｔａｐｈｒｕｍ　ｓｅｃｕｎｄａｔｕｍ　Ｗａｌｔ　Ｋｕｎｔｚｅ）、セ
ンチピードグラス（Ｅｒｅｍｏｃｈｌｏａ　ｏｐｈｉｕｒｏｉｄｅｓ　Ｍｕｎｒｏ　Ｈａ
ｃｋ．）、カーペットグラス（Ａｘｏｎｏｐｕｓ　ａｆｆｉｎｉｓ　Ｃｈａｓｅ）、バヒ
アグラス（Ｐａｓｐａｌｕｍ　ｎｏｔａｔｕｍ　Ｆｌｕｇｇｅ））、キクユグラス（Ｐｅ
ｎｎｉｓｅｔｕｍ　ｃｌａｎｄｅｓｔｉｎｕｍ　Ｈｏｃｈｓｔ．ｅｘ　Ｃｈｉｏｖ．））
、バッファローグラス　（Ｂｕｃｈｌｏｅ　ｄａｃｔｙｌｏｉｄｓ（Ｎｕｔｔ．）Ｅｎｇ
ｅｌｍ．）、ブルーグラマ（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｇｒａｃｉｌｉｓ（Ｈ．Ｂ．Ｋ．）Ｌ
ａｇ．ｅｘ　Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ）、シーショアスズメノヒエ（Ｐａｓｐａｌｕｍ　ｖａ
ｇｉｎａｔｕｍ　Ｓｗａｒｔｚ）およびアゼガヤモドキ（ｓｉｄｅｏａｔｓ　ｇｒａｍａ
）（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｃｕｒｔｉｐｅｎｄｕｌａ（Ｍｉｃｈｘ．Ｔｏｒｒ．）である
。寒地型芝生は、一般的に本発明による使用に好ましい。特別に好ましいのは、ブルーグ
ラス、ベントグラスおよびコヌカグサ、ウシノケゲサおよびライグラスである。ベントグ
ラスが特に好ましい。
【０１３８】
　本発明に従って、特に好ましいのは、各場合で市販されているか使用される植物品種の
植物を処理することである。植物品種は、新しい特性（「形質」）を有し、従来の品種改
良により、突然変異誘発によりまたは組み換えＤＮＡ技術を用いて得られた植物を意味す
ると理解される。従って、作物は、従来の品種改良および最適化方法により、またはバイ
オテクノロジーおよび遺伝子工学法により、またはこれらの方法の組み合わせにより得ら
れる植物であることができ、これにはトランスジェニック植物が含まれ、そして植物育種
家の権利により保護することができる植物品種および保護することができない植物品種が
含まれる。
【０１３９】
　従って、本発明の処理方法はまた、遺伝子組み換え生物（ＧＭＯ）、例えば植物または
種子の処理に使用することもできる。遺伝子組み換え植物（またはトランスジェニック植
物）は、異種遺伝子がゲノム中に安定に組み込まれている植物である。「異種遺伝子」と
いう表現は、植物の外側で供給されるかまたは組立てられ、核に導入された場合に、興味
のあるタンパク質またはポリペプチドを発現することにより、または植物に存在する他の
遺伝子を下方調節またはサイレンシングすること（例えばアンチセンス技術、コサプレッ
ション技術またはＲＮＡｉ技術［ＲＮＡ干渉］を用いること）により、葉緑体またはミト
コンドリアのゲノムが新しいかまたは改善された農学的特性または他の特性を形質転換植
物に付与する遺伝子を本質的に意味する。ゲノム中に位置する異種遺伝子は導入遺伝子と
も呼ばれる。植物ゲノム中のそれの特定の位置により定義された導入遺伝子は、形質転換
またはトランスジェニックイベントと呼ばれる。
【０１４０】
　さらに本発明の処理方法は、遺伝子組み換え生物（ＧＭＯ）、例えば、異種遺伝子が例
えばウィルスベクターを用いて一時的に導入された植物または種子の処理に使用すること
もできる。
【０１４１】
　本発明に従って好ましく処理される植物および植物品種には、特に有利で有用な形質を
これらの植物に付与する遺伝子材料（品種改良および／またはバイオテクノロジー手段に
より得られるかどうかを問わず）を有する全ての植物が含まれる。
【０１４２】
　やはり本発明に従って処理可能な植物および植物品種は、収量増強特性を特徴とする植
物である。その植物における収量増強は、例えば、改善された植物生理、成長および発育
、例えば水利用効率、水保持効率、改善された窒素利用、増強された炭素同化作用、改善
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された光合成、増加した発芽効率および成熟加速の結果であり得る。収量は、早期の開花
、ハイブリッド種子産生のための開花制御、苗の活力、植物の大きさ、節間数および節間
距離、根の成長、種子の大きさ、果実の大きさ、鞘の大きさ、鞘または穂の数、鞘または
穂あたりの種子の数、種子質量、増強された種子登熟、減少した種子分散、減少した鞘裂
開ならびに倒伏抵抗性などの改善された植物構成（ストレス条件下および非ストレス条件
下）により影響され得る。さらなる収量の特質としては、種子組成、例えば炭水化物含有
量、タンパク質含有量、油分含有量および組成、栄養価、抗栄養性化合物の減少、改善さ
れた加工性ならびにより良好な貯蔵安定性などがある。
【０１４３】
　同様に本発明により処理され得る植物は、既にヘテロシスまたは雑種強勢の特徴を発現
するハイブリッド植物であり、それによって、収量増加、活力上昇、健康良好化および生
物ストレスおよび非生物ストレス因子に対する抵抗性上昇が生じる。そのような植物は代
表的には、同系交配雄性不稔親株（雌親）と別の同系交配雄性稔性親株（雄親）を交雑さ
せることにより作られる。ハイブリッド種子は代表的には、雄性不稔植物から収穫され、
栽培者に販売される。雄性不稔植物は、（例えばトウモロコシでは）、雄穂除去、すなわ
ち雄性生殖器（または雄花）の物理的除去により作ることができる場合があるが、より代
表的には、雄性不稔性が、植物ゲノムにおける遺伝的決定基の結果となる。この場合、そ
して特には種子がハイブリッド植物から収穫するのが望まれる産物である場合に、雄性不
稔性の原因となる遺伝的決定因子を含むハイブリッド植物での雄性不稔性が十分に回復さ
れるようにすることが有用であるのが普通である。これは、雄性不稔性を担う遺伝的決定
基を含むハイブリッド植物で雄性稔性を回復することができる適切な稔性回復遺伝子を雄
親が有するようにすることで達成される。雄性不稔性の遺伝的決定基は細胞質に局在化し
ていることができる。細胞質雄性不稔性（ＣＭＳ）の例としては、例えばアブラナ種に記
載されていた（ＷＯ１９９２／００５２５１、ＷＯ１９９５／００９９１０、ＷＯ１９９
８／２７８０６、ＷＯ２００５／００２３２４、ＷＯ２００６／０２１９７２およびＵＳ
６，２２９，０７２）。しかしながら、雄性不稔性の遺伝的決定基は、細胞核ゲノムに局
在化していることもできる。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上で特に有用な手段は、ＷＯ８
９／１０３９６に記載されており、そこでは、例えば、バルナーゼなどのリボヌクレアー
ゼが、雄しべにあるタペータム細胞で選択的に発現される。次に稔性は、バルスターなど
のリボヌクレアーゼ阻害剤のタペータム細胞での発現によって回復することができる（例
えば、ＷＯ１９９１／００２０６９）。
【０１４４】
　やはり本発明によって処理することができる植物または植物品種（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る）は、除草剤耐性植物、すなわち、１以上の所
定の除草剤に対して耐性とされた植物である。そのような植物は、形質転換により、また
はそのような除草剤耐性を付与する突然変異を含む植物の選択によって得ることができる
。
【０１４５】
　除草剤耐性植物は、例えばグリホセート耐性植物、すなわち除草剤であるグリホセート
またはその塩に対して耐性とされた植物である。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マート－３－ホスファート合成酵素（ＥＰＳＰＳ）をコードす
る遺伝子で植物を形質転換することで得ることができる。そのようなＥＰＳＰＳ遺伝子の
例は、細菌サルモネラ・チフィムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕ
ｍ）（Ｃｏｍａｉ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８３），　２２１，　３７０
－３７１）のＡｒｏＡ遺伝子（突然変異ＣＴ７）、細菌アグロバクテリウム属種（Ａｇｒ
ｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ）（Ｂａｒｒｙ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｃｕｒｒ．　Ｔｏｐｉｃ
ｓ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．（１９９２），　７，　１３９－１４５）のＣＰ４遺
伝子、ペチュニアＥＰＳＰＳ（Ｓｈａｈ　ｅｔ　ａｌ．，　Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８６）
，　２３３，　４７８－４８１）、トマトＥＰＳＰＳ（Ｇａｓｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　
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Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅｍ．（１９８８），　２６３，　４２８０－４２８９）もしく
はオヒシバ（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）ＥＰＳＰＳ（ＷＯ２００１／６６７０４）をコードする
遺伝子である。それは、例えばＥＰ－Ａ０８３７９４４、ＷＯ２０００／０６６７４６、
ＷＯ２０００／０６６７４７またはＷＯ２００２／０２６９９５に記載のような変異ＥＰ
ＳＰＳであることもできる。グリホセート耐性植物は、ＵＳ５７７６７６０およびＵＳ５
４６３１７５に記載のように、グリホセートオキシド－レダクターゼ酵素をコードする遺
伝子を発現させることによって得ることもできる。グリホセート耐性植物は、例えばＷＯ
２００２／０３６７８２、ＷＯ２００３／０９２３６０、ＷＯ２００５／０１２５１５お
よびＷＯ２００７／０２４７８２に記載のように、グリホセートアセチルトランスフェラ
ーゼ酵素をコードする遺伝子を発現させることによって得ることもできる。グリホセート
耐性植物は、例えばＷＯ２００１／０２４６１５またはＷＯ２００３／０１３２２６に記
載のように、上述の遺伝子の天然突然変異を含む植物を選択することによっても得ること
ができる。グリホセート耐性を与えるＥＰＳＰＳ遺伝子を発現する植物は、例えば米国特
許出願第１１／５１７，９９１号、同１０／７３９，６１０号、同１２／１３９，４０８
号、同１２／３５２，５３２号、同１１／３１２，８６６号、同１１／３１５，６７８号
、同１２／４２１，２９２号、同１１／４００，５９８号、同１１／６５１，７５２号、
同１１／６８１，２８５号、同１１／６０５，８２４号、同１２／４６８，２０５号、同
１１／７６０，５７０号、同１１／７６２，５２６号、同１１／７６９，３２７号、同１
１／７６９，２５５号、同１１／９４３８０１号または同１２／３６２，７７４号に記載
されている。デカルボキシラーゼなどのグリホセート耐性を与える他の遺伝子を含む植物
は、例えば米国特許出願第１１／５８８，８１１号、同１１／１８５，３４２号、同１２
／３６４，７２４号、同１１／１８５，５６０号または同１２／４２３，９２６号に記載
されている。
【０１４６】
　他の除草剤耐性植物は、例えば酵素であるグルタミン合成酵素を阻害する除草剤、例え
ばビアラホス、ホスフィノトリシンまたはグルホシネートに対して耐性とされた植物であ
る。そのような植物は、除草剤を解毒する酵素または例えば米国特許出願第１１／７６０
，６０２号に記載のような阻害に対して耐性である酵素グルタミン合成酵素の突然変異体
を発現させることによって得ることができる。そのような有効な解毒性酵素は、例えばホ
スフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ（ストレプトミセス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙ
ｃｅｓ）種からのｂａｒまたはｐａｔタンパク質など）をコードする酵素である。外来ホ
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が、例えばＵＳ５，５６１
，２３６；ＵＳ５，６４８，４７７；ＵＳ５，６４６，０２４；ＵＳ５，２７３，８９４
；ＵＳ５，６３７，４８９；ＵＳ５，２７６，２６８；ＵＳ５，７３９，０８２；ＵＳ５
，９０８，８１０およびＵＳ７，１１２，６６５に記載されている。
【０１４７】
　さらに別の除草剤耐性植物は、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もある。ヒドロキシフェニ
ルピルビン酸ジオキシゲナーゼは、パラヒドロキシフェニルピルビン酸（ＨＰＰ）がホモ
ゲンチジン酸に変換される反応を触媒する酵素である。ＷＯ２０１１／０７６８７７、Ｗ
Ｏ２０１１／０７６８８２、ＷＯ２０１１／０７６８９２、ＷＯ２０１１／０７６８８５
、ＷＯ２０１１／０７６８８９に記載のものなどの非植物生物からのＨＰＰＤ酵素、また
はＡｖｅｎａ　ｓａｔｉｖａもしくはＺｅａ　ｍａｙｓなどの単子葉植物からのＨＰＰＤ
酵素またはＡｖｅｎａ　ｓａｔｉｖａもしくはＺｅａ　ｍａｙｓの酵素と少なくとも９８
％の配列同一性を有するＨＰＰＤ酵素、またはＷＯ／２０１１／０７６８８５、ＷＯ２０
１１／０７６８９２、ＷＯ／２０１１／０７６８７７、ＷＯ／２０１１／０７６８８２、
ＷＯ／２０１１／０７６８８９に記載のＨＰＰＤ酵素などの天然の耐性ＨＰＰＤ酵素をコ
ードする遺伝子、またはＷＯ１９９６／０３８５６７、ＷＯ１９９９／０２４５８５およ
びＷＯ１９９９／０２４５８６、ＷＯ２００９／１４４０７９、ＷＯ２００２／０４６３
８７、ＷＯ／２０１１／０６８５６７、ＷＯ／２０１０／０８５７０５またはＵＳ６，７
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６８，０４４による突然変異もしくはキメラＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝子を用いて、
ＨＰＰＤ阻害剤に対して耐性の植物を形質転換することができる。ＨＰＰＤ阻害剤に対す
る耐性はまた、ＨＰＰＤ阻害剤による天然ＨＰＰＤ酵素の阻害にもかかわらずホモゲンチ
ジン酸の形成を可能にする、ある種の酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質転換す
ることによっても得ることができる。そのような植物および遺伝子は、ＷＯ９９／０３４
００８およびＷＯ２００２／３６７８７に記載されている。ＷＯ２００４／０２４９２８
に記載のように、ＨＰＰＤ耐性酵素をコードする遺伝子に加えて、プレフェン酸デヒドロ
ゲナーゼ酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質転換することによって、ＨＰＰＤ阻
害剤に対する植物の耐性を改善させることもできる。
【０１４８】
　さらに別の除草剤抵抗性植物は、アセト乳酸合成酵素（ＡＬＳ）阻害剤に対して耐性と
された植物である。公知のＡＬＳ阻害剤には、例えばスルホニル尿素、イミダゾリノン、
トリアゾロピリミジン類、プリミジニルオキシ（チオ）安息香酸化合物および／またはス
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。例えばＴｒａｎｅｌ　ａ
ｎｄ　Ｗｒｉｇｈｔ，　Ｗｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（２００２），　５０：　７００－７
１２に、そしてＵＳ５，６０５，０１１、ＵＳ５，３７８，８２４、ＵＳ５，１４１，８
７０およびＵＳ５，０１３，６５９に記載のように、ＡＬＳ酵素（アセトヒドロキシ酸合
成酵素、ＡＨＡＳとも称される）における各種突然変異が、各種の除草剤または除草剤群
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およびイミダゾリ
ノン耐性植物の製造が、ＵＳ５，６０５，０１１；ＵＳ５，０１３，６５９；ＵＳ５，１
４１，８７０；ＵＳ５，７６７，３６１；ＵＳ５，７３１，１８０；ＵＳ５，３０４，７
３２；ＵＳ４，７６１，３７３；ＵＳ５，３３１，１０７；ＵＳ５，９２８，９３７；お
よびＵＳ５，３７８，８２４；ならびに国際特許公開ＷＯ１９９６／０３３２７０に記載
されている。別のイミダゾリノン耐性植物も、例えばＷＯ２００４／０４００１２、ＷＯ
２００４／１０６５２９、ＷＯ２００５／０２０６７３、ＷＯ２００５／０９３０９３、
ＷＯ２００６／００７３７３、ＷＯ２００６／０１５３７６、ＷＯ２００６／０２４３５
１、およびＷＯ２００６／０６０６３４に記載されている。さらに別のスルホニル尿素お
よびイミダゾリノン耐性植物も、例えばＷＯ２００７／０２４７８２および米国特許出願
第６１／２８８９５８号に記載されている。
【０１４９】
　イミダゾリノンおよび／またはスルホニル尿素に対して耐性である他の植物は、突然変
異誘発、除草剤存在下での細胞培地での選別または例えば大豆（ＵＳ５０８４０８２）、
イネ（ＷＯ１９９７／４１２１８）、甜菜（ＵＳ５７７３７０２およびＷＯ１９９９／０
５７９６５）、レタス（ＵＳ５１９８５９９）またはヒマワリ（ＷＯ２００１／０６５９
２２）に関して記載の突然変異育種によって得ることができる。
【０１５０】
　やはり本発明に従って処理することができる植物または植物品種（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る）は、昆虫耐性トランスジェニック植物、すな
わち、ある種の標的昆虫による攻撃に対して耐性とした植物である。そのような植物は、
形質転換によってまたはそのような昆虫耐性を付与する突然変異を含む植物の選択によっ
て得ることができる。
【０１５１】
　本発明の文脈において、「昆虫耐性トランスジェニック植物」という用語は、次のもの
をコードするコード配列を含む少なくとも一つのトランス遺伝子を含む植物を含む。
【０１５２】
　１）バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ
）由来の殺虫性結晶タンパク質またはその殺虫性部分、例えばＣｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ
　ａｌ．，　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ
　Ｒｅｖｉｅｗｓ（１９９８），　６２：　８０７－８１３によってまとめられ、バチル
ス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）毒命名法で
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Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅら（２００５）によって改訂された（オンライン：ｈｔｔｐ：／／ｗ
ｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍ
ｏｒｅ／Ｂｔ／）殺虫性結晶タンパク質またはそれの殺虫性部分、例えばＣｒｙタンパク
質分類Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３ＡｅまたはＣ
ｒｙ３Ｂｂのタンパク質またはそれらの殺虫性部分（例えば、ＥＰ１９９９１４１および
ＷＯ２００７／１０７３０２）または例えば米国特許出願第１２／２４９，０１６号に記
載のような合成遺伝子によってコードされたタンパク質；または
　２）バチルス・チューリンゲンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ
）由来の結晶タンパク質またはバチルス・チューリンゲンシスとは異なる第二の結晶タン
パク質またはそれの部分の存在下で殺虫性であるそれの部分、例えばＣｙ３４およびＣｙ
３５結晶タンパク質から構成される二元毒素（Ｍｏｅｌｌｅｎｂｅｃｋ　ｅｔ　ａｌ．，
　Ｎａｔ．　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．（２００１），　１９：　６６８－７２；　Ｓｃｈ
ｎｅｐｆ　ｅｔ　ａｌ．，　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ．　Ｍｉｃｒｏｂ．（２
００６），　７１，　１７６５－１７７４）；または
　３）バチルス・チューリンゲンシス由来の二つの異なる殺虫性結晶タンパク質の部分を
含むハイブリッド殺虫性タンパク質、例えば、上記１）のタンパク質のハイブリッドまた
は上記２）のタンパク質のハイブリッド、例えば、コーン・イベント（ｃｏｒｎ　ｅｖｅ
ｎｔ）ＭＯＮ９８０３４により産生されるＣｒｙ１Ａ．１０５タンパク質（ＷＯ２００７
／０２７７７７）；または
　４）標的昆虫種に対するより高い殺虫活性を得るために、および／または、影響を受け
る標的昆虫種の範囲を拡大するために、および／またはクローニングもしくは形質転換時
にコードＤＮＡに導入される変化のために、いくつか、特に１から１０のアミノ酸が別の
アミノ酸により置換されている上記１）から３）のいずれか一つのタンパク質、例えばコ
ーン・イベントＭＯＮ８６３またはＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ１タンパク質
またはコーン・イベントＭＩＲ６０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質；または
　５）バチルス・チューリンゲンシスまたはバチルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃ
ｅｒｅｕｓ）由来の殺虫性分泌タンパク質またはそれの殺虫性部分、例えば次のリンク：
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉ
ｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／ｖｉｐ．ｈｔｍｌで列挙される植物殺虫性タンパク質（
ＶＩＰ）、例えば、ＶＩＰ３Ａａタンパク質分類からのタンパク質；または
　６）バチルス・チューリンゲンシスまたはＢ．セレウス由来の第二の分泌タンパク質存
在下で殺虫性であるバチルス・チューリンゲンシスまたはバチルス・セレウス由来の分泌
タンパク質、例えば、ＶＩＰ１ＡおよびＶＩＰ２Ａタンパク質から構成される二元毒素（
ＷＯ１９９４／２１７９５）；または
　７）バチルス・チューリンゲンシスまたはバチルス・セレウス由来の異なる分泌タンパ
ク質からの部分を含むハイブリッド殺虫性タンパク質、例えば上記１）におけるタンパク
質のハイブリッドまたは上記２）におけるタンパク質のハイブリッド；または
　８）標的昆虫種に対するより高い殺虫活性を得るために、および／または、影響を受け
る標的昆虫種の範囲を拡大するために、および／またはクローニングもしくは形質転換時
にコードＤＮＡで誘発される変化のために、いくつか、特に１から１０のアミノ酸が別の
アミノ酸により置換されている上記１）から３）のいずれかのタンパク質（なおも殺虫性
タンパク質をコードしている）、例えば、コットン・イベントＣＯＴ１０２におけるＶＩ
Ｐ３Ａａタンパク質。
【０１５３】
　当然のことながら、本明細書で使用される場合の昆虫耐性トランスジェニック植物には
、上記の分類１から８のいずれか一つのタンパク質をコードする遺伝子の組み合わせを含
む植物が含まれる。１実施態様において、昆虫耐性植物は、影響を受ける標的昆虫種の範
囲を拡大するため、または同じ標的昆虫種に対して殺虫性があるが異なる作用機序（例え
ば、昆虫での異なる受容体結合部位に結合する等）を有する異なるタンパク質を使用する
ことによって植物に対する昆虫の抵抗性発達を遅延させるために、上記の分類１から８の
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いずれか一つのタンパク質をコードする複数のトランス遺伝子を含む。
【０１５４】
　本明細書で使用される「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」はさらに、例えばＷＯ２
００７／０８０１２６、ＷＯ２００６／１２９２０４、ＷＯ２００７／０７４４０５、Ｗ
Ｏ２００７／０８０１２７およびＷＯ２００７／０３５６５０に記載のような、発現時に
、植物害虫が摂取すると、その害虫の成長を阻害する二本鎖ＲＮＡを産生する配列を含む
少なくとも一つの導入遺伝子を含む植物を含む。
【０１５５】
　線虫抵抗性植物の例は、例えば米国特許出願第１１／７６５，４９１号、同１１／７６
５，４９４号、同１０／９２６，８１９号、同１０／７８２，０２０号、同１２／０３２
，４７９号、同１０／７８３，４１７号、同１０／７８２，０９６号、同１１／６５７，
９６４号、同１２／１９２，９０４号、同１１／３９６，８０８号、同１２／１６６，２
５３号、同１２／１６６，２３９号、同１２／１６６，１２４号、同１２／１６６，２０
９号、同１１／７６２，８８６号、同１２／３６４，３３５号、同１１／７６３，９４７
号、同１２／２５２，４５３号、同１２／２０９，３５４号、同１２／４９１，３９６号
または同１２／４９７，２２１号に記載されている。
【０１５６】
　やはり本発明により処理することができる植物または植物品種（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たもの）は、非生物ストレス因子に対して耐性である。
そのような植物は、形質転換によりまたはそのようなストレス耐性を付与する突然変異を
含む植物の選択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には以下のもの
などがある。
【０１５７】
　ａ）ＷＯ２０００／０４１７３またはＥＰ０４０７７９８４．５またはＥＰ０６００９
８３６．５に記載のような、植物細胞または植物においてポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリ
メラーゼ（ＰＡＲＰ）遺伝子の発現および／または活性を低下させることができるトラン
ス遺伝子を含む植物、
　ｂ）例えばＷＯ２００４／０９０１４０に記載のような、植物または植物細胞のＰＡＲ
Ｇコード遺伝子の発現および／または活性を低下させることができるストレス耐性促進ト
ランス遺伝子を含む植物、
　ｃ）例えばＥＰ０４０７７６２４．７またはＷＯ２００６／１３３８２７またはＰＣＴ
／ＥＰ０７／００２４３３に記載のような、ニコチンアミダーゼ、ニコチネートホスホリ
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合成酵素またはニコチンアミドホスホリボシルト
ランスフェラーゼなどのニコチンアミドアデニンジヌクレオチドサルベージ生合成経路の
植物機能性酵素をコードするストレス耐性促進トランス遺伝子を含む植物。
【０１５８】
　やはり本発明により処理することができる植物または植物品種（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たもの）は、収穫産物の量、品質および／または貯蔵安
定性の変化および／または収穫産物の具体的な成分の特性変化も示し、それには下記のも
のなどがある。
【０１５９】
　１）物理化学的特性、特にアミロース含有量またはアミロース／アミロペクチン比、分
枝度、平均鎖長、側鎖の分布、粘性挙動、ゲル抵抗、デンプンの粒度および／または粒子
形態に関して、野生型植物細胞または植物での合成デンプンと比較して変化していること
で、改質デンプンがある種の用途により適したものとなる改質デンプンを合成するトラン
スジェニック植物（改質デンプンを合成するこれらのトランスジェニック植物は、例えば
ＥＰ０５７１４２７、ＷＯ１９９５／００４８２６、ＥＰ０７１９３３８、ＷＯ１９９６
／１５２４８、ＷＯ１９９６／１９５８１、ＷＯ１９９６／２７６７４、ＷＯ１９９７／
１１１８８、ＷＯ１９９７／２６３６２、ＷＯ１９９７／３２９８５、ＷＯ１９９７／４
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２３２８、ＷＯ１９９７／４４４７２、ＷＯ１９９７／４５５４５、ＷＯ１９９８／２７
２１２、ＷＯ１９９８／４０５０３、ＷＯ９９／５８６８８、ＷＯ１９９９／５８６９０
、ＷＯ１９９９／５８６５４、ＷＯ２０００／００８１８４、ＷＯ２０００／００８１８
５、ＷＯ２０００／２８０５２、ＷＯ２０００／７７２２９、ＷＯ２００１／１２７８２
、ＷＯ２００１／１２８２６、ＷＯ２００２／１０１０５９、ＷＯ２００３／０７１８６
０、ＷＯ２００４／０５６９９９、ＷＯ２００５／０３０９４２、ＷＯ２００５／０３０
９４１、ＷＯ２００５／０９５６３２、ＷＯ２００５／０９５６１７、ＷＯ２００５／０
９５６１９、ＷＯ２００５／０９５６１８、ＷＯ２００５／１２３９２７、ＷＯ２００６
／０１８３１９、ＷＯ２００６／１０３１０７、ＷＯ２００６／１０８７０２、ＷＯ２０
０７／００９８２３、ＷＯ２０００／２２１４０、ＷＯ２００６／０６３８６２、ＷＯ２
００６／０７２６０３、ＷＯ２００２／０３４９２３、ＥＰ０６０９０１３４．５、ＥＰ
０６０９０２２８．５、ＥＰ０６０９０２２７．７、ＥＰ０７０９０００７．１、ＥＰ０
７０９０００９．７、ＷＯ２００１／１４５６９、ＷＯ２００２／７９４１０、ＷＯ２０
０３／３３５４０、ＷＯ２００４／０７８９８３、ＷＯ２００１／１９９７５、ＷＯ１９
９５／２６４０７、ＷＯ１９９６／３４９６８、ＷＯ１９９８／２０１４５、ＷＯ１９９
９／１２９５０、ＷＯ１９９９／６６０５０、ＷＯ１９９９／５３０７２、ＵＳ６，７３
４，３４１、ＷＯ２０００／１１１９２、ＷＯ１９９８／２２６０４、ＷＯ１９９８／３
２３２６、ＷＯ２００１／９８５０９、ＷＯ２００１／９８５０９、ＷＯ２００５／００
２３５９、ＵＳ５，８２４，７９０、ＵＳ６，０１３，８６１、ＷＯ１９９４／００４６
９３、ＷＯ１９９４／００９１４４、ＷＯ１９９４／１１５２０、ＷＯ１９９５／３５０
２６およびＷＯ１９９７／２０９３６に開示されている。）、
　２）非デンプン炭水化物ポリマーを合成する、または遺伝子組み換えなしに野生型植物
と比較して特性が変わっている非デンプン炭水化物ポリマーを合成するトランスジェニッ
ク植物。例としては、ＥＰ０６６３９５６、ＷＯ１９９６／００１９０４、ＷＯ１９９６
／０２１０２３、ＷＯ１９９８／０３９４６０およびＷＯ１９９９／０２４５９３に記載
のような特にイヌリン型およびレバン型のポリフルクトースを産生する植物、ＷＯ１９９
５／０３１５５３、ＵＳ２００２／０３１８２６、ＵＳ６，２８４，４７９、ＵＳ５，７
１２，１０７、ＷＯ１９９７／０４７８０６、ＷＯ１９９７／０４７８０７、ＷＯ１９９
７／０４７８０８およびＷＯ２０００／１４２４９に記載のようなα－１，４－グルカン
類を産生する植物、ＷＯ２０００／７３４２２に開示のようなα－１，６分枝α－１，４
－グルカン類を産生する植物、および例えばＷＯ２０００／４７７２７、ＥＰ０６０７７
３０１．７、ＵＳ５，９０８，９７５およびＥＰ０７２８２１３に記載のようなアルテル
ナンを産生する植物、
　３）例えばＷＯ２００６／０３２５３８、ＷＯ２００７／０３９３１４、ＷＯ２００７
／０３９３１５、ＷＯ２００７／０３９３１６、ＪＰ２００６／３０４７７９およびＷＯ
２００５／０１２５２９に記載のようなヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物
、
　４）米国特許出願第１２／０２０，３６０号および同６１／０５４，０２６号に記載の
ような「高可溶性固体含有量」、「低い辛味」（ＬＰ）および／または「長期貯蔵」（Ｌ
Ｓ）などの特徴を有するタマネギのようなトランスジェニック植物または交配植物。
【０１６０】
　やはり本発明により処理することができる植物または植物品種（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たもの）は、繊維特性が変化したワタ植物などの植物で
ある。そのような植物は、形質転換によりまたはそのような繊維特性を変化させる突然変
異を含む植物の選択により得ることができ、それには下記のものなどがある。
【０１６１】
　ａ）ＷＯ１９９８／０００５４９に記載のような改変型のセルロース合成酵素遺伝子を
含むワタ植物などの植物、
　ｂ）ＷＯ２００４／０５３２１９に記載のような改変型のｒｓｗ２またはｒｓｗ３相同
性核酸を含むワタ植物などの植物、
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　ｃ）ＷＯ２００１／１７３３３に記載のようなショ糖リン酸合成酵素の発現が高くなっ
たワタ植物などの植物、
　ｄ）ＷＯ０２／４５４８５に記載のようなワタ植物などのショ糖合成酵素の発現が高く
なった植物、
　ｅ）ＷＯ２００５／０１７１５７に記載のような繊維細胞の根底での原形質連絡制御の
タイミングが、例えば繊維選択的β－１，３－グルカナーゼの低下によって変化している
ワタ植物などの植物、
　ｆ）ＷＯ２００６／１３６３５１に記載のような例えばｎｏｄＣなどのＮ－アセチルグ
ルコサミントランスフェラーゼ遺伝子およびキチン合成遺伝子の発現により、反応性が変
わった繊維を有するワタ植物などの植物。
【０１６２】
　やはり本発明により処理することができる植物または植物品種（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たもの）は、油分特性が変わったセイヨウアブラナまた
は関連するアブラナ（Ｂｒａｓｓｉｃａ）植物などの植物である。そのような植物は、形
質転換によりまたはそのような油分の特徴が変える突然変異を含む植物の選択によって得
ることができ、それには下記のものなどがある。
【０１６３】
　ａ）例えばＵＳ５，９６９，１６９、ＵＳ５，８４０，９４６またはＵＳ６，３２３，
３９２またはＵＳ６，０６３，９４７に記載のような高いオレイン酸含有量を有する油を
産生するセイヨウアブラナ植物などの植物；
　ｂ）ＵＳ６，２７０，８２８、ＵＳ６，１６９，１９０またはＵＳ５，９６５，７５５
に記載のような低いリノレン酸含有量を有する油を産生するセイヨウアブラナ植物などの
植物；
　ｃ）例えば米国特許第５，４３４，２８３号または米国特許出願第１２／６６８３０３
号に記載のような低レベルの飽和脂肪酸を有する油を産生するセイヨウアブラナ植物など
の植物。
【０１６４】
　やはり本発明に従って処理することができる植物または植物品種（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、脱粒特性が変化したアブラ
ナまたは関連するアブラナ属植物などの植物である。そのような植物は、形質転換によっ
て、またはそのような変化した脱粒特性を与える突然変異を含む植物の選択によって得る
ことができ、それには米国特許出願第６１／１３５，２３０号、ＷＯ０９／０６８３１３
およびＷＯ１０／００６７３２に記載のような脱粒が遅延もしくは低減したアブラナ植物
などの植物等がある。
【０１６５】
　本発明により処理することができる特に有用なトランスジェニック植物は、１以上の毒
素をコードする１以上の遺伝子を有する植物であり、そして次の商品名：ＹＩＥＬＤ　Ｇ
ＡＲＤ（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）、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）、Ｐｒｏｔｅ
ｃｔａ（登録商標）、Ａｇｒｉｓｕｒｅ（登録商標）（トウモロコシ）、Ｈｅｒｃｕｌｅ
ｘ（登録商標）（トウモロコシ）、ＭａｉｚｅＧａｒｄ（登録商標）（トウモロコシ）、
ＭａｘＧａｒｄ（商標名）（トウモロコシ）、ＴｗｉｎＬｉｎｋ（登録商標）（ワタ）、
ＶＩＰＣｏｔ（登録商標）（ワタ）、Ｗｉｄｅｓｔｒｉｋｅ（商標名）（ワタ）およびＮ
ｅｗＬｅａｆ（登録商標）（ジャガイモ）で販売されているトランスジェニック植物であ
る。挙げることができる除草剤耐性植物の例には、次の商品名Ｒｏｕｎｄｕｐ　Ｒｅａｄ
ｙ（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）、
Ｇｌｙｔｏｌ（登録商標）（グリホセートに対する耐性、ワタ）、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｌｉ
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ｎｋ（登録商標）（ホスフィノトリシンに対する耐性、例えば、セイヨウアブラナ、ワタ
、ダイズ）、ＩＭＩ（登録商標）（イミダゾリノンに対する耐性）、Ｏｐｔｉｍｕｍ（商
標名）Ｇａｔ（商標名）（スルホニル尿素およびグリホセートに対する耐性）およびＳＣ
Ｓ（登録商標）（スルホニル尿素に対する耐性、例えばトウモロコシ）およびＥｎｌｉｓ
ｔ（商標名）（２，４－Ｄおよびグリホセートに対する耐性）で販売されているトウモロ
コシ品種、ワタ品種およびダイズ品種がある。挙げることができる除草剤耐性植物（除草
剤耐性となるよう従来の方法で育種された植物）には、Ｃｌｅａｒｆｉｅｌｄ（登録商標
）の名称（例えばトウモロコシ）で販売されている品種などがある。改善された特徴を有
するさらに別のトランスジェニック植物品種は、ＩｎＶｉｇｏｒ（登録商標）（キャノー
ラ）、Ａｍｆｌｏｒａ（登録商標）（ジャガイモ）、Ｍａｖｅｒａ（登録商標）（トウモ
ロコシ）などの商品名で販売されている。異なる事象を組み合わせた品種が、Ｓｍａｒｔ
Ｓｔａｘ（登録商標）などの商品名で販売され得る。
【０１６６】
　本発明に従って処理可能な特に有用なトランスジェニック植物は、形質転換事象または
形質転換事象の組み合わせを含む植物であり、それは、例えば、各種の国家もしくは地域
の規制当局向けのデータベースに挙げられており、事象１１４３－１４Ａ（ワタ、昆虫防
除、未寄託、ＷＯ２００６／１２８５６９に記載）；事象１１４３－５１Ｂ（ワタ、昆虫
防除、未寄託、ＷＯ２００６／１２８５７０に記載）；事象１４４５（ワタ、除草剤耐性
、未寄託、ＵＳ２００２１２０９６４またはＷＯ２００２／０３４９４６に記載）；事象
１７０５３（イネ、除草剤耐性、ＰＴＡ－９８４３として寄託、ＷＯ２０１０／１１７７
３７に記載）；事象１７３１４（イネ、除草剤耐性、ＰＴＡ－９８４４として寄託、ＷＯ
２０１０／１１７７３５に記載）；事象２８１－２４－２３６（ワタ、昆虫防除－除草剤
耐性、ＰＴＡ－６２３３として寄託、ＷＯ２００５／１０３２６６またはＵＳ２００５２
１６９６９に記載）；事象３００６－２１０－２３（ワタ、昆虫防除－除草剤耐性、ＰＴ
Ａ－６２３３として寄託、ＵＳ２００７１４３８７６またはＷＯ２００５／１０３２６６
に記載）；事象３２７２（トウモロコシ、品質形質、ＰＴＡ－９９７２として寄託、ＷＯ
２００６０９８９５２またはＵＳ２００６２３０４７３に記載）；事象４０４１６（トウ
モロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－１１５０８として寄託、ＷＯ２０１
１／０７５５９３に記載）；事象４３Ａ４７（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－１１５０９として寄託、ＷＯ２０１１／０７５５９５に記載）；事象５３
０７（トウモロコシ、昆虫防除、ＡＴＣＣＰＴＡ－９５６１として寄託、ＷＯ２０１０／
０７７８１６に記載）；事象ＡＳＲ－３６８（ベントグラス、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴ
Ａ－４８１６として寄託、ＵＳ２００６１６２００７またはＷＯ２００４０５３０６２に
記載）；事象Ｂ１６（トウモロコシ、除草剤耐性、未寄託、ＵＳ２００３１２６６３４に
記載）；事象ＢＰＳ－ＣＶ１２７－９（大豆、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ番号４１６０３と
して寄託、ＷＯ２０１０／０８０８２９に記載）；事象ＣＥ４３－６７Ｂ（ワタ、昆虫防
除、ＤＳＭＡＣＣ２７２４として寄託、ＵＳ２００９２１７４２３またはＷＯ２００６／
１２８５７３に記載）；事象ＣＥ４４－６９Ｄ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ２０１０
００２４０７７に記載）；事象ＣＥ４４－６９Ｄ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ２００
６／１２８５７１に記載）；事象ＣＥ４６－０２Ａ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ２０
０６／１２８５７２に記載）；事象ＣＯＴ１０２（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ２００
６１３０１７５またはＷＯ２００４０３９９８６に記載）；事象ＣＯＴ２０２（ワタ、昆
虫防除、未寄託、ＵＳ２００７０６７８６８またはＷＯ２００５０５４４７９に記載）；
事象ＣＯＴ２０３（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ２００５／０５４４８０に記載）；事
象ＤＡＳ４０２７８（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－１０２４４として寄
託、ＷＯ２０１１／０２２４６９に記載）；事象ＤＡＳ－５９１２２－７（トウモロコシ
、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ１１３８４として寄託、ＵＳ２００６０７０１
３９に記載）；事象ＤＡＳ－５９１３２（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、未寄託
、ＷＯ２００９／１００１８８に記載）；事象ＤＡＳ６８４１６（大豆、除草剤耐性、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－１０４４２として寄託、ＷＯ２０１１／０６６３８４またはＷＯ２０１１
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／０６６３６０に記載）；事象ＤＰ－０９８１４０－６（トウモロコシ、除草剤耐性、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－８２９６として寄託、ＵＳ２００９１３７３９５またはＷＯ２００８／１
１２０１９に記載）；事象ＤＰ－３０５４２３－１（大豆、品質形質、未寄託、ＵＳ２０
０８３１２０８２またはＷＯ２００８／０５４７４７に記載）；事象ＤＰ－３２１３８－
１（トウモロコシ、ハイブリッド形成システム、ＡＴＣＣＰＴＡ－９１５８として寄託、
ＵＳ２００９０２１０９７０またはＷＯ２００９／１０３０４９に記載）；事象ＤＰ－３
５６０４３－５（大豆、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８２８７として寄託、ＵＳ２０１
００１８４０７９またはＷＯ２００８／００２８７２に記載）；事象ＥＥ－１（茄子、昆
虫防除、未寄託、ＷＯ２００７／０９１２７７に記載）；事象ＦＩ１１７（トウモロコシ
、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３１として寄託、ＵＳ２００６０５９５８１またはＷＯ
１９９８／０４４１４０に記載）；事象ＧＡ２１（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ
２０９０３３として寄託、ＵＳ２００５０８６７１９またはＷＯ１９９８／０４４１４０
に記載）；事象ＧＧ２５（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３２として寄託
、ＵＳ２００５１８８４３４またはＷＯ１９９８／０４４１４０に記載）；事象ＧＨＢ１
１９（ワタ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８３９８として寄託、ＷＯ２００
８／１５１７８０に記載）；事象ＧＨＢ６１４（ワタ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－６
８７８として寄託、ＵＳ２０１００５０２８２またはＷＯ２００７／０１７１８６に記載
）；事象ＧＪ１１（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３０として寄託、ＵＳ
２００５１８８４３４またはＷＯ１９９８／０４４１４０）に記載；事象ＧＭＲＺ１３（
甜菜、ウィルス抵抗性、ＮＣＩＭＢ－４１６０１として寄託、ＷＯ２０１０／０７６２１
２に記載）；事象Ｈ７－１（甜菜、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ４１１５８またはＮＣＩＭＢ
４１１５９として寄託、ＵＳ２００４１７２６６９またはＷＯ２００４／０７４４９２に
記載）；事象ＪＯＰＬＩＮ１（小麦、疾患耐性、未寄託、ＵＳ２００８０６４０３２に記
載）；事象ＬＬ２７（大豆、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ４１６５８として寄託、ＷＯ２００
６／１０８６７４またはＵＳ２００８３２０６１６に記載）；事象ＬＬ５５（大豆、除草
剤耐性、ＮＣＩＭＢ４１６６０として寄託、ＷＯ２００６／１０８６７５またはＵＳ２０
０８１９６１２７に記載）；事象ＬＬｃｏｔｔｏｎ２５（ワタ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰ
ＴＡ－３３４３として寄託、ＷＯ２００３０１３２２４またはＵＳ２００３０９７６８７
に記載）；事象ＬＬＲＩＣＥ０６（イネ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ－２３３５２として寄託
、ＵＳ６４６８７４７またはＷＯ２０００／０２６３４５に記載）；事象ＬＬＲＩＣＥ６
０１（イネ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－２６００として寄託、ＵＳ２００８２２８９
０６０またはＷＯ２０００／０２６３５６に記載）；事象ＬＹ０３８（トウモロコシ、品
質形質、ＡＴＣＣＰＴＡ－５６２３として寄託、ＵＳ２００７０２８３２２またはＷＯ２
００５０６１７２０に記載）；事象ＭＩＲ１６２（トウモロコシ、昆虫防除、ＰＴＡ－８
１６６として寄託、ＵＳ２００９３００７８４またはＷＯ２００７／１４２８４０に記載
）；事象ＭＩＲ６０４（トウモロコシ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ２００８１６７４５６ま
たはＷＯ２００５１０３３０１に記載）；事象ＭＯＮ１５９８５（ワタ、昆虫防除、ＡＴ
ＣＣＰＴＡ－２５１６として寄託、ＵＳ２００４－２５０３１７またはＷＯ２００２／１
００１６３に記載）；事象ＭＯＮ８１０（トウモロコシ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ２００
２１０２５８２に記載）；事象ＭＯＮ８６３（トウモロコシ、昆虫防除、ＡＴＣＣＰＴＡ
－２６０５として寄託、ＷＯ２００４／０１１６０１またはＵＳ２００６０９５９８６に
記載）；事象ＭＯＮ８７４２７（トウモロコシ、受粉制御、ＡＴＣＣＰＴＡ－７８９９と
して寄託、ＷＯ２０１１／０６２９０４に記載）；事象ＭＯＮ８７４６０（トウモロコシ
、ストレス耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８９１０として寄託、ＷＯ２００９／１１１２６３ま
たはＵＳ２０１１０１３８５０４に記載）；事象ＭＯＮ８７７０１（大豆、昆虫防除、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－８１９４として寄託、ＵＳ２００９１３００７１またはＷＯ２００９／０
６４６５２に記載）；事象ＭＯＮ８７７０５（大豆、品質形質－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰ
ＴＡ－９２４１として寄託、ＵＳ２０１０００８０８８７またはＷＯ２０１０／０３７０
１６に記載）；事象ＭＯＮ８７７０８（大豆、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ９６７０とし
て寄託、ＷＯ２０１１／０３４７０４に記載）；事象ＭＯＮ８７７５４（大豆、品質形質
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、ＡＴＣＣＰＴＡ－９３８５として寄託、ＷＯ２０１０／０２４９７６に記載）；事象Ｍ
ＯＮ８７７６９（大豆、品質形質、ＡＴＣＣＰＴＡ－８９１１として寄託、ＵＳ２０１１
００６７１４１またはＷＯ２００９／１０２８７３に記載）；事象ＭＯＮ８８０１７（ト
ウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－５５８２として寄託、ＵＳ２００
８０２８４８２またはＷＯ２００５／０５９１０３に記載）；事象ＭＯＮ８８９１３（ワ
タ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－４８５４として寄託、ＷＯ２００４／０７２２３５ま
たはＵＳ２００６０５９５９０に記載）；事象ＭＯＮ８９０３４（トウモロコシ、昆虫防
除、ＡＴＣＣＰＴＡ－７４５５として寄託、ＷＯ２００７／１４０２５６またはＵＳ２０
０８２６０９３２に記載）；事象ＭＯＮ８９７８８（大豆、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ
－６７０８として寄託、ＵＳ２００６２８２９１５またはＷＯ２００６／１３０４３６に
記載）；事象ＭＳ１１（アブラナ、受粉制御－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８５０また
はＰＴＡ－２４８５として寄託、ＷＯ２００１／０３１０４２に記載）；事象ＭＳ８（ア
ブラナ、受粉制御－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－７３０として寄託、ＷＯ２００１／０
４１５５８またはＵＳ２００３１８８３４７に記載）；事象ＮＫ６０３（トウモロコシ、
除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－２４７８として寄託、ＵＳ２００７２９２８５４に記載）
；事象ＰＥ－７（イネ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ２００８／１１４２８２に記載）；事象
ＲＦ３（アブラナ、受粉制御－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－７３０として寄託、ＷＯ２
００１／０４１５５８またはＵＳ２００３１８８３４７に記載）；事象ＲＴ７３（アブラ
ナ、除草剤耐性、未寄託、ＷＯ２００２／０３６８３１またはＵＳ２００８０７０２６０
に記載）；事象Ｔ２２７－１（甜菜、除草剤耐性、未寄託、ＷＯ２００２／４４４０７ま
たはＵＳ２００９２６５８１７に記載）；事象Ｔ２５（トウモロコシ、除草剤耐性、未寄
託、ＵＳ２００１０２９０１４またはＷＯ２００１／０５１６５４に記載）；事象Ｔ３０
４－４０（ワタ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８１７１として寄託、ＵＳ２
０１００７７５０１またはＷＯ２００８／１２２４０６に記載）；事象Ｔ３４２－１４２
（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ２００６／１２８５６８に記載）；事象ＴＣ１５０７（
トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、未寄託、ＵＳ２００５０３９２２６またはＷＯ２
００４／０９９４４７に記載）；事象ＶＩＰ１０３４（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤
耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－３９２５として寄託、ＷＯ２００３／０５２０７３に記載）、事
象３２３１６（トウモロコシ，昆虫防除－除草剤耐性、ＰＴＡ－１１５０７として寄託、
ＷＯ２０１１／０８４６３２に記載）、事象４１１４（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤
耐性、ＰＴＡ－１１５０６として寄託、ＷＯ２０１１／０８４６２１に記載）などがある
。
【０１６７】
　単独でまたは他の農薬化合物、特別には殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる
群からの好ましいものと上記で定義されたものと組み合わせて本発明に従って使用される
化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）は、一般的な製剤、例えば液剤、乳濁液、水和
剤、水系および油系の懸濁剤、粉剤、ダスト剤、ペースト、可溶性粉体、可溶性粒剤、散
布用粒剤、サスポエマルション濃縮物、有効成分を含浸させた天然化合物、有効成分を含
浸させた合成物質、肥料、およびポリマー物質中のマイクロカプセルへ変換することがで
きる。本発明の文脈において、化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）を、単独でまた
は他の農薬化合物、特別には殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ま
しいものと上記で定義されたものと組み合わせて本発明に従って、噴霧製剤の形態で使用
される場合が特に好ましい。
【０１６８】
　従って本発明は、収穫される植物器官に関して有用な植物または作物植物の収量を高め
るための噴霧製剤に関するものでもある。下記において噴霧製剤について詳細に説明する
。
【０１６９】
　噴霧施用のための製剤は、公知の方法で、例えば単独でまたは他の農薬化合物、特別に
は殺菌剤、殺虫剤および植物成長調節剤からなる群からの好ましいものと上記で定義され
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たものと組み合わせて本発明に従って使用される化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１
）を、増量剤、すなわち液体溶媒および／または固形担体と、適宜に界面活性剤、すなわ
ち乳化剤および／または分散剤および／または泡形成剤を使用して混合することにより製
造される。さらなる一般的な添加剤、例えば一般的な増量剤および溶媒または希釈剤、色
素、湿展剤、分散剤、乳化剤、消泡剤、防腐剤、二次増粘剤、固着剤、ジベレリン類およ
び水も、適宜に使用することができる。製剤は、好適な装置で、または施用前もしくは施
用の間のいずれかで調製される。
【０１７０】
　使用される補助剤は、組成物自体および／またはそれから誘導された製剤（例えば噴霧
液）に、特定の特性、例えば特定の技術的特性および／または他の特別の生理的特性を付
与するのに適した物質であることができる。有用な代表的な補助剤としては、増量剤、溶
媒および担体などがある。
【０１７１】
　好適な増量剤は、例えば、水、極性および非極性の有機化学的液体、例えば芳香族およ
び非芳香族炭化水素（例えばパラフィン類、アルキルベンゼン類、アルキルナフタレン類
、クロロベンゼン類）、アルコール類および多価アルコール類（それは、適切な場合には
、置換、エーテル化および／またはエステル化されていてもよい）、ケトン類（例えば、
アセトン、シクロヘキサノン）、エステル類（脂肪類および油類など）および（ポリ）エ
ーテル類、置換されていないおよび置換されているアミン類、アミド類、ラクタム類（例
えば、Ｎ－アルキルピロリドン類）およびラクトン類、スルホン類およびスルホキシド類
（例えば、ジメチルスルホキシド）の種類からのものである。
【０１７２】
　使用する増量剤が水である場合、例えば有機溶媒を補助溶媒として使用することもでき
る。本質的に、有用な液体溶媒は、芳香族化合物、例えば、キシレン、トルエンまたはア
ルキルナフタレン類、塩素化芳香族化合物または塩素化脂肪族炭化水素、例えば、クロロ
ベンゼン類、クロロエチレン類または塩化メチレン、脂肪族炭化水素、例えば、シクロヘ
キサンまたはパラフィン類、例えば、石油留分、鉱油および植物油、アルコール類、例え
ば、ブタノールまたはグリコールとそれらのエーテルおよびエステル、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またはシクロヘキサノン、強
極性溶媒、例えば、ジメチルスルホキシド、さらには水である。
【０１７３】
　無機顔料、例えば酸化鉄、酸化チタンおよびプルシアンブルーおよびアリザリン色素、
アゾ色素および金属フタロシアニン色素などの有機色素および鉄、マンガン、ホウ素、銅
、コバルト、モリブデンおよび亜鉛の塩などの微量栄養素を用いることが可能である。
【０１７４】
　本発明に従って使用可能な製剤中に存在し得る有用な湿展剤は、湿潤を促進し、農薬有
効成分の製剤に従来使用される全ての物質である。アルキルナフタレンスルホネート、例
えばジイソプロピルまたはジイソブチルナフタレンスルホネートを使用することが好まし
い。
【０１７５】
　本発明に従って使用可能な製剤中に存在し得る有用な分散剤および／または乳化剤は、
農薬有効成分の製剤に従来使用される全てのノニオン系、アニオン系およびカチオン系の
分散剤である。好ましく使用できるものは、ノニオン系もしくはアニオン系分散剤または
ノニオン系もしくはアニオン系分散剤の混合物である。好適なノニオン系分散剤は、特に
、エチレンオキシド／プロピレンオキシドブロックポリマー、アルキルフェノールポリグ
リコールエーテルおよびトリストリリルフェノールポリグリコールエーテル、およびその
リン酸化もしくは硫酸化誘導体である。好適なアニオン系分散剤は、特別にはリグノスル
ホン酸塩、ポリアクリル酸の塩およ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。
【０１７６】
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　本発明に従って用いることができる製剤中に存在させることができる消泡剤には、農薬
有効成分の製剤に従来使用される全ての発泡禁止化合物がある。好ましくはシリコーン系
消泡剤およびステアリン酸マグネシウムを用いることができる。
【０１７７】
　本発明に従って使用することができる製剤中に存在させることができる保存剤には、農
薬組成物中でそのような目的で使用可能な全ての物質がある。例として、ジクロロフェン
およびベンジルアルコールヘミホルマールなどがある。
【０１７８】
　本発明に従って使用することができる製剤中に存在させることができる二次増粘剤には
、農薬組成物中でそのような目的で使用可能な全ての物質がある。セルロース誘導体、ア
クリル酸誘導体、キサンタン、改質粘土および微粉砕シリカが好ましい。
【０１７９】
　本発明に従って使用することができる製剤中に存在させることができる接着剤には、種
子被覆製品で使用可能な全ての一般的な結合剤がある。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およびチロースなどが好ましい例である。本発明に従って
使用することができる製剤中に存在させることができるジベレリン類は、好ましくはジベ
レリンＡ１、Ａ３（＝ジベレリン酸）、Ａ４およびＡ７であり、ジベレリン酸が特に好ま
しく使用される。ジベレリン類は公知である（Ｒ．　Ｗｅｇｌｅｒ　″Ｃｈｅｍｉｅ　ｄ
ｅｒ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－　ｕｎｄ　Ｓｃｈａｅｄｌｉｎｇｓｂｅｋａｅｍ
ｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌ″［Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉ
ｏｎ　Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ］，　ｖｏｌ．　２，
　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　１９７０，　ｐ．４０１－４１２参照）。
【０１８０】
　さらに別の添加剤は、香料、改質されていても良い鉱油もしくは植物油、ロウおよび栄
養素（微量栄養素を含む）、例えば鉄、マンガン、ホウ素、銅、コバルト、モリブデンお
よび亜鉛の塩である。さらに、安定剤、例えば低温安定剤、抗酸化剤、光安定剤または化
学的および／または物理的安定性を改善する他の剤を存在させることができる。
【０１８１】
　製剤は一般的に、０．０１から９８重量％、好ましくは０．５から９０重量％の式（Ｉ
）の化合物を含有する。
【０１８２】
　水和剤において、有効成分濃度は、例えば約１０から９０重量％であり；１００重量％
までの残りは、慣用の製剤成分からなる。乳剤の場合、有効成分濃度は、約１から９０重
量％、好ましくは５から８０重量％であることができる。粉剤タイプの製剤は、１から３
０重量％の有効成分、好ましくは通常は５から２０重量％の有効成分を含み；噴霧液は、
約０．０５から８０重量％、好ましくは２から５０重量％の有効成分を含む。顆粒水和剤
では、有効成分含量は、活性化合物が固体で存在するか液体で存在するか、そしてどの造
粒助剤、充填剤などが使用されるかによって部分的に決まる。水中に分散可能な粒剤の場
合、例えば、有効成分の含量は、１から９５重量％、好ましくは１０から８０重量％であ
る。
【０１８３】
　本発明に従って使用される場合の有効成分は、それの市販製剤中に、およびこれらの製
剤から調製された使用形態で、他の有効成分、例えば殺虫剤、誘引剤、滅菌剤、殺細菌剤
、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、成長調節剤、除草剤、薬害軽減剤、肥料またはセミオケ
ミカルとの混合物で存在することができる。
【０１８４】
　植物の成長を調節するための式（Ｉ）の化合物の施用の好ましい時間は、承認された施
用量での土壌、茎および／または葉の処理である。
【０１８５】
　単独でまたは１以上の上記の好ましい農薬化合物と組み合わせて本発明に従って使用さ
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れる場合に化合物（Ａ）、好ましくは化合物（Ａ１）はさらに、それの市販の製剤中に、
そしてこれらの製剤から調製される使用形態で、他の有効成分、例えば殺虫剤、誘引剤、
滅菌剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺菌剤、成長調節剤、植物成熟に影響を及ぼす物質、薬害
軽減剤または除草剤等との混合物で存在し得る。特に好適な別の混合相手は、例えば、下
記で群分けして記載される異なる種類の有効成分であるが、それらの順序に優先性がある
わけではない。
【０１８６】
　殺細菌剤
　ブロノポール、ジクロロフェン、ニトラピリン、ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル
、カスガマイシン、オクチリノン、フランカルボン酸、オキシテトラサイクリン、プロベ
ナゾール、ストレプトマイシン、テクロフタラム、硫酸銅および他の銅調製物。
【０１８７】
　殺菌剤／殺ダニ剤／殺線虫剤
　Ｉ１）アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害剤、ａ）カーバメートの物質群か
ら、例えば、アラニカルブ、アルジカルブ、アルドキシカルブ、アリキシカルブ、アミノ
カルブ、ベンジオカルブ、ベンフラカルブ、ブフェンカルブ、ブタカルブ、ブトカルボキ
シム、ブトキシカルボキシム、カルバリル、カルボフラン、カルボスルファン、クロエト
カルブ、ジメチラン、エチオフェンカルブ、フェノブカルブ、フェノチオカルブ、フェノ
キシカルブ、ホルメタネート、フラチオカルブ、イソプロカルブ、メタム－ナトリウム、
メチオカルブ、メソミル、メトルカルブ、オキサミル、ピリミカルブ、プロメカルブ、プ
ロポクスル、チオファノックス、トリメタカルブ、ＸＭＣ、キシリルカルブ、トリアザメ
ート、ｂ）有機リン酸エステル系の群から、例えば、アセフェート、アザメチホス、アジ
ンホス（－メチル、－エチル）、ブロモホス－エチル、ブロムフェンビンホス（－メチル
）、ブタチオホス、カズサホス、カルボフェノチオン、クロルエトキシホス、クロルフェ
ンビンホス、クロルメホス、クマホス、シアノフェンホス、シアノホス、クロルフェンビ
ンホス、デメトン－Ｓ－メチル、デメトン－Ｓ－メチルスルホン、ジアリホス、ダイアジ
ノン、ジクロフェンチオン、ジクロルボス／ＤＤＶＰ、ジクロトホス、ジメトエート、ジ
メチルビンホス、ジオキサベンゾホス、ジスルホトン、ＥＰＮ、エチオン、エトプロホス
、エトリムホス、ファムフール、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンスルホチオン
、フェンチオン、フルピラゾホス、ホノホス、ホルモチオン、ホスメチラン、ホスチアゼ
ート、ヘプテノホス、ヨードフェンホス、イプロベンホス、イサゾホス、イソフェンホス
、Ｏ－サリチル酸イソプロピル、イソオキサチオン、マラチオン、メカルバム、メタクリ
ホス、メタミドホス、メチダチオン、メビンホス、モノクロトホス、ナレド、オメトエー
ト、オキシデメトン－メチル、パラチオン（－メチル／－エチル）、フェントエート、ホ
レート、ホサロン、ホスメット、ホスファミドン、ホスホカルブ、ホキシム、ピリミホス
（－メチル／－エチル）、プロフェノホス、プロパホス、プロペタムホス、プロチオホス
、プロトアート、ピラクロホス、ピリダフェンチオン、ピリダチオン、キナルホス、セブ
ホス（ｓｅｂｕｆｏｓ）、スルホテップ、スルプロホス、テブピリムホス、テメホス、テ
ルブホス、テトラクロルビンホス、チオメトン、トリアゾホス、トリクロルホン、バミド
チオン。
【０１８８】
　Ｉ２）ナトリウムチャンネル調節剤／電圧依存性ナトリウムチャンネル遮断薬、ａ）ピ
レスロイドの群から、例えばアクリナトリン、アレスリン（ｄ－シス－トランス、ｄ－ト
ランス）、β－シフルトリン、ビフェントリン、ビオアレスリン、ビオアレスリン－Ｓ－
シクロペンチル－異性体、ビオエタノメチリン、ビオペルメトリン、ビオレスメトリン、
クロバポルトリン（ｃｈｌｏｖａｐｏｒｔｈｒｉｎ）、シス－シペルメトリン、シス－レ
スメトリン、シス－ペルメトリン、クロシトリン（ｃｌｏｃｙｔｈｒｉｎ）、シクロプロ
トリン、シフルトリン、シハロトリン、シペルメトリン（α－、β－、θ－、ζ－）、シ
フェノトリン、エフルシラネート（ｅｆｌｕｓｉｌａｎａｔｅ）、エムペントリン（１Ｒ
－異性体）、エスフェンバレレート、エトフェンプロックス、フェンフルトリン、フェン
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プロパトリン、フェンバレレート、フルブロシトリネート（ｆｌｕｂｒｏｃｙｔｈｒｉｎ
ａｔｅ）、フルシトリネート、フルフェンプロックス、フルメトリン、フルバリネート、
フブフェンプロックス（ｆｕｂｆｅｎｐｒｏｘ）、γ－シハロトリン、イミプロトリン、
カデトリン、λ－シハロトリン、メトフルトリン、ペルメトリン（シス－、トランス－）
、フェノトリン（１Ｒ－トランス異性体）、プラレトリン、プロフルトリン、プロトリフ
ェンブト（ｐｒｏｔｒｉｆｅｎｂｕｔｅ）、ピレスメトリン、ピレトリン、レスメトリン
、ＲＵ１５５２５、シラフルオフェン、τ－フルバリネート、テフルトリン、テラレスリ
ン、テトラメトリン（１Ｒ－異性体）、トラロメトリン、トランスフルトリン、ＺＸＩ８
９０１、ピレトリン類（除虫菊）、ｂ）ＤＤＴ、ｃ）オキサジアジン類、例えばインドキ
サカルブ、ｄ）セミカルバゾン類、例えばメタフルミゾン（ＢＡＳ３２０１）。
【０１８９】
　Ｉ３）アセチルコリン受容体作動薬／拮抗薬、ａ）クロロニコチニル類の群から、例え
ばアセタミプリド、ＡＫＤ１０２２、ジノテフラン、イミダクロチズ、ニテンピラム、ニ
チアジン、チアクロプリド、ｂ）ニコチン、ベンスルタップ、カルタップ。
【０１９０】
　Ｉ４）スピノシン類の群からのアセチルコリン受容体調節剤。
【０１９１】
　Ｉ５）　Ｉ２）ＧＡＢＡ－依存性塩化物チャンネル拮抗薬、ａ）有機塩素系の群から、
例えば、カンフェクロル、クロルデン、エンドスルファン、γ－ＨＣＨ、ＨＣＨ、ヘプタ
クロル、リンデン、メトキシクロル、ｂ）フィプロール類、例えばアセトプロール、ピラ
フルプロール、ピリプロール、バニリプロール。
【０１９２】
　Ｉ６）塩化物チャンネル活性化剤、例えば、エマメクチン、イベルメクチン、レピメク
チンおよびミルベマイシン。
【０１９３】
　Ｉ７）幼若ホルモン模倣薬、例えばジオフェノラン、エポフェノナン、フェノキシカル
ブ、ハイドロプレン、キノプレン、メトプレン、ピリプロキシフェン、トリプレン。
【０１９４】
　Ｉ８）エクジソン作動薬／撹乱物質、例えばクロマフェノジド、ハロフェノジド、メト
キシフェノジド、テブフェノジド。
【０１９５】
　Ｉ９）キチン生合成阻害薬、例えばビストリフルロン、クロフルアズロン、ジフルベン
ズロン、フルアズロン、フルシクロクスロン、フルフェノクスロン、ヘキサフルムロン、
ノバルロン、ノビフルムロン、ペンフルロン、テフルベンズロン、ブプロフェジン、シロ
マジン；
　Ｉ１０）酸化的リン酸化の阻害薬、ａ）ＡＴＰ撹乱物質、例えばジアフェンチウロン、
ｂ）有機スズ化合物、例えばアゾシクロチン、シヘキサチン、酸化フェンブタスズ。
【０１９６】
　Ｉ１１）Ｈ－プロトン勾配の中断による酸化的リン酸化のデカップラー、ａ）ピロール
類の群から、例えばクロルフェナピル、ｂ）ジニトロフェノール類の群から、例えばビナ
パクリル、ジノブトン、ジノカップ、ＤＮＯＣ、メプチルジノカップ。
【０１９７】
　Ｉ１２）Ｉ部位電子伝達阻害薬、例えばＭＥＴＩ類、特には例を挙げるとフェナザキン
、フェンピロキシメート、ピリミジフェン、ピリダベン、テブフェンピラド、トルフェン
ピラドまたはヒドラメチルノン、ジコホル。
【０１９８】
　Ｉ１３）ＩＩ部位電子伝達阻害薬、例えばロテノン。
【０１９９】
　Ｉ１４）ＩＩＩ部位電子伝達阻害薬、例えばアセキノシル、フルアクリプリム。
【０２００】
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　Ｉ１５）昆虫腸膜の微生物撹乱剤、例えばバチルス・チューリンゲンシス亜種イスラエ
レンシス、バチルス・スファエリクス、バチルス・チューリンゲンシス亜種アイザワイ（
ａｉｚａｗａｉ）、バチルス・チューリンゲンシス亜種クルスタキ（ｋｕｒｓｔａｋｉ）
、バチルス・チューリンゲンシス亜種テネブリオニス（ｔｅｎｅｂｒｉｏｎｉｓ）および
ＢＴ植物タンパク質、例えばＣｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆａ、Ｃｒｙ２Ａｂ
、ｍＣｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ａｂ、Ｃｒｙ３Ｂｂ、Ｃｒｙ３４／３５Ａｂ１。
【０２０１】
　Ｉ１６）脂質合成阻害薬、ａ）テトロン酸の群から、例えばスピロジクロフェン、スピ
ロメシフェン、ｂ）テトラミン酸の類から、例えばスピロテトラマト、シス－３－（２，
５－ジメチルフェニル）－４－ヒドロキシ－８－メトキシ－１－アザスピロ［４．５］デ
ク－３－エン－２－オン。
【０２０２】
　Ｉ１７）オクトパミン作動薬、例えば、アミトラズ。
【０２０３】
　Ｉ１８）マグネシウム刺激ＡＴＰａｓｅの阻害薬、例えばプロパルギット。
【０２０４】
　Ｉ１９）ネライストキシン類縁体、例えばシュウ酸水素チオシクラム、チオサルタップ
－ナトリウム。
【０２０５】
　Ｉ２０）リアノジン受容体作動薬、ａ）ベンゼンジカルボキサミド類の群から、ｂ）ア
ントラニルアミド類の群から、３－ブロモ－Ｎ－｛２－ブロモ－４－クロロ－６－［（１
－シクロプロピルエチル）カルバモイル］フェニル｝－１－（３－クロロピリジン－２－
イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド（ＷＯ２００５／０７７９３４から公知
）またはメチル２－［３，５－ジブロモ－２－（｛［３－ブロモ－１－（３－クロロピリ
ジン－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－５－イル］カルボニル｝アミノ）ベンゾイル］－
１，２－ジメチルヒドラジンカルボキシレート（ＷＯ２００７／０４３６７７から公知）
。
【０２０６】
　Ｉ２１）生物薬、ホルモン類またはフェロモン類、例えばアザジラクチン、バチルス（
Ｂａｃｉｌｌｕｓ）種、ボーベリア（Ｂｅａｕｖｅｒｉａ）種、コドレモン、メタリジウ
ム（Ｍｅｔｈａｒｒｈｉｚｉｕｍ）種、ペシロマイセス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ）種
、スリンジエンシン（ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｎ）、バーティシリウム（Ｖｅｒｔｉｃ
ｉｌｌｉｕｍ）種。
【０２０７】
　Ｉ２２）作用機序が未知であるか非特異的である有効成分、ａ）燻蒸剤、例えばリン化
アルミニウム、臭化メチル、フッ化スルフリル、ｂ）摂食阻害剤、例えばクリオライト、
フロニカミド、ピメトロジン、ｃ）ダニ成長阻害薬、例えばクロフェンテジン、エトキサ
ゾール、ヘキシチアゾックス、ｄ）アミドフルメト、ベンクロチアズ、ベンゾキシメート
、ビフェナゼート、ブロモプロピレート、ブプロフェジン、キノメチオネート、クロルジ
メホルム、クロルベンジレート、クロルピクリン、クロチアゾベン（ｃｌｏｔｈｉａｚｏ
ｂｅｎ）、シクロプレン（ｃｙｃｌｏｐｒｅｎｅ）、シフルメトフェン、ジシクラニル、
フェノキサクリム、フェントリファニル、フルベンジミン、フルフェネリム、フルテンジ
ン（ｆｌｕｔｅｎｚｉｎ）、ゴシップルア、ヒドラメチルノン、ジャポニルア、メトキサ
ジアゾン、石油、ピペロニルブトキシド、オレイン酸カリウム、ピリダリル、スルフルラ
ミド、テトラジホン、テトラサル、トリアラセン、ベルブチンおよび下記の公知の活性化
合物：４－｛［（６－ブロモピリド－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ
｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４４から公知）、４－｛［（６－
フルオロピリド－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラン－２
（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４４から公知）、４－｛［（２－クロロ－１，
３－チアゾール－５－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ
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）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４４から公知）、４－｛［（６－クロロピリド－３－
イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００
７／１１５６４４から公知）、４－｛［（６－クロロピリド－３－イル）メチル］（２，
２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４
４から公知）、４－｛［（６－クロロ－５－フルオロピリド－３－イル）メチル］（メチ
ル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４３から公知）、４－
｛［（５，６－ジクロロピリド－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フ
ラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４６から公知）、４－｛［（６－クロ
ロ－５－フルオロピリド－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（
５Ｈ）－オン（ＷＯ２００７／１１５６４３から公知）、４－｛［（６－クロロピリド－
３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ－Ａ－
０５３９５８８から公知）、４－｛［（６－クロロピリド－３－イル）メチル］（メチル
）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ－Ａ－０５３９５８８から公知）、［１－（
６－クロロピリジン－３－イル）エチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニリデン
シアナミド（ＷＯ２００７／１４９１３４から公知）およびそれのジアステレオマー｛［
（１Ｒ）－１－（６－クロロピリジン－３－イル）エチル］（メチル）オキシド－λ６－
スルファニリデン｝シアナミドおよび｛［（１Ｓ）－１－（６－クロロピリジン－３－イ
ル）エチル］（メチル）オキシド－λ６－スルファニリデン｝シアナミド（同様にＷＯ２
００７／１４９１３４から公知）、１－［２－フルオロ－４－メチル－５－［（２，２，
２－トリフルオロエチル）スルフィニル］フェニル］－３－（トリフルオロメチル）－１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－５－アミン（ＷＯ２００６／０４３６３５から公知）、
［（３Ｓ，４ａＲ，１２Ｒ，１２ａＳ，１２ｂＳ）－３－［（シクロプロピルカルボニル
）オキシ］－６，１２－ジヒドロキシ－４，１２ｂ－ジメチル－１１－オキソ－９－（ピ
リジン－３－イル）－１，３，４，４ａ，５，６，６ａ，１２，１２ａ，１２ｂ－デカヒ
ドロ－２Ｈ，１１Ｈ－ベンゾ［ｆ］ピラノ［４，３－ｂ］クロメン－４－イル］メチルシ
クロプロパンカルボキシレート（ＷＯ２００６／１２９７１４から公知）、２－シアノ－
３－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ，Ｎ－ジメチルベンゼンスルホンアミド（ＷＯ２００６
／０５６４３３から公知）、２－シアノ－３－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ－メチルベン
ゼンスルホンアミド（ＷＯ２００６／１００２８８から公知）、２－シアノ－３－（ジフ
ルオロメトキシ）－Ｎ－エチルベンゼンスルホンアミド（ＷＯ２００５／０３５４８６か
ら公知）、４－（ジフルオロメトキシ）－Ｎ－エチル－Ｎ－メチル－１，２－ベンゾチア
ゾール－３－アミン１，１－ジオキサイド（ＷＯ２００７／０５７４０７から公知）、Ｎ
－［１－（２，３－ジメチルフェニル）－２－（３，５－ジメチルフェニル）エチル］－
４，５－ジヒドロ－１，３－チアゾール－２－アミン（ＷＯ２００８／１０４５０３から
公知）、｛１′－［（２Ｅ）－３－（４－クロロフェニル）プロプ－２－エン－１－イル
］－５－フルオロスピロ［インドール－３，４′－ピペリジン］－１（２Ｈ）－イル｝（
２－クロロピリジン－４－イル）メタノン（ＷＯ２００３１０６４５７から公知）、３－
（２，５－ジメチルフェニル）－４－ヒドロキシ－８－メトキシ－１，８－ジアザスピロ
［４．５］デク－３－エン－２－オン（ＷＯ２００９０４９８５１から公知）、炭酸３－
（２，５－ジメチルフェニル）－８－メトキシ－２－オキソ－１，８－ジアザスピロ［４
．５］デク－３－エン－４－イルエチル（ＷＯ２００９０４９８５１から公知）、４－（
ブト－２－イン－１－イルオキシ）－６－（３，５－ジメチルピペリジン－１－イル）－
５－フルオロピリミジン（ＷＯ２００４０９９１６０から公知）、（２，２，３，３，４
，４，５，５－オクタフルオロペンチル）（３，３，３－トリフルオロプロピル）マロノ
ニトリル（ＷＯ２００５０６３０９４から公知）、（２，２，３，３，４，４，５，５－
オクタフルオロペンチル）（３，３，４，４，４－ペンタフルオロブチル）マロノニトリ
ル（ＷＯ２００５０６３０９４から公知）、８－［２－（シクロプロピルメトキシ）－４
－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－３－［６－（トリフルオロメチル）ピリダジン
－３－イル］－３－アザビシクロ［３．２．１］オクタン（ＷＯ２００７０４０２８０／
２８２から公知）、炭酸２－エチル－７－メトキシ－３－メチル－６－［（２，２，３，
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３－テトラフルオロ－２，３－ジヒドロ－１，４－ベンゾジオキシン－６－イル）オキシ
］キノリン－４－イルメチル（ＪＰ２００８１１０９５３から公知）、酢酸２－エチル－
７－メトキシ－３－メチル－６－［（２，２，３，３－テトラフルオロ－２，３－ジヒド
ロ－１，４－ベンゾジオキシン－６－イル）オキシ］キノリン－４－イル（ＪＰ２００８
１１０９５３から公知）、ＰＦ１３６４（ケミカル・アブストラクツ番号１２０４７７６
－６０－２、ＪＰ２０１００１８５８６から公知）、５－［５－（３，５－ジクロロフェ
ニル）－５－（トリフルオロメチル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－
イル］－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）ベンゾニトリル（ＷＯ２０
０７０７５４５９から公知）、５－［５－（２－クロロピリジン－４－イル）－５－（ト
リフルオロメチル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－２－（１
Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）ベンゾニトリル（ＷＯ２００７０７５４５９
から公知）、４－［５－（３，５－ジクロロフェニル）－５－（トリフルオロメチル）－
４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－２－メチル－Ｎ－｛２－オキソ
－２－［（２，２，２－トリフルオロエチル）アミノ］エチル｝ベンズアミド（ＷＯ２０
０５０８５２１６から公知）。
【０２０８】
　薬害軽減剤は好ましくは、下記のものからなる群から選択される。
【０２０９】
　Ｓ１）式（Ｓ１）の化合物：
【０２１０】
【化５】

［記号および指数はそれぞれ下記のように定義され、
　ｎＡは０から５、好ましくは０から３の自然数であり；
　ＲＡ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ニト
ロまたは（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルであり；
　ＷＡは、ＮおよびＯの群からの１から３個のヘテロ環原子を有する部分不飽和もしくは
芳香族の５員複素環からなる群からの置換されていないか置換されている２価複素環基で
あり、その環には少なくとも１個の窒素原子および最大で１個の酸素原子が存在し、好ま
しくは下記の（ＷＡ

１）から（ＷＡ
４）：

【０２１１】
【化６】

からなる群からの基であり；
　ｍＡは０または１であり；
　ＲＡ

２は、ＯＲＡ
３、ＳＲＡ

３もしくはＮＲＡ
３ＲＡ

４または好ましくはＯおよびＳか
らなる群からの少なくとも１個の窒素原子および３個以下のヘテロ原子を有する飽和もし
くは不飽和の３から７員複素環（それは窒素原子を介して（Ｓ１）におけるカルボニル基
に結合しており、置換されていないか（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシおよび置換されていても良いフェニルからなる群からの基によって置換されている
。）、好ましくは式ＯＲＡ

３、ＮＨＲＡ
４またはＮ（ＣＨ３）２の基、特には式ＯＲＡ

３
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　ＲＡ

３は、水素または好ましくは合計で１から１８個の炭素原子を有する置換されてい
ないか置換されている脂肪族ヒドロカルビル基であり；
　ＲＡ

４は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシまたは置換
されているまたは置換されていないフェニルであり；
　ＲＡ

５は、Ｈ、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ１－
Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、シアノまたはＣＯＯＲＡ

９であり、Ｒ

Ａ
９は水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４

）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－ヒドロキシアルキル、（
Ｃ３－Ｃ１２）－シクロアルキルまたはトリ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルシリルであり；
　ＲＡ

６、ＲＡ
７、ＲＡ

８は同一であるか異なっており、それぞれ水素、（Ｃ１－Ｃ８）
－アルキル、（Ｃ１－Ｃ８）－ハロアルキル、（Ｃ３－Ｃ１２）－シクロアルキルまたは
置換されているまたは置換されていないフェニルである。］；
　好ましくは：
　ａ）ジクロロフェニルピラゾリン－３－カルボン酸（Ｓ１ａ）型の化合物、好ましくは
１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－（エトキシカルボニル）－５－メチル－２－ピ
ラゾリン－３－カルボン酸、１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－（エトキシカルボ
ニル）－５－メチル－２－ピラゾリン－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－１）（「メフェン
ピル－ジエチル」）などの化合物、およびＷＯ－Ａ－９１／０７８７４に記載の関連化合
物；
　ｂ）ジクロロフェニルピラゾールカルボン酸の誘導体（Ｓ１ｂ）、好ましくは１－（２
，４－ジクロロフェニル）－５－メチルピラゾール－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－２）
、１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－イソプロピルピラゾール－３－カルボン酸エ
チル（Ｓ１－３）、１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－（１，１－ジメチルエチル
）ピラゾール－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－４）などの化合物およびＥＰ－Ａ－３３３
１３１およびＥＰ－Ａ－２６９８０６に記載の関連化合物；
　ｃ）１，５－ジフェニルピラゾール－３－カルボン酸の誘導体（Ｓ１ｃ）、好ましくは
１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－フェニルピラゾール－３－カルボン酸エチル（
Ｓ１－５）、１－（２－クロロフェニル）－５－フェニルピラゾール－３－カルボン酸メ
チル（Ｓ１－６）などの化合物および例えばＥＰ－Ａ－２６８５５４に記載の関連化合物
；
　ｄ）トリアゾールカルボン酸型の化合物（Ｓ１ｄ）、好ましくはフェンクロラゾール（
－エチル）、すなわち１－（２，４－ジクロロフェニル）－５－トリクロロメチル－（１
Ｈ）－１，２，４－トリアゾール－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－７）などの化合物、お
よびＥＰ－Ａ－１７４５６２およびＥＰ－Ａ－３４６６２０に記載の関連化合物；
　ｅ）５－ベンジル－もしくは５－フェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸型
または５，５－ジフェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸型の化合物（Ｓ１ｅ

）、好ましくは５－（２，４－ジクロロベンジル）－２－イソオキサゾリン－３－カルボ
ン酸エチル（Ｓ１－８）または５－フェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸エ
チル（Ｓ１－９）などの化合物およびＷＯ－Ａ－９１／０８２０２に記載の関連化合物、
または特許出願ＷＯ－Ａ－９５／０７８９７に記載の５，５－ジフェニル－２－イソオキ
サゾリンカルボン酸（Ｓ１－１０）もしくは５，５－ジフェニル－２－イソオキサゾリン
－３－カルボン酸エチル（Ｓ１－１１）（「イソキサジフェン－エチル」）もしくは５，
５－ジフェニル－２－イソオキサゾリン－３－カルボン酸ｎ－プロピル（Ｓ１－１２）も
しくは５－（４－フルオロフェニル）－５－フェニル－２－イソオキサゾリン－３－カル
ボン酸エチル（Ｓ１－１３）。
【０２１２】
　Ｓ２）下記式（Ｓ２）のキノリン誘導体：
【０２１３】



(52) JP 6138797 B2 2017.5.31

10

20

30

40

【化７】

　［式中、記号および指数はそれぞれ下記ように定義され、
　ＲＢ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ニト
ロまたは（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルであり；
　ｎＢは、０から５、好ましくは０から３の自然数であり；
　ＲＢ

２は、ＯＲＢ
３、ＳＲＢ

３もしくはＮＲＢ
３ＲＢ

４または好ましくはＯおよびＳか
らなる群からの少なくとも１個の窒素原子および３個以下のヘテロ原子を有する飽和もし
くは不飽和の３から７員複素環（それは窒素原子を介して（Ｓ２）におけるカルボニル基
に結合しており、置換されていないか（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシおよび置換されていても良いフェニルからなる群からの基によって置換されている
。）、好ましくは式ＯＲＢ

３、ＮＨＲＢ
４またはＮ（ＣＨ３）２の基、特には式ＯＲＢ

３

の基であり；
　ＲＢ

３は、水素または好ましくは合計で１から１８個の炭素原子を有する置換されてい
ないか置換されている脂肪族ヒドロカルビル基であり；
　ＲＢ

４は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシまたは置換
されているまたは置換されていないフェニルであり；
　ＴＢは、置換されていないか１個もしくは２個の（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル基または［
（Ｃ１－Ｃ３）－アルコキシ］カルボニルによって置換されている（Ｃ１－またはＣ２）
－アルカンジイル鎖である。］；
　好ましくは、
　ａ）８－キノリンオキシ酢酸型の化合物（Ｓ２ａ）、好ましくは（５－クロロ－８－キ
ノリンオキシ）酢酸１－メチルヘキシル（「クロキントセット－メキシル」）（Ｓ２－１
）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸１，３－ジメチルブト－１－イル（Ｓ２－
２）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸４－アリルオキシブチル（Ｓ２－３）、
（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸１－アリルオキシプロプ－２－イル（Ｓ２－４
）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸エチル（Ｓ２－５）、（５－クロロ－８－
キノリンオキシ）酢酸メチル（Ｓ２－６）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸ア
リル（Ｓ２－７）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸２－（２－プロピリデンイ
ミノキシ）－１－エチル（Ｓ２－８）、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢酸２－オ
キソプロプ－１－イル（Ｓ２－９）およびＥＰ－Ａ－８６７５０、ＥＰ－Ａ－９４３４９
およびＥＰ－Ａ－１９１７３６またはＥＰ－Ａ－０４９２３６６に記載の関連化合物、さ
らにはＷＯ－Ａ－２００２／３４０４８に記載の（５－クロロ－８－キノリンオキシ）酢
酸（Ｓ２－１０）、それの水和物および塩、例えばそれのリチウム、ナトリウム、カリウ
ム、カルシウム、マグネシウム、アルミニウム、鉄、アンモニウム、四級アンモニウム、
スルホニウムまたはホスホニウム塩；
　ｂ）（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸型の化合物（Ｓ２ｂ）、好ましくは
（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸ジエチル、（５－クロロ－８－キノリンオ
キシ）マロン酸ジアリル、（５－クロロ－８－キノリンオキシ）マロン酸メチルエチルな
どの化合物およびＥＰ－Ａ－０５８２１９８に記載の関連化合物。
【０２１４】
　Ｓ３）下記式（Ｓ３）の化合物：
【０２１５】
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【化８】

　［式中、記号および指数はそれぞれ下記のように定義され、
　ＲＣ

１は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ２－Ｃ４

）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルケニル、（Ｃ３－Ｃ７）－シクロアルキル、
好ましくはジクロロメチルであり；
　ＲＣ２、ＲＣ

３は同一であるか異なっており、それぞれ水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキ
ル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルキニル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロ
アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルケニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルバモイル－
（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニルカルバモイル－（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、ジオキソラニル
（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、チアゾリル、フリル、フリルアルキル、チエニル、ピペリジ
ル、置換されているまたは置換されていないフェニルであり、またはＲＣ２およびＲＣ

３

が一体となって、置換されているまたは置換されていない複素環、好ましくはオキサゾリ
ジン、チアゾリジン、ピペリジン、モルホリン、ヘキサヒドロピリミジンまたはベンゾオ
キサジン環を形成している。］、
好ましくは：
　発芽前薬害軽減剤（土壌作用性薬害軽減剤）として使用されるジクロロアセトアミド型
の有効成分、例えば「ジクロルミド」（Ｎ，Ｎ－ジアリル－２，２－ジクロロアセトアミ
ド）（Ｓ３－１）、Ｓｔａｕｆｆｅｒからの「Ｒ－２９１４８」（３－ジクロロアセチル
－２，２，５－トリメチル－１，３－オキサゾリジン）（Ｓ３-２）、Ｓｔａｕｆｆｅｒ
からの「Ｒ－２８７２５」（３－ジクロロアセチル－２，２－ジメチル－１，３－オキサ
ゾリジン）（Ｓ３－３）、「ベノキサコール」（４－ジクロロアセチル－３，４－ジヒド
ロ－３－メチル－２Ｈ－１，４－ベンゾオキサジン）（Ｓ３－４）、ＰＰＧ　Ｉｎｄｕｓ
ｔｒｉｅｓからの「ＰＰＧ－１２９２」（Ｎ－アリル－Ｎ－［（１，３－ジオキソラン－
２－イル）メチル］ジクロロアセトアミド）（Ｓ３－５）、Ｓａｇｒｏ－Ｃｈｅｍからの
「ＤＫＡ－２４」（Ｎ－アリル－Ｎ－［（アリルアミノカルボニル）メチル］ジクロロア
セトアミド）（Ｓ３－６）、ＮｉｔｒｏｋｅｍｉａまたはＭｏｎｓａｎｔｏからの「ＡＤ
－６７」または「ＭＯＮ４６６０」（３－ジクロロアセチル－１－オキサ－３－アザスピ
ロ［４．５］デカン）（Ｓ３－７）、ＴＲＩ－Ｃｈｅｍｉｃａｌ　ＲＴからの「ＴＩ－３
５」（１－ジクロロアセチルアゼパン）（Ｓ３－８）、「ジクロノン（ｄｉｃｌｏｎｏｎ
）」（ジシクロノン（ｄｉｃｙｃｌｏｎｏｎｅ））またはＢＡＳＦからの「ＢＡＳ１４５
１３８」または「ＬＡＢ１４５１３８」（Ｓ３－９）（（ＲＳ）－１－ジクロロアセチル
－３，３，８ａ－トリメチルパーヒドロピロロ［１，２－ａ］ピリミジン－６－オン）、
「フリラゾール（ｆｕｒｉｌａｚｏｌｅ）」または「ＭＯＮ１３９００」（（ＲＳ）－３
－ジクロロアセチル－５－（２－フリル）－２，２－ジメチルオキサゾリジン）（Ｓ３－
１０）、およびそれの（Ｒ）異性体（Ｓ３－１１）。
【０２１６】
　Ｓ４）下記式（Ｓ４）のＮ－アシルスルホンアミド類およびそれの塩（ただし、それら
は、本発明の使用または使用方法に従って施用される化合物（Ａ）とは異なる。）。
【０２１７】
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【化９】

　［式中、記号および指数はそれぞれ下記のように定義され、
　ＸＤはＣＨまたはＮであり；
　ＲＤ

１はＣＯ－ＮＲＤ
５ＲＤ

６またはＮＨＣＯ－ＲＤ
７であり；

　ＲＤ
２は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキ

シ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカルボニルまたは（Ｃ１－Ｃ４）－
アルキルカルボニルであり；
　ＲＤ

３は、水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニルまたは（Ｃ

２－Ｃ４）－アルキニルであり；
　ＲＤ

４は、ハロゲン、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアル
キル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、フェニル、
（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アル
コキシカルボニルまたは（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルであり；
　ＲＤ

５は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ

２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルキニル、（Ｃ５－Ｃ６）－シクロアルケ
ニル、フェニルまたは窒素、酸素および硫黄の群からのｖＤ個のヘテロ原子を含む３から
６員複素環であり、後者の７種類の基は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ６）－アルコキシ、（Ｃ

１－Ｃ６）－ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ２）－アルキルスルフィニル、（Ｃ１－Ｃ２）
－アルキルスルホニル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ
カルボニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルカルボニルおよびフェニル、そして環状基の場合
にはさらに（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルの群からのｖ

Ｄ個の置換基によって置換されており；
　ＲＤ

６は、水素、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニルまたは（Ｃ

２－Ｃ６）－アルキニルであり、後者の３種類の基はハロゲン、ヒドロキシ、（Ｃ１－Ｃ

４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオから
なる群からのｖＤ個の基によって置換されており、または
　ＲＤ

５およびＲＤ
６がそれらが有する窒素原子とともに、ピロリジニルまたはピペリジ

ニル基を形成しており；
　ＲＤ

７は、水素、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルアミノ、ジ－（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルア
ミノ、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルであり、後者の２種
類の基はハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコキシおよ
び（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、そしてさらに環状基の場合には（Ｃ１－Ｃ４）－アル
キルおよび（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルの群からのｖＤ個の置換基によって置換されて
おり；
　ｎＤは０、１または２であり；
　ｍＤは１または２であり；
　ｖＤは０、１、２または３である。］。
【０２１８】
　これらのうち、好ましいものは、Ｎ－アシルスルホンアミド型の化合物、例えばＷＯ－
Ａ－９７／４５０１６から公知である下記の式（Ｓ４ａ）の化合物：
【０２１９】
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【化１０】

　［式中、
　ＲＤ

７は、（Ｃ１－Ｃ６）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－シクロアルキルであり、後者
の２種類の基は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ６）－ハロアルコ
キシおよび（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルチオ、そして環状基の場合はさらに（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルおよび（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキルからなる群からのｖＤ個の置換基によっ
て置換されており；
　ＲＤ

４は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ＣＦ

３であり；
　ｍＤは１または２であり；
　ｖＤは０、１、２または３である。］
　および
　例えばＷＯ－Ａ－９９／１６７４４から公知である下記式（Ｓ４ｂ）のアシルスルファ
モイルベンズアミド類：
【０２２０】

【化１１】

　例えば、
　ＲＤ

５＝シクロプロピルおよび（ＲＤ
４）＝５－Ｃｌ－２－ＯＭｅ（Ｓ４－２）、

　ＲＤ
５＝エチルおよび（ＲＤ

４）＝２－ＯＭｅ（Ｓ４－３）、
　ＲＤ

５＝イソプロピルおよび（ＲＤ
４）＝５－Ｃｌ－２－ＯＭｅ（Ｓ４－４）および

　ＲＤ
５＝イソプロピルおよび（ＲＤ

４）＝２－ＯＭｅ（Ｓ４－５）
であるもの、
　および
　例えばＥＰ－Ａ－３６５４８４から公知である式（Ｓ４ｃ）のＮ－アシルスルファモイ
ルフェニル尿素型の化合物：
【０２２１】

【化１２】

　［式中、
　ＲＤ

８およびＲＤ
９はそれぞれ独立に、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ３－Ｃ

８）－シクロアルキル、（Ｃ３－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ３－Ｃ６）－アルキニルであ
り、
　ＲＤ

４は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、ＣＦ

３であり、
　ｍＤは１または２である。］；
　例えば
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　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチル尿
素、
　１－［４－（Ｎ－２－メトキシベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３，３－ジメ
チル尿素、
　１－［４－（Ｎ－４，５－ジメチルベンゾイルスルファモイル）フェニル］－３－メチ
ル尿素。
【０２２２】
　Ｓ５）ヒドロキシ芳香族および芳香族－脂肪族カルボン酸誘導体（Ｓ５）の種類からの
有効成分、例えばＷＯ－Ａ－２００４／０８４６３１、ＷＯ－Ａ－２００５／０１５９９
４、ＷＯ－Ａ－２００５／０１６００１に記載の３，４，５－トリアセトキシ安息香酸エ
チル、３，５－ジメトキシ－４－ヒドロキシ安息香酸、３，５－ジヒドロキシ安息香酸、
４－ヒドロキシサリチル酸、４－フルオロサリチル酸、２－ヒドロキシ桂皮酸、２，４－
ジクロロ桂皮酸。
【０２２３】
　Ｓ６）１，２－ジヒドロキノキザリン－２－オン（Ｓ６）の種類からの有効成分、例え
ばＷＯ－Ａ－２００５／１１２６３０に記載の１－メチル－３－（２－チエニル）－１，
２－ジヒドロキノキザリン－２－オン、１－メチル－３－（２－チエニル）－１，２－ジ
ヒドロキノキザリン－２－チオン、１－（２－アミノエチル）－３－（２－チエニル）－
１，２－ジヒドロキノキザリン－２－オン塩酸塩、１－（２－メチルスルホニルアミノエ
チル）－３－（２－チエニル）－１，２－ジヒドロキノキザリン－２－オン。
【０２２４】
　Ｓ７）ＷＯ－Ａ－１９９８／３８８５６に記載の式（Ｓ７）の化合物：
【０２２５】
【化１３】

　［式中、記号および指数はそれぞれ下記のように定義され、
　ＲＥ

１、ＲＥ
２はそれぞれ独立に、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ１－Ｃ４

）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルアミノ、ジ（Ｃ１

－Ｃ４）アルキルアミノ、ニトロであり；
　ＡＥは、ＣＯＯＲＥ

３またはＣＯＳＲＥ
４であり；

　ＲＥ
３、ＲＥ

４はそれぞれ独立に、水素、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）ア
ルケニル、（Ｃ２－Ｃ４）アルキニル、シアノアルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、
フェニル、ニトロフェニル、ベンジル、ハロベンジル、ピリジニルアルキルおよびアルキ
ルアンモニウムであり、
　ｎＥ

１は０または１であり、
　ｎＥ

２、ｎＥ
３はそれぞれ０、１または２である。］、

　好ましくは、
　ジフェニルメトキシ酢酸、ジフェニルメトキシ酢酸エチル、ジフェニルメトキシ酢酸メ
チル（ＣＡＳ登録番号４１８５８－１９－９）（Ｓ７－１）。
【０２２６】
　Ｓ８）ＷＯ－Ａ－９８／２７０４９に記載の式（Ｓ８）の化合物：
【０２２７】
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【化１４】

　［式中、
　ＸＦはＣＨまたはＮであり、
　ｎＦは、ＸＦ＝Ｎの場合、０から４の整数であり、
　　ＸＦ＝ＣＨの場合、０から５の整数であり、
　ＲＦ

１は、ハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（
Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）
－アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルスルホニル、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシカ
ルボニル、置換されていても良いフェニル、置換されていても良いフェノキシであり、
　ＲＦ

２は、水素または（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり、
　ＲＦ３は、水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－
Ｃ４）－アルキニルまたはアリールであり、上記炭素含有基のそれぞれは、置換されてい
ないか１以上、好ましくは３個以下のハロゲンおよびアルコキシからなる群からの同一も
しくは異なる基によって置換されている。］またはそれの塩。
【０２２８】
　好ましくは、
　ＸＦがＣＨであり、
　ｎＦが０から２の整数であり、
　ＲＦ

１がハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルキル、（Ｃ

１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）－ハロアルコキシであり、
　ＲＦ

２が水素または（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり、
　ＲＦ３が水素、（Ｃ１－Ｃ８）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニル、（Ｃ２－Ｃ

４）－アルキニルまたはアリールであり、前記炭素含有基のそれぞれが置換されていない
か１以上、好ましくは３個以下のハロゲンおよびアルコキシからなる群からの同一もしく
は異なる基によって置換されている化合物またはそれの塩。
【０２２９】
　Ｓ９）３－（５－テトラゾリルカルボニル）－２－キノロン類の種類からの有効成分（
Ｓ９）、例えばＷＯ－Ａ－１９９９／００００２０に記載の１，２－ジヒドロ－４－ヒド
ロキシ－１－エチル－３－（５－テトラゾリルカルボニル）－２－キノロン（ＣＡＳ登録
番号２１９４７９－１８－２）、１，２－ジヒドロ－４－ヒドロキシ－１－メチル－３－
（５－テトラゾリルカルボニル）－２－キノロン（ＣＡＳ登録番号９５８５５－００－８
）。
【０２３０】
　Ｓ１０）ＷＯ－Ａ－２００７／０２３７１９およびＷＯ－Ａ－２００７／０２３７６４
に記載の式（Ｓ１０ａ）または（Ｓ１０ｂ）の化合物
【０２３１】
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【化１５】

　式中、
　ＲＧ

１はハロゲン、（Ｃ１－Ｃ４）－アルキル、メトキシ、ニトロ、シアノ、ＣＦ３、
ＯＣＦ３であり、
　ＹＧ、ＺＧはそれぞれＯまたはＳであり、
　ｎＧは０から４の整数であり、
　ＲＧ

２は（Ｃ１－Ｃ１６）－アルキル、（Ｃ２－Ｃ６）－アルケニル、（Ｃ３－Ｃ６）
－シクロアルキル、アリール、ベンジル、ハロベンジルであり、
　ＲＧ

３は水素または（Ｃ１－Ｃ６）アルキルである。
【０２３２】
　Ｓ１１）種子粉衣組成物として知られるオキシイミノ化合物型の有効成分（Ｓ１１）、
例えばキビがメトラクロールによる損傷に対抗するための種子粉衣薬害軽減剤として知ら
れる「オキサベトリニル」（（Ｚ）－１，３－ジオキソラン－２－イルメトキシイミノ（
フェニル）アセトニトリル）（Ｓ１１－１）、
　キビがメトラクロールによる損傷に対抗するための種子粉衣薬害軽減剤として知られる
「フルキソフェニム」（１－（４－クロロフェニル）－２，２，２－トリフルオロ－１－
エタノン－Ｏ－（１，３－ジオキソラン－２－イルメチル）オキシム）（Ｓ１１－２）お
よび
　キビがメトラクロール損傷に対抗するための種子粉衣薬害軽減剤として知られる「シオ
メトリニル」または「ＣＧＡ－４３０８９」（（Ｚ）－シアノメトキシイミノ（フェニル
）アセトニトリル）（Ｓ１１－３）。
【０２３３】
　Ｓ１２）イソチオクロマトグラフィーノン類の種類からの有効成分（Ｓ１２）、例えば
［（３－オキソ－１Ｈ－２－ベンゾチオピラン－４（３Ｈ）－イリデン）メトキシ］酢酸
メチル（ＣＡＳ登録番号２０５１２１－０４－６）（Ｓ１２－１）およびＷＯ－Ａ－１９
９８／１３３６１からの関連化合物。
【０２３４】
　Ｓ１３）群（Ｓ１３）からの１以上の化合物：
　トウモロコシがチオカーバメート除草剤による損傷に対抗するための種子粉衣薬害軽減
剤として知られる「無水ナフタリン酸」（無水１，８－ナフタリンジカルボン酸）（Ｓ１
３－１）、播種したイネでのプレチラクロール用の薬害軽減剤として知られる「フェンク
ロリム」（４，６－ジクロロ－２－フェニルピリミジン）（Ｓ１３－２）、キビがアラク
ロールおよびメトラクロルによる損傷に対抗するための種子粉衣薬害軽減剤として知られ
る「フルラゾール」（ベンジル－２－クロロ－４－トリフルオロメチル－１，３－チアゾ
ール－５－カルボキシレート）（Ｓ１３－３）、トウモロコシがイミダゾリノン類による
損傷に対抗するための薬害軽減剤として知られるＡｍｅｒｉｃａｎ　Ｃｙａｎａｍｉｄか
らの「ＣＬ３０４４１５」（ＣＡＳ登録番号３１５４１－５７－８）（４－カルボキシ－
３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１－ベンゾピラン－４－酢酸）（Ｓ１３－４）、トウモロコシ
用薬害軽減剤として知られるＮｉｔｒｏｋｅｍｉａからの「ＭＧ１９１」（ＣＡＳ登録番
号９６４２０－７２－３）（２－ジクロロメチル－２－メチル－１，３－ジオキソラン）
（Ｓ１３－５）、Ｎｉｔｒｏｋｅｍｉａからの「ＭＧ－８３８」（ＣＡＳ登録番号１３３
９９３－７４－５）（２－プロペニル１－オキサ－４－アザスピロ［４．５］デカン－４
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－カルボジチオエート）（Ｓ１３－６）、「ジスルホトン」（Ｏ，Ｏ－ジエチルＳ－２－
エチルチオエチルホスホロジチオエート）（Ｓ１３－７）、「ジエトラート」（Ｏ，Ｏ－
ジエチルＯ－フェニルホスホロチオエート）（Ｓ１３－８）、「メフェナート」（４－ク
ロロフェニルメチルカーバメート）（Ｓ１３－９）。
【０２３５】
　Ｓ１４）有害植物に対する除草作用に加えて、イネなどの作物に対する薬害軽減剤作用
も有する有効成分、例えば、イネが除草剤モリネートによる損傷に対抗するための薬害軽
減剤として知られる「ジメピペラート」または「ＭＹ－９３」（Ｓ－１－メチル－１－フ
ェニルエチルピペリジン－１－カルボチオエート）、イネが除草剤イマゾスルフロンによ
る損傷に対抗するための薬害軽減剤として知られる「ダイムロン」または「ＳＫ２３」（
１－（１－メチル－１－フェニルエチル）－３－ｐ－トリル尿素）、イネがいくつかの除
草剤に対抗するための薬害軽減剤として知られる「クミルロン」＝「ＪＣ－９４０」（３
－（２－クロロフェニルメチル）－１－（１－メチル－１－フェニルエチル）尿素、ＪＰ
－Ａ－６００８７２５４参照）、イネがいくつかの除草剤に対抗するための薬害軽減剤と
して知られる「メトキシフェノン」または「ＮＫ０４９」（３，３′－ジメチル－４－メ
トキシベンゾフェノン）、イネにおいていくつかの除草剤に対抗するための薬害軽減剤と
して知られるＫｕｍｉａｉからの「ＣＳＢ」（１－ブロモ－４－（クロロメチルスルホニ
ル）ベンゼン）（ＣＡＳ登録番号５４０９１－０６－４）。
【０２３６】
　Ｓ１５）ＷＯ－Ａ－２００８／１３１８６１およびＷＯ－Ａ－２００８／１３１８６０
に記載の式（Ｓ１５）の化合物またはそれの互変異体。
【０２３７】
【化１６】

　式中、
　ＲＨ

１は（Ｃ１－Ｃ６）ハロアルキル基であり、
　ＲＨ２は水素またはハロゲンであり、
　ＲＨ３、ＲＨ４はそれぞれ水素、（Ｃ１－Ｃ１６）アルキル、（Ｃ２－Ｃ１６）アルケ
ニルまたは（Ｃ２－Ｃ１６）アルキニル（後者の３種類の基のそれぞれは、置換されてい
ないか、ハロゲン、ヒドロキシル、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）
ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルアミノ、ジ［（
Ｃ１－Ｃ４）アルキル］－アミノ、［（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ］－カルボニル、置
換されていないまたは置換されている（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、置換されていない
または置換されているフェニル、および置換されていないまたは置換されている複素環の
群からの１以上の基によって置換されている。）
　または環の一方の側で４から６員の飽和もしくは不飽和炭素環に縮合した（Ｃ３－Ｃ６

）シクロアルキル、（Ｃ４－Ｃ６）シクロアルケニル、（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、
または環の一方の側で４から６員の飽和もしくは不飽和炭素環に縮合した（Ｃ４－Ｃ６）
シクロアルケニル（後者の４種類の基のそれぞれは、置換されていないか、ハロゲン、ヒ
ドロキシル、シアノ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、（Ｃ１－
Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオ、（Ｃ

１－Ｃ４）アルキルアミノ、ジ［（Ｃ１－Ｃ４）アルキル］－アミノ、［（Ｃ１－Ｃ４）
アルコキシ］－カルボニル、［（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシ］カルボニル、置換されて
いないまたは置換されている（Ｃ３－Ｃ６）シクロアルキル、置換されていないまたは置
換されているフェニル、および置換されていないまたは置換されている複素環の群からの
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１以上の基によって置換されている。）であり、
　または
　ＲＨ３は、（Ｃ１－Ｃ４）－アルコキシ、（Ｃ２－Ｃ４）－アルケニルオキシ、（Ｃ２

－Ｃ６）－アルキニルオキシまたは（Ｃ２－Ｃ４）－ハロアルコキシであり、
　ＲＨ４は水素または（Ｃ１－Ｃ４）－アルキルであり、または
　ＲＨ３およびＲＨ４が、直接結合した窒素原子と一体となって、４から８員のヘテロ環
であり、その環はその窒素原子に加えて、Ｎ、ＯおよびＳの群からの別の環ヘテロ原子、
好ましくは２個以下の別の環ヘテロ原子を含んでいても良く、置換されていないか、ハロ
ゲン、シアノ、ニトロ、（Ｃ１－Ｃ４）アルキル、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルキル、（Ｃ１

－Ｃ４）アルコキシ、（Ｃ１－Ｃ４）ハロアルコキシおよび（Ｃ１－Ｃ４）アルキルチオ
の群からの１以上の基によって置換されている。
【０２３８】
　Ｓ１６）主として除草剤として用いられるだけでなく、作物に対する薬害軽減剤作用も
有する有効成分、例えば
　（２，４－ジクロロフェノキシ）酢酸（２，４－Ｄ）、
　（４－クロロフェノキシ）酢酸、
　（Ｒ，Ｓ）－２－（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）プロピオン酸（メコプロップ）、
　４－（２，４－ジクロロフェノキシ）酪酸（２，４－ＤＢ）、
　（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）酢酸（ＭＣＰＡ）、
　４－（４－クロロ－ｏ－トリルオキシ）酪酸、
　４－（４－クロロフェノキシ）酪酸、
　３，６－ジクロロ－２－メトキシ安息香酸（ジカンバ）、
　３，６－ジクロロ－２－メトキシ安息香酸１－（エトキシカルボニル）エチル（ラクチ
ジクロール－エチル）。
【０２３９】
　植物成熟度に影響を与える物質
　混合物製剤またはタンクミックスで本発明に従って使用される場合、式（Ｉ）による化
合物に有用な組み合わせ相手は例えば、Ｂｉｏｔｅｃｈｎ．　Ａｄｖ．　２００６，　２
４，　３５７－３６７；Ｂｏｔ．　Ｂｕｌｌ．　Ａｃａｄ．　Ｓｉｎ．　１９９，　４０
，１－７またはＰｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇ．　１９９３，　１３，　４１－４６
およびそれらに引用の文献に記載のような例えば１－アミノシクロプロパン－１－カルボ
キシレートシンターゼ、１－アミノシクロプロパン－１－カルボキシレートオキシダーゼ
およびエチレン受容体、例えばＥＴＲ１、ＥＴＲ２、ＥＲＳ１、ＥＲＳ２またはＥＩＮ４
の阻害に基づく公知の有効成分である。
【０２４０】
　植物の成熟度に影響を与え、本発明の化合物と組み合わせることができる公知の物質の
例には、下記の有効成分（当該化合物は国際標準化機構（ＩＳＯ）による「慣用名」によ
り、または化学名もしくはコード番号によって呼称される。）などがあり、酸、塩、エス
テルそして立体異性体および光学異性体などの異性体などの全ての使用形態を常に包含す
る。例として、一つの使用形態および場合によって複数の使用形態が挙げられる。
【０２４１】
　リゾビトキシン、２－アミノエトキシビニルグリシン（ＡＶＧ）、メトキシビニルグリ
シン（ＭＶＧ）、ビニルグリシン、アミノオキシ酢酸、シネフンギン、Ｓ－アデノシルホ
モシステイン、チオ酪酸２－ケト－４－メチル、（イソプロピリデン）アミノオキシ酢酸
２－（メトキシ）－２－オキソエチル、（イソプロピリデン）アミノオキシ酢酸２－（ヘ
キシルオキシ）－２－オキソエチル、（シクロヘキシリデン）アミノオキシ酢酸２－（イ
ソプロピルオキシ）－２－オキソエチル、プトレッシン、スペルミジン、スペルミン、１
，８－ジアミノ－４－アミノエチルオクタン、Ｌ－カナリン、ダミノジド、１－アミノシ
クロプロピル－１－カルボン酸メチル、Ｎ－メチル－１－アミノシクロプロピル－１－カ
ルボン酸、１－アミノシクロプロピル－１－カルボキサミド、ＤＥ３３３５５１４、ＥＰ
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３０２８７、ＤＥ２９０６５０７またはＵＳ５１２３９５１に記載の置換された１－アミ
ノシクロプロピル－１－カルボン酸誘導体、１－アミノシクロプロピル－１－ヒドロキサ
ム酸、１－メチルシクロプロペン、３－メチルシクロプロペン、１－エチルシクロプロペ
ン、１－ｎ－プロピルシクロプロペン、１－シクロプロペニルメタノール、カルボン、オ
イゲノール、シクロプロプ－１－エン－１－イル酢酸ナトリウム、シクロプロプ－２－エ
ン－１－イル酢酸ナトリウム、３－（シクロプロプ－２－エン－１－イル）プロパン酸ナ
トリウム、３－（シクロプロプ－１－エン－１－イル）プロパン酸ナトリウム、ジャスモ
ン酸、ジャスモン酸メチル、ジャスモン酸エチル。
【０２４２】
　植物の健康および発芽に影響を与える物質
　混合物製剤またはタンクミックスにおける本発明の化合物に有用な組み合わせ相手は、
例えば、植物の健康または発芽に影響を与える公知の有効成分などがある。植物の健康お
よび発芽に影響を与え、本発明の化合物と組み合わせることができる公知の有効成分の例
には、下記の有効成分（当該化合物は国際標準化機構（ＩＳＯ）による「慣用名」により
、または化学名もしくはコード番号によって呼称され、酸、塩、エステルそして立体異性
体および光学異性体などの異性体などの全ての使用形態を常に包含する。例として、一つ
の使用形態および場合によって複数の使用形態が挙げられる。）などがある。
【０２４３】
　サルコシン、フェニルアラニン、トリプトファン、Ｎ′－メチル－１－フェニル－１－
Ｎ，Ｎ－ジエチルアミノメタンスルホンアミド、ＷＯ２０１００１７９５６に記載のアピ
オ－ガラクツロナン、４－オキソ－４－［（２－フェニルエチル）アミノ］ブタン酸、４
－｛［２－（１Ｈ－インドール－３－イル）エチル］アミノ｝－４－オキソブタン酸、４
－［（３－メチルピリジン－２－イル）アミノ］－４－オキソブタン酸、アラントイン、
５－アミノレブリン酸、ＷＯ２０１０１２２９５６に記載の（２Ｓ，３Ｒ）－２－（３，
４－ジヒドロキシフェニル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－クロメン－３，５，７－トリオ
ールおよび構造的に関連のあるカテキン類、２－ヒドロキシ－４－（メチルスルファニル
）ブタン酸、ＥＰ２２４８４２１に記載の（３Ｅ，３・Ｒ，８βＳ）－３－（｛［（２Ｒ
）－４－メチル－５－オキソ－２，５－ジヒドロフラン－２－イル］オキシ｝メチレン）
－３，３α，４，８β－テトラヒドロ－２Ｈ－インデノ［１，２－ｂ］フラン－２－オン
および関連するラクトン類、アブシシン酸、（２Ｚ，４Ｅ）－５－［６－エチニル－１－
ヒドロキシ－２，６－ジメチル－４－オキソシクロヘキス－２－エン－１－イル］－３－
メチルペンタ－２，４－ジエン酸、（２Ｚ，４Ｅ）－５－［６－エチニル－１－ヒドロキ
シ－２，６－ジメチル－４－オキソシクロヘキス－２－エン－１－イル］－３－メチルペ
ンタ－２，４－ジエン酸メチル。
【０２４４】
　除草剤または植物成長調節剤
　混合物製剤またはタンクミックスで式（Ｉ）の化合物の本発明の使用に有用な組み合わ
せ相手は、例えば、Ｗｅｅｄ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　２６（１９８６），　４４１－４４５
または″Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ″，　第１５版、Ｔｈｅ　Ｂｒｉｔ
ｉｓｈ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｒｏｙａ
ｌ　Ｓｏｃ．　ｏｆ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，　２００９およびそこで引用の文献に記載の
ようなアセト乳酸シンターゼ、アセチル－ＣｏＡカルボキシラーゼ、セルロースシンター
ゼ、エノイルピルビニルシキメート－３－ホスフェートシンターゼ、グルタミンシンター
ゼ、ｐ－ヒドロキシフェニルピルバートジオキシゲナーゼ、フィトエンデサチュラーゼ、
光化学系Ｉ、光化学系ＩＩ、プロトポルフィリノーゲンオキシダーゼ、ジベレリン生合成
の阻害に基づく公知の有効成分である。
【０２４５】
　本発明の化合物と組み合わせることができる公知の除草剤または植物成長調節剤の例と
しては下記の有効成分などがあり（当該化合物は国際標準化機構（ＩＳＯ）による「慣用
名」により、または化学名もしくはコード番号によって呼称される。）、酸、塩、エステ
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ルそして立体異性体および光学異性体などの異性体などの全ての使用形態を常に包含する
。）。例として、一つの使用形態および場合によって複数の使用形態が挙げられる。
【０２４６】
　除草剤の群からの可能な混合相手は、
　アセトクロル、アシフルオルフェン、アシフルオルフェン－ナトリウム、アクロニフェ
ン、アラクロール、アリドクロル、アロキシジム、アロキシジム－ナトリウム、アメトリ
ン、アミカルバゾン、アミドクロル、アミドスルフロン、アミノシクロピラクロル、アミ
ノシクロピラクロル－カリウム、アミノシクロピラクロル－メチル、アミノピラリド、ア
ミトロール、スルファミン酸アンモニウム、アンシミドール、アニロホス、アスラム、ア
トラジン、アザフェニジン、アジムスルフロン、ベフルブタミド、ベナゾリン－エチル、
ベンフルラリン、ベンフレサート、ベンスルフロン、ベンスルフロン－メチル、ベンスリ
ド、ベンタゾン、ベンゾビシクロン、ベンゾフェナプ、ビシクロピロン、ビフェノックス
、ビラナホス、ビラナホス－ナトリウム、ビスピリバク、ビスピリバク－ナトリウム、ブ
ロマシル、ブロモブチド、ブロモフェノキシム、ブロモキシニル、ブロモキシニル－カリ
ウム、ブロモキシニル－ヘプタノエート、ブロモキシニル－オクタノエート、ブロモキシ
ニル－ブチレート、ブソキシノン、ブタクロール、ブタフェナシル、ブタミホス、ブテナ
クロル、ブトラリン、ブトロキシジム、ブチレート、カフェンストロール、カルベタミド
、カルフェントラゾン、カルフェントラゾン－エチル、クロランベン、クロルブロムロン
、クロルフェナク、クロルフェナク－ナトリウム、クロルフェンプロップ、クロルフルレ
ノール、クロルフルレノール－メチル、クロリダゾン、クロリムロン、クロリムロン－エ
チル、クロロフタリム、クロロトルロン、クロルタル－ジメチル、クロルスルフロン、シ
ニドン、シニドン－エチル、シンメチリン、シノスルフロン、クレトジム、クロジナホッ
プ、クロジナホップ－プロパルギル、クロマゾン、クロメプロップ、クロピラリド、クロ
ランスラム、クロランスラム－メチル、クミルロン、シアナミド、シアナジン、シクロエ
ート、シクロスルファムロン、シクロキシジム、シハロホップ、シハロホップ－ブチル、
シプラジン、２，４－Ｄ、２，４－Ｄ－ブトチル、－ブチル、－ジメチルアンモニウム、
－ジオールアミン、－エチル、－２－エチルヘキシル、－イソブチル、－イソオクチル、
－イソプロピルアンモニウム、－カリウム、－トリイソプロパノールアンモニウムおよび
－トロールアミン、２，４－ＤＢ、２，４－ＤＢ－ブチル、－ジメチルアンモニウム、－
イソオクチル、－カリウムおよび－ナトリウム、ダイムロン（ジムロン）、ダラポン、ダ
ゾメット、ｎ－デカノール、デスメジファム、デスメトリン、デトシル－ピラゾラート（
ＤＴＰ）、ジカンバ、ジクロベニル、ジクロルプロップ、ジクロルプロップ－Ｐ、ジクロ
ホップ、ジクロホップ－メチル、ジクロホップ－Ｐ－メチル、ジクロスラム、ジフェンゾ
クアット、ジフルフェニカン、ジフルフェンゾピル、ジフルフェンゾピル－ナトリウム、
ジメフロン、ジメピペレート、ジメタクロル、ジメタメトリン、ジメテナミド、ジメテナ
ミド－Ｐ、ジメトラスルフロン、ジニトラミン、ジノテルブ、ジフェナミド、ジクアット
、ジクアットジブロミド、ジチオピル、ジウロン、ＤＮＯＣ、エンドタル、ＥＰＴＣ、エ
スプロカルブ、エタルフルラリン、エタメツルフロン、エタメツルフロン－メチル、エチ
オジン、エトフメサート、エトキシフェン、エトキシフェン－エチル、エトキシスルフロ
ン、エトベンザニド、Ｆ－５３３１、すなわちＮ－［２－クロロ－４－フルオロ－５－［
４－（３－フルオロプロピル）－４，５－ジヒドロ－５－オキソ－１Ｈ－テトラゾール－
１－イル］－フェニル］－エタンスルホンアミド、Ｆ－７９６７、すなわち３－［７－ク
ロロ－５－フルオロ－２－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ベンズイミダゾール－４－イ
ル］－１－メチル－６－（トリフルオロメチル）ピリミジン－２，４（１Ｈ，３Ｈ）－ジ
オン、フェノキサプロップ、フェノキサプロップ－Ｐ、フェノキサプロップ－エチル、フ
ェノキサプロップ－Ｐ－エチル、フェノキサスルホン、フェントラザミド、フラムプロッ
プ、フラムプロップ－Ｍ－イソプロピル、フラムプロップ－Ｍ－メチル、フラザスルフロ
ン、フロラスラム、フルアジホップ、フルアジホップ－Ｐ、フルアジホップ－ブチル、フ
ルアジホップ－Ｐ－ブチル、フルカルバゾン、フルカルバゾン－ナトリウム、フルセトス
ルフロン、フルクロラリン、フルフェナセット（チアフルアミド（ｔｈｉａｆｌｕａｍｉ
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ｄｅ）、フルチアミド）、フルフェンピル、フルフェンピル－エチル、フルメツラム、フ
ルミクロラク、フルミクロラク－ペンチル、フルミオキサジン、フロオメツロン、フルオ
ログリコフェン、フルオログリコフェン－エチル、フルプロパナート（ｆｌｕｐｒｏｐａ
ｎａｔｅ）、フルピルスルフロン、フルピルスルフロン－メチル－ナトリウム、フルレノ
ール、フルレノール－ブチル、フルリドン、フルロクロリドン、フルロキシピル、フルロ
キシピル－メプチル、フルルタモン、フルチアセット、フルチアセット－メチル、フルチ
アミド、ホメサフェン、ホメサフェン－ナトリウム、ホラムスルフロン、ホサミン、グル
ホシナート、グルホシナート－アンモニウム、グルホシナート－Ｐ，グルホシナート－Ｐ
－アンモニウム、グルホシナート－Ｐ－ナトリウム、グリホサート、グリホサート－イソ
プロピルアンモニウム、－アンモニウム、－ジアンモニウム、－ジメチルアンモニウム、
－カリウム、－ナトリウムおよび－トリメシウム、Ｈ－９２０１、すなわちＯ－（２，４
－ジメチル－６－ニトロフェニル）－Ｏ－エチルイソプロピルホスホルアミドチオエート
、ハロサフェン、ハロスルフロン、ハロスルフロン－メチル、ハロキシホップ、ハロキシ
ホップ－Ｐ、ハロキシホップ－エトキシエチル、ハロキシホップ－Ｐ－エトキシエチル、
ハロキシホップ－メチル、ハロキシホップ－Ｐ－メチル、ヘキサジノン、ＨＷ－０２、す
なわち（２，４－ジクロルフェノキシ）酢酸１－（ジメトキシホスホリル）－エチル、イ
マザメタベンズ、イマザメタベンズ－メチル、イマザモックス、イマザモックス－アンモ
ニウム、イマザピック、イマザピック－アンモニウム、イマザピル、イマザピル－イソプ
ロピルアンモニウム、イマザキン、イマザキン－アンモニウム、イマゼタピル、イマゼタ
ピル－アンモニウム、イマゾスルフロン、インダノファン、インダジフラム、ヨードスル
フロン、ヨードスルフロン－メチル－ナトリウム、イオキシニル、イオキシニル－ナトリ
ウム、イオキシニル－カリウム、イオキシニル－オクタノエート、イプフェンカルバゾン
、イソプロツロン、イソウロン、イソキサベン、イソキサフルトール、カルブチラート、
ＫＵＨ－０４３、すなわち３－（｛［５－（ジフルオロメチル）－１－メチル－３－（ト
リフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－４－イル］メチル｝スルホニル）－５，５－ジ
メチル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール、ケトスピラドックス、ラクトフェン
、レナシル、リヌロン、ＭＣＰＡ（塩およびエステル）、ＭＣＰＢ（塩およびエステル）
、ＭＣＰＢ－メチル、－エチルおよび－ナトリウム、メコプロップ、メコプロップ－ナト
リウムおよび－ブトチル、メコプロップ－Ｐ、メコプロップ－Ｐ－ブトチル、－ジメチル
アンモニウム、－２－エチルヘキシルおよび－カリウム、メフェナセット、メフルイジド
、メソスルフロン、メソスルフロン－メチル、メソトリオン、メタム、メタミホップ、メ
タミトロン、メタザクロール、メタゾスルフロン、メタベンズチアズロン、メチオピリス
ルフロン（ｍｅｔｈｉｏｐｙｒｉｓｕｌｆｕｒｏｎ）、メチオゾリン、メチルイソチオシ
アナート、メトブロムロン、メトラクロール、Ｓ－メトラクロール、メトスラム、メトク
スロン、メトリブジン、メツルフロン、メツルフロン－メチル、モリネート、モノリヌロ
ン、モノスルフロン、モノスルフロンエステル類、ＭＴ１２８、すなわち６－クロロ－Ｎ
－［（２Ｅ）－３－クロロプロプ－２－エン－１－イル］－５－メチル－Ｎ－フェニルピ
リダジン－３－アミン、ＭＴ－５９５０、すなわちＮ－［３－クロロ－４－（１－メチル
エチル）－フェニル］－２－メチルペンタンアミド、ＮＧＧＣ－０１１、ナプロパミド、
ＮＣ－３１０、すなわち４－（２，４－ジクロロベンゾイル）－１－メチル－５－ベンジ
ルオキシピラゾール、ネブロン、ニコスルフロン、ノナン酸、ノルフルラゾン、オレイン
酸（脂肪酸）、オルベンカルブ、オルソスルファムロン、オリザリン、オキサジアルギル
、オキサジアゾン、オキサスルフロン、オキサジクロメホン、オキシフルオルフェン、パ
ラコート、パラコートジクロリド、ペブレート、ペラルゴン酸（ノナン酸）、ペンジメタ
リン、ペノキススラム、ペンタノクロロフェノール、ペントキサゾン、ペトキサミド、石
油、フェンメジファム、フェンメジファム－エチル、ピクロラム、ピコリナフェン、ピノ
キサデン、ピペロホス、プレチラクロール、プリミスルフロン、プリミスルフロン－メチ
ル、プロジアミン、プリフルラリン、プロホキシジム、プロメトン、プロメトリン、プロ
パクロル、プロパニル、プロパキザホップ、プロパジン、プロファム、プロピソクロール
、プロポキシカルバゾン、プロポキシカルバゾン－ナトリウム、プロピリスルフロン、プ
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ロピザミド、プロスルホカルブ、プロスルフロン、ピラクロニル、ピラフルフェン、ピラ
フルフェン－エチル、ピラスルホトール、ピラゾリナート（ピラゾラート）、ピラゾスル
フロン、ピラゾスルフロン－エチル、ピラゾキシフェン、ピリバムベンズ（ｐｙｒｉｂａ
ｍｂｅｎｚ）、ピリバムベンズ－イソプロピル、ピリバムベンズ－プロピル、ピリベンゾ
キシム、ピリブチカルブ、ピリダホール、ピリダート、ピリフタリド、ピリミノバック、
ピリミノバック－メチル、ピリミスルファン、ピリチオバック、ピリチオバック－ナトリ
ウム、ピロキサスルホン、ピロキシスラム（ｐｙｒｏｘｓｕｌａｍ）、キンクロラック、
キンメラック、キノクラミン、キザロホップ、キザロホップ－エチル、キザロホップ－Ｐ
、キザロホップ－Ｐ－エチル、キザロホップ－Ｐ－テフリル、リムスルフロン、サフルフ
ェナシル、セトキシジム、シデュロン、シマジン、シメトリン、スルコトリオン、スルフ
ェントラゾン、スルホメツロン、スルホメツロン－メチル、スルホサート、スルホスルフ
ロン、ＳＷ－０６５、ＳＹＮ－５２３、ＳＹＰ－２４９、すなわち５－［２－クロロ－４
－（トリフルオロメチル）フェノキシ］－２－ニトロ安息香酸１－エトキシ－３－メチル
－１－オキソブト－３－エン－２－イル、ＳＹＰ－３００、すなわち１－［７－フルオロ
－３－オキソ－４－（プロプ－２－イン－１－イル）－３，４－ジヒドロ－２Ｈ－１，４
－ベンゾオキサジン－６－イル］－３－プロピル－２－チオキソイミダゾリジン－４，５
－ジオン、ＴＣＡ（トリクロロ酢酸）、ＴＣＡ－ナトリウム、テブチウロン、テフリルト
リオン、テンボトリオン、テプラロキシジム、テルバシル、テルブカルブ、テルブメトン
、テルブチラジン、テルブトリン、テニルクロール、チアゾピル、チエンカルバゾン、チ
エンカルバゾン－メチル、チフェンスルフロン、チフェンスルフロン－メチル、チオベン
カルブ、トプラメゾン、トラルコキシジム、トリアファモン、トリアラート、トリアスル
フロン、トリアジフラム、トリベヌロン、トリベヌロン－メチル、トリクロピル、トリエ
タジン、トリフロキシスルフロン、トリフロキシスルフロン－ナトリウム、トリフルラリ
ン、トリフルスルフロン、トリフルスルフロン－メチル、トリトスルフロン（ｔｒｉｔｏ
ｓｕｌｆｕｒｏｎ）、硫酸尿素、ベルノレート、ＺＪ－０８６２、すなわち３，４－ジク
ロロ－Ｎ－｛２－［（４，６－ジメトキシピリミジン－２－イル）オキシ］ベンジル｝ア
ニリンであり、下記の化合物もある。
【０２４７】

【化１７】

　植物成長調節剤の群からの可能な混合相手は、例えばアブシシン酸、アシベンゾラル、
アシベンゾラル－Ｓ－メチル、５－アミノレブリン酸、アンシミドール、６－ベンジルア
ミノプリン、ブラシノリド、カテキン、クロプロップ、シクラニリド、３－（シクロプロ
プ－１－エンイル）プロピオン酸、３－（シクロプロプ－１－エンイル）プロピオン酸ナ
トリウム塩、ダミノジド、ダゾメット、ｎ－デカノール、ジケグラック、ジケグラック－
ナトリウム、エンドタール、フルメトラリン、フルレノール、フルレノール－ブチル、フ
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ルルプリミドール、ホルクロルフェニュロン、ジベレリン酸、イナベンフィド、インドー
ル－３－酢酸（ＩＡＡ）、４－インドール－３－イル酪酸、イソプロチオラン、ジャスモ
ン酸、ジャスモン酸メチル、カイネチン、マレイン酸ヒドラジド、メピコートクロライド
、１－メチルシクロプロペン、２－（１－ナフチル）アセトアミド、１－ナフチル酢酸、
２－ナフチルオキシ酢酸、ニトロフェノレート混合物、４－オキソ－４－［（２－フェニ
ルエチル）アミノ］酪酸、パクロブトラゾール、Ｎ－フェニルフタルアミド酸、プロベナ
ゾール、プロヘキサジオン、プロヘキサジオン－カルシウム、プロヒドロジャスモン、プ
ロファム、サリチル酸、ストリゴラクトン、テクナゼン、チジアズロン、トリアコンタノ
ール、トリネキサパック、チトデフ（ｔｓｉｔｏｄｅｆ）、ウニコナゾール、ウニコナゾ
ール－Ｐである。
【０２４８】
　下記の生物例によって本発明を説明するが、本発明はそれらに限定されるものではない
。
【０２４９】
　生物例
　Ａ）試験条件
　Ａ１）温室試験での試験条件
　直径８ｃｍのポットによるポット試験を用いて、通常の良好な植物成長条件下に温室で
試験を行った。各ポットには６から８個の植物を入れた。結果は二連の平均である。
【０２５０】
　施用を、種子処理、発芽前または発芽後処理で行った。発芽前または発芽後施用は、１
００から３００リットル／水／ヘクタールを用いて噴霧施用で行った。作物植物種および
施用時点での作物植物の成長段階を結果の表に報告してある。組み合わせでそれぞれ単独
で施用される除草有効成分の施用量も、結果の表に示してある。
【０２５１】
　評価は、肉眼観察による評点（０％から１００％スケール、結果表に示した施用から数
日後、処理ポットと未処理チェックポットとの比較）によって行った。結果（ポット当た
りの全植物の平均として、そして二連の平均として）を、下記の結果表に示してある。
【０２５２】
　Ａ２）圃場試験における試験条件
　自然圃場条件下に試験を行った（区画試験、１０ｍ２区画、２から４連）。
【０２５３】
　種子処理、発芽前処理または発芽後処理の直接施用（単独、１施用）または順次処理、
例えば種子処理と次に発芽前および／または発芽後噴霧施用で施用を行った。発芽前施用
または発芽後施用は、１００から３００リットル／水／ヘクタールを用いる噴霧施用で行
った。施用時点での作物種の成長段階を、結果表に報告している。順次施用で個々に単独
で施用された除草有効成分の施用量も、結果表に記載している。
【０２５４】
　評価は、肉眼観察評点（０％から１００％スケール）またはカウンティングによって行
った。試験物は、作物が完全成熟に達した後に収穫した。収穫後、区画当たりの穀粒／種
子／ビートの総重量を測定した。結果は、２から４連の平均として報告している。施用と
評価またはカウンティング／収穫との間の時間も結果表に記載している。
【０２５５】
　Ａ３）種子処理条件
　有効成分を、担体とともに未処理乾燥種子に施用した。短時間にわたり種子を乾燥させ
た後、標準的な装置を用いる種子のポットまたは圃場での播種用に準備した。
【０２５６】
　Ｂ）結果表における略称
　ａｉ＝有効成分（１００％有効成分基準）
　ＣＰＡ＝シプロスルファミド（本発明の化合物（Ａ１））
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　施用量［ｇ／ａｉ］＝有効成分グラム数／ヘクタールでの施用量
　ＥＰＣ＝エポキシコナゾール（本発明のＦ－１０８）
　ｆｂ＝次に（順次施用）
　ｍｇ　ａｉ／種子＝有効成分ミリグラム数／種子（穀粒当たり）
　ｇ　ａｉ／ｋｇ種子＝有効成分グラム数／種子ｋｇ
　発芽前＝播種後（発芽前）に施用（噴霧）
　発芽後＝作物植物の発芽後に施用（噴霧）
　ＰＴＣ＝プロチオコナゾール（本発明のＦ－１２４）
　ＳＴ＝種子処理として施用（播種前）
　ＴＢＣ＝テブコナゾール（本発明のＦ－１２７）
　ＴＦＳ＝トリフロキシストロビン（本発明のＦ－６０）
　ＵＴＣ＝未処理対照
　収量［ｔ／ｈａ］＝メートルトン（１０００ｋｇ）／ヘクタール単位での収穫された穀
物の収量（成熟穀粒）。
【０２５７】
　Ｃ）圃場試験での結果
　表１：シプロスルファミドによる種子処理後のコーン（トウモロコシ）に対する穀物収
量
【０２５８】
【表１】

　表２：シプロスルファミドによる種子処理後のイネ植物の発生および発芽
【０２５９】
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【表２】

　表３：冬コムギに対する穀物収量効果－シプロスルファミドによる発芽前施用
【０２６０】
【表３】

　表４：春コムギに対する穀物収量効果－シプロスルファミドの発芽後施用
【０２６１】
【表４】

　表５：トウモロコシに対する穀物収量効果－シプロスルファミドの発芽後施用
【０２６２】
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【表５】

　表６：ワタに対する収量効果－シプロスルファミドの発芽後施用
【０２６３】

【表６】

　表７：春小麦に対する収量効果（グルテン含有量）－シプロスルファミドの発芽後施用
【０２６４】
【表７】

　表８：大豆に対する穀物収量効果－シプロスルファミドの発芽後施用
【０２６５】
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【表８】

　表９：キャノーラに対する穀物収量効果－シプロスルファミドの順次施用
【０２６６】

【表９】

　表１０：キャノーラに対する穀物収量効果－シプロスルファミドによる発芽後処理
【０２６７】



(70) JP 6138797 B2 2017.5.31

10

20

30

【表１０】

　表１１：トウモロコシに対する穀物収量効果－シプロスルファミドの順次施用
【０２６８】

【表１１】

　表１２：トウモロコシに対する収量効果－シプロスルファミドの順次施用
【０２６９】
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【表１２】

　表１３：サトウダイコンに対する収量効果－シプロスルファミドの順次施用
【０２７０】
【表１３】

　表１４：冬小麦に対する穀物収量効果－シプロスルファミドによる種子処理
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【０２７１】
【表１４】

　表１５：イネに対する穀物収量効果－シプロスルファミドの順次施用
【０２７２】
【表１５】

　表１６：春小麦に対する穀物収量－シプロスルファミド（ＣＰＡ）＋エポキシコナゾー
ル（ＥＰＣ）による発芽後処理
【０２７３】
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【表１６】

　表１７：春小麦に対する穀物収量効果－シプロスルファミド（ＣＰＡ）＋プロチオコナ
ゾール（ＰＴＣ）＋テブコナゾール（ＴＢＣ）による発芽後処理
【０２７４】
【表１７】

　表１８：トウモロコシに対する穀物収量効果－シプロスルファミド（ＣＰＡ）＋（プロ
チオコナゾール（ＰＴＣ）＋トリフロキシストロビン（ＴＦＳ））による発芽後処理
【０２７５】
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【表１８】

　表１９：春アブラナ（キャノーラ）に対する穀物収量効果－シプロスルファミド（ＣＰ
Ａ）＋テブコナゾール（ＴＢＣ）による発芽後処理
【０２７６】
【表１９】

　表２０：春小麦に対する穀物収量効果－シプロスルファミド（ＣＳＡ）＋（２，４－Ｄ
＋ＭＣＰＡ）による発芽後処理
【０２７７】
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【表２０】
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