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(57)【要約】
　本発明は、菌類病又は虫害から植物、作物又は種子を保護することを目的とした殺有害
生物剤組成物、及び、該組成物を施用することによる対応する保護方法に関する。より正
確には、本発明の対象は、テトラゾリルオキシム誘導体とチアゾリルピペリジン誘導体に
基づく殺有害生物剤組成物であり、ここで、該組成物は、さらに、別の殺菌剤及び／又は
殺虫活性を有する物質若しくは化合物も含有し得る。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　組成物であって、
　（Ａ）　式（Ｉ）
【化１】

〔式中、
　・　Ｒ１は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若しくは置換され
ていないＣ１－Ｃ６－アルキル、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６

－アルコキシ、ニトロ、シアノ、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６

－アリール又は置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６－アルキルスルホ
ニルを表し；
　・　ｑは、０、１、２、３、４又は５を表し；
　・　Ａは、式（Ａ１）又は式（Ａ２）：
【化２】

［式中、Ｙは、Ｃ１－Ｃ６－アルキル基を表す］
で表されるテトラゾイル基を表し；及び、
　・　Ｄは、式（Ｄ１）で表されるピリジル基又は式（Ｄ２）で表されるチアゾリル基；
【化３】

［式中、
　Ｒ２及びＲ３は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若しくは置換
されていないＣ１－Ｃ８－アルキル、ニトロ、シアノ、ヒドロキシ基、メルカプト基、ホ
ルミル、ヒドロキシカルボニル、置換されているか若しくは置換されていないアミノ、置
換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル、置換されているか若
しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル、置換されているか若しくは置換されて
いないアリール、置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクリル、ＯＲａ、
Ｓ（Ｏ）ｒＲａ、ＣＯＲａ又はＣＯ２Ｒａを表し；ここで、Ｒａは、置換されているか若
しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ないアミノ、置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ８－シクロアルキル、
置換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル、置換されているか
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若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル、置換されているか若しくは置換され
ていないアリールを表し；ここで、ｒは、０、１又は２を表し；
　ｎは、０、１、２又は３を表し；
　Ｚは、Ｑ１ＣＯＮＨ－を表し；ここで、Ｑ１は、置換されているか若しくは置換されて
いないＣ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－
アルコキシ、置換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニルオキシ
を表す］
を表す〕
で表されるテトラゾリルオキシム誘導体、並びに、その塩、Ｎ－オキシド、金属錯体及び
半金属錯体、又は、（Ｅ）異性体及び（Ｚ）異性体及びそれらの混合物；
及び、
　（Ｂ）　式（ＩＩ）
【化４】

〔式中、
　・　Ｒ４は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、Ｃ１－Ｃ６－アルキル、Ｃ１－Ｃ６

－アルコキシ、１～５個のハロゲン原子を含んでいるＣ１－Ｃ６－ハロアルキル、シアノ
を表し；
　・　ｕは、１、２、３、４又は５を表す〕
で表されるチアゾリルピペリジン誘導体、並びに、その塩、Ｎ－オキシド、金属錯体及び
半金属錯体、又は、光学活性異性体及びそれらの混合物；
を１，０００／１～１／１，０００の範囲のＡ／Ｂの重量比で含んでいる、前記組成物。
【請求項２】
　Ｒ１が、独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若しくは置換されてい
ないＣ１－Ｃ６－アルキル、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６－ア
ルコキシを表す、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　Ｒ１が、独立して、水素原子又はハロゲン原子を表す、請求項１～２のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項４】
　Ｙがメチル基を表す、請求項１又は３に記載の組成物。
【請求項５】
　Ｒ２及びＲ３が、独立して、水素原子又はハロゲン原子を表す、請求項１～４のいずれ
か１項に記載の組成物。
【請求項６】
　Ｒ４が、独立して、水素原子又はハロゲン原子を表す、請求項１～５のいずれか１項に
記載の組成物。
【請求項７】
　Ｒ４が、水素原子又はフッ素を表す、請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項８】
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　式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体が、
　ブタ－３－イン－１－イル　｛６－［（｛［（Ｚ）－（１－メチル－１Ｈ－テトラゾー
ル－５－イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝
カルバメート；又は、
　ｔｅｒｔ－ブチル　｛６－［（｛［（Ｚ）－（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール－５－
イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝カルバメ
ート；
である、請求項１～７のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項９】
　式（ＩＩ）で表されるチアゾリルピペリジン誘導体が、
　２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］－１
－｛４－［４－（５－フェニル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル）
－１，３－チアゾール－２－イル］ピペリジン－１－イル｝エタノン；又は、
　１－（４－｛４－［５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２
－オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）
－２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタ
ノン；
である、請求項１～８のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　さらに、
（Ｃ）第３の殺菌剤化合物
を、１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００の範囲のＡ／Ｂ／Ｃの重
量比で含んでいる、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１１】
　さらに、
（Ｄ）殺虫剤化合物
を、１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００の範囲のＡ／Ｂ／Ｄの重
量比で含んでいる、請求項１～９のいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１２】
　さらに、
（Ｃ）第３のさらなる殺菌剤化合物、及び、
（Ｄ）殺虫剤化合物
を、１，０００／１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００／１，００
０の範囲のＡ／Ｂ／Ｃ／Ｄの重量比で含んでいる、請求項１～９のいずれか１項に記載の
組成物。
【請求項１３】
　植物、作物若しくは種子の植物病原性菌類又は植物、作物若しくは種子に損傷を与える
昆虫類を防除する方法であって、栽培学的に有効で且つ植物に対して実質的に毒性を示さ
ない量の請求項１～１０に記載の殺有害生物剤組成物を、種子、植物若しくは植物の果実
に対して、又は、植物がそこで成育しているか若しくは植物をそこで栽培するのが望まし
い土壌若しくは不活性底土、軽石、火砕性の物質若しくは材料、合成有機底土、有機底土
若しくは液体基体に対して、種子処理として、茎葉施用として、茎施用として、又は、灌
注若しくは滴下施用又は化学溶液灌水として、施用することを含む、前記方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、菌類病又は虫害から植物、作物又は種子を保護することを目的とした殺有害
生物剤（ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ）組成物、及び、該組成物を施用することによる対応する保
護方法に関する。より正確には、本発明の対象は、テトラゾリルオキシム誘導体とチアゾ
リルピペリジン誘導体に基づく殺有害生物剤組成物であり、ここで、該組成物は、さらに
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、別の殺菌剤及び／又は殺虫活性を有する物質若しくは化合物も含有し得る。
【０００２】
　殺有害生物剤活性に関して、特に、作物を保護するための殺有害生物剤活性に関して、
この技術分野において実施される研究の核心にある問題の１つは、性能を改善すること、
特に、生物学的活性に関する性能、及び、特に、そのような活性を長期間にわたって維持
することに関する性能を改善することである。
【０００３】
　本発明は、作物を侵襲する有害生物を防除するために、特に、昆虫類又は病害を防除す
るために使用することが可能な、特に、農業従事者が使用することが可能な、殺有害生物
剤組成物を提供する。
【０００４】
　植物を保護するのに有用な殺有害生物剤化合物は、その生態毒性が最小限に低減されて
いなければならない。それらは、可能な限り、使用中の作業者に対して危険であってはな
らないか又は毒性を示してはならない。もちろん、新規殺有害生物剤の探求において経済
的要因を見過ごしてはならない。
【０００５】
　植物若しくは作物の有害生物による損傷又は植物若しくは作物に対する有害生物の攻撃
を駆除する（ｃｏｍｂａｔｉｎｇ）ために環境中に撒き散らされる化学製品の薬量を低減
することが可能となるように、本発明は、有利には、特に有害生物に対する効力及びその
効力の持続性（ｐｅｒｅｎｎｉａｌｌｙ）に関して充分に高い性能を有している、殺有害
生物剤組成物を提供する。
【０００６】
　本発明は、特に、植物の処理（特に、菌類病の茎葉処理及び種子処理、又は、昆虫類の
防除）において、例えば、穀類、ワタ、ラッカセイ、インゲンマメ、ビート、カノラ、ナ
ス科植物、ブドウの木、野菜類、ムラサキウマゴヤシ、ダイズ、市場向け菜園作物（ｍａ
ｒｋｅｔ　ｇａｒｄｅｎ　ｃｒｏｐ）、芝、樹木又は園芸植物などの処理において、より
高い活性をより長期間にわたって示すことが可能な、従って、より薬量が低いが、毒性も
低い、殺有害生物剤組成物を提供する。
【０００７】
　本発明の組成物によって、広範な種類の昆虫類又は菌類を防除することが可能である。
例えば、本発明による殺有害生物剤組成物は、ネコブカビ類（Ｐｌａｓｍｏｄｉｏｐｈｏ
ｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）、卵菌類（Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）、ツボカビ類（Ｃｈｙｔｒｉｄｉ
ｏｍｙｃｅｔｅｓ）、接合菌類（Ｚｙｇｏｍｙｃｅｔｅｓ）、担子菌類（Ｂａｓｉｄｉｏ
ｍｙｃｅｔｅｓ）、不完全菌類（Ｄｅｕｔｅｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）及び子嚢菌類（Ａｓｃ
ｏｍｙｃｅｔｅｓ）などの菌類に対して改善された効力を示す。
【０００８】
　とりわけ、これらの全ての目的又は有利な点は、テトラゾリルオキシム誘導体とチアゾ
リルピペリジン誘導体を含んでいる殺有害生物剤組成物（ここで、該殺有害生物剤組成物
は、別の殺菌剤及び／又は殺虫活性物質若しくは化合物もさらに含み得る）を見いだすこ
とによって達成された。そのような組成物は、驚くべきことに、そして、意外なことに、
広範な昆虫類又は菌類に対して、特に、作物の病害又は損傷に関与する昆虫類又は菌類に
対して、極めて高く、持続的な抗真菌効力又は殺虫効力を示すことができる。作物の他の
害虫又は病害は、本発明の殺有害生物剤組成物を用いて防除することが可能である。
【０００９】
　本発明による殺有害生物剤組成物は、さらにまた、細菌又はウイルスによる病害を治療
するために使用することもできる。
【００１０】
　本発明による殺有害生物剤組成物を用いて防除することが可能な昆虫類又は線虫類には
、極めて広範なそのような有害生物が包含される。
【背景技術】
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【００１１】
　特許出願ＵＳ－２００５／００７０４３９においては、特定のテトラゾリルオキシム誘
導体が開示されている。その化合物を別の化学物質と混合させる可能性については、概し
て記載されている。しかしながら、この文献には、該テトラゾリルオキシム誘導体を殺菌
剤化合物と一緒に含んでいる組合せに関する具体的な開示はなされていない。
【００１２】
　特許出願ＷＯ－２００９／１１９０７２及びＷＯ－２０１０／０９４７２８においては
、特定のテトラゾリルオキシム誘導体が開示されており、そして、そのテトラゾリルオキ
シム誘導体に関して、該化合物を別の化学物質と混合させる可能性について記載されてい
る。しかしながら、この文献には、該テトラゾリルオキシム誘導体をチアゾリルピペリジ
ン誘導体と一緒に含んでいる組合せに関する具体的な開示はなされていない。
【００１３】
　特許出願ＷＯ－２００８／０１３９２５においては、特定のチアゾリロピペリジン誘導
体が開示されている。その化合物を別の化学物質と混合させる可能性については、概して
記載されている。しかしながら、この文献には、該テトラゾリルオキシム誘導体を殺菌剤
化合物と一緒に含んでいる組合せに関する具体的な開示はなされていない。
【００１４】
　特許出願ＷＯ－２００９／０５５５１４においては、特定のチアゾリルピペリジン誘導
体が開示されており、そして、そのチアゾリルピペリジン誘導体に関して、該化合物を別
の化学物質と混合させる可能性について記載されている。しかしながら、この文献には、
該チアゾリルピペリジン誘導体をテトラゾリルオキシム誘導体と一緒に含んでいる組合せ
に関する具体的な開示はなされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／００７０４３９号
【特許文献２】国際特許出願公開第２００９／１１９０７２号
【特許文献３】国際特許出願公開第２０１０／０９４７２８号
【特許文献４】国際特許出願公開第２００８／０１３９２５号
【特許文献５】国際特許出願公開第２００９／０５５５１４号
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　主要な態様において、本発明は、
　（Ａ）　式（Ｉ）
【００１７】
【化１】

〔式中、
　・　Ｒ１は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若しくは置換され
ていないＣ１－Ｃ６－アルキル、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６

－アルコキシ、ニトロ、シアノ、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６
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－アリール又は置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ６－アルキルスルホ
ニルを表し；
　・　ｑは、０、１、２、３、４又は５を表し；
　・　Ａは、式（Ａ１）又は式（Ａ２）：
【００１８】
【化２】

［式中、Ｙは、Ｃ１－Ｃ６－アルキル基を表す］
で表されるテトラゾイル基を表し；及び、
　・　Ｄは、式（Ｄ１）で表されるピリジル基又は式（Ｄ２）で表されるチアゾリル基；
【００１９】

【化３】

［式中、
　Ｒ２及びＲ３は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若しくは置換
されていないＣ１－Ｃ８－アルキル、ニトロ、シアノ、ヒドロキシ基、メルカプト基、ホ
ルミル、ヒドロキシカルボニル、置換されているか若しくは置換されていないアミノ、置
換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル、置換されているか若
しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル、置換されているか若しくは置換されて
いないアリール、置換されているか若しくは置換されていないヘテロシクリル、ＯＲａ、
Ｓ（Ｏ）ｒＲａ、ＣＯＲａ又はＣＯ２Ｒａを表し；ここで、Ｒａは、置換されているか若
しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されてい
ないアミノ、置換されているか若しくは置換されていないＣ３－Ｃ８－シクロアルキル、
置換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルケニル、置換されているか
若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニル、置換されているか若しくは置換され
ていないアリールを表し；ここで、ｒは、０、１又は２を表し；
　ｎは、０、１、２又は３を表し；
　Ｚは、Ｑ１ＣＯＮＨ－を表し；ここで、Ｑ１は、置換されているか若しくは置換されて
いないＣ１－Ｃ８－アルキル、置換されているか若しくは置換されていないＣ１－Ｃ８－
アルコキシ、置換されているか若しくは置換されていないＣ２－Ｃ８－アルキニルオキシ
を表す］
を表す〕
で表されるテトラゾリルオキシム誘導体、並びに、その塩、Ｎ－オキシド、金属錯体及び
半金属錯体、又は、（Ｅ）異性体及び（Ｚ）異性体及びそれらの混合物；
及び、
　（Ｂ）　式（ＩＩ）
【００２０】
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【化４】

〔式中、
　・　Ｒ４は、独立して、水素原子、ハロゲン原子、Ｃ１－Ｃ６－アルキル、Ｃ１－Ｃ６

－アルコキシ、１～５個のハロゲン原子を含んでいるＣ１－Ｃ６－ハロアルキル、シアノ
を表し；
　・　ｕは、１、２、３、４又は５を表す〕
で表されるチアゾリルピペリジン誘導体、並びに、その塩、Ｎ－オキシド、金属錯体及び
半金属錯体、又は、光学活性異性体及びそれらの混合物；
を１，０００／１～１／１，０００の範囲のＡ／Ｂの重量比で含んでいる組成物を提供す
る。
【００２１】
　本発明による化合物は、いずれも、その化合物内の立体単位（ｓｔｅｒｅｏｇｅｎｉｃ
　ｕｎｉｔ）（ＩＵＰＡＣ規則による定義のとおり）の数に応じて、１種類以上の立体異
性体として存在し得る。かくして、本発明は、等しく、全ての立体異性体及び可能な全て
の立体異性体の全ての比率における混合物に関する。当業者は、自体公知の方法により、
立体異性体を分離させることができる。
【００２２】
　特に、式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体の中に存在しているオキシム部
分の立体構造は、（Ｅ）異性体又は（Ｚ）異性体を含んでおり、これらの立体異性体は、
本発明の一部分を構成する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明によれば、下記総称は、一般に、以下の意味で用いられる：
　・　ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素又はヨウ素を意味する；
　・　ヘテロ原子は、窒素、酸素又は硫黄であることができる；
　・　特に別途示されていない限り、本発明に従って置換される基又は置換基は、以下の
基又は原子のうちの１つ以上で置換されることができる：ハロゲン原子、ニトロ基、ヒド
ロキシ基、シアノ基、イソシアノ基、イソシアネート基、チオシアネート基、アミノ基、
スルフェニル基、ホルミル基、ホルミルオキシ基、カルバモイル基、Ｃ１－Ｃ８－アルキ
ル、１～５個のハロゲン原子を有するＣ１－Ｃ８－ハロゲノアルキル、Ｃ２－Ｃ８－アル
ケニル、Ｃ２－Ｃ８－アルキニル、Ｃ２－Ｃ８－アルケニルオキシ、Ｃ１－Ｃ８－アルキ
ルアミノ、ジ－Ｃ１－Ｃ８－アルキルアミノ、フェニルアミノ、ベンジルアミノ、フェネ
チルアミノ、Ｃ１－Ｃ８－アルコキシ、１～５個のハロゲン原子を有するＣ１－Ｃ８－ハ
ロゲノアルコキシ、Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルフェニル、Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニ
ル、Ｃ１－Ｃ８－アルキルチオカルボニル、Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルバモイル、ジ－Ｃ

１－Ｃ８－アルキルカルバモイル、Ｃ１－Ｃ８－アルコキシカルボニル、Ｃ１－Ｃ８－ア
ルキルカルボニルオキシ、Ｃ１－Ｃ８－アルキルカルボニルアミノ、Ｃ１－Ｃ８－アルコ
キシカルボニルアミノ、Ｃ１－Ｃ８－アルキルスルフェニル、Ｃ１－Ｃ８－アルキルスル
ホニル、Ｃ２－Ｃ８－アルケニルスルホニル、Ｃ３－Ｃ８－アルキニルスルホニル、アリ
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ールスルホニル、飽和若しくは不飽和の４員、５員、６員若しくは７員のヘテロシクリル
スルホニル、アリール－[Ｃ１－Ｃ８]－アルキルスルホニル、Ｃ１－Ｃ８－アルキルスル
ファモイル、１～５個のハロゲン原子を有するＣ１－Ｃ８－ハロゲノアルキルスルファモ
イル、Ｎ－ジ（Ｃ１－Ｃ８－アルキル）スルファモイル、１～５個のハロゲン原子を有す
るＮ－ジ（Ｃ１－Ｃ８－ハロゲノアルキル）スルファモイル、アリールスルファモイル、
飽和若しくは不飽和の４員、５員、６員若しくは７員のヘテロシクリルスルファモイル　
アリール－[Ｃ１－Ｃ８]－アルキル、Ｎ、Ｏ、Ｓからなるリストの中で選択される最大で
４個までのヘテロ原子を含んでいる飽和若しくは不飽和の４員、５員、６員若しくは７員
のヘテロシクリル－[Ｃ１－Ｃ８]－アルキル、アリール－[Ｃ１－Ｃ８]－アルコキシ、ア
リールオキシ、アリール、（Ｃ１－Ｃ８－アルキルイミノ）－Ｃ１－Ｃ８－アルキル、飽
和若しくは不飽和の４員、５員、６員若しくは７員のヘテロシクリル、アリール－[Ｃ１

－Ｃ８]－アルキルチオ、アリールチオ、飽和若しくは不飽和の４員、５員、６員若しく
は７員のヘテロシクリルチオ；
　・　用語「アリール」は、フェニル又はナフチルを意味する；
　・　用語「ヘテロシクリル」は、飽和又は不飽和の４員、５員、６員又は７員のヘテロ
シクリルを意味する。
【００２４】
　さらなる態様において、本発明は、
　（Ａ）式（Ｉ）〔ここで、式（Ｉ）は、本明細書中で定義されているとおりである〕で
表されるテトラゾリルオキシム誘導体；
　（Ｂ）式（ＩＩ）〔ここで、式（ＩＩ）は、本明細書中で定義されているとおりである
〕で表されるチアゾリルピペリジン誘導体；
及び、
　（Ｃ）第３のさらなる殺菌剤化合物；
を、１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００の範囲のＡ／Ｂ／Ｃの重
量比で含んでいる組成物を提供する。
【００２５】
　さらに別の態様において、本発明は、
　（Ａ）式（Ｉ）〔ここで、式（Ｉ）は、本明細書中で定義されているとおりである〕で
表されるテトラゾリルオキシム誘導体；
　（Ｂ）式（ＩＩ）〔ここで、式（ＩＩ）は、本明細書中で定義されているとおりである
〕で表されるチアゾリルピペリジン誘導体；
及び、
　（Ｄ）殺虫剤化合物；
を、１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００の範囲のＡ／Ｂ／Ｄの重
量比で含んでいる組成物を提供する。
【００２６】
　さらに別の態様において、本発明は、
　（Ａ）式（Ｉ）〔ここで、式（Ｉ）は、本明細書中で定義されているとおりである〕で
表されるテトラゾリルオキシム誘導体；
　（Ｂ）式（ＩＩ）〔ここで、式（ＩＩ）は、本明細書中で定義されているとおりである
〕で表されるチアゾリルピペリジン誘導体；
　（Ｃ）第３のさらなる殺菌剤化合物；
及び、
　（Ｄ）殺虫剤化合物；
を、１，０００／１，０００／１，０００／１～１／１，０００／１，０００／１，００
０の範囲のＡ／Ｂ／Ｃ／Ｄの重量比で含んでいる組成物を提供する。
【００２７】
　式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体において、Ｒ１の置換位置は特に限定
はされず、そして、Ｒ１は、優先的に、水素原子、ハロゲン原子、置換されているか若し
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くは置換されていないＣ１－Ｃ６－アルキル、又は、置換されているか若しくは置換され
ていないＣ１－Ｃ６－アルコキシを表す。
【００２８】
　Ｒ１に関して表されるアルキル基は、好ましくは、１～４個の炭素原子を有するアルキ
ル基であり、その具体的な例としては、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基、イソプロ
ピル基、ｎ－ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ－ブチル基及びｔｅｒｔ－ブチル基などを
挙げることができる。これらのアルキル基の中で、メチル基又はｔｅｒｔ－ブチル基が特
に好ましい。
【００２９】
　Ｒ１に関するＣ１－Ｃ６－アルコキシ基は、好ましくは、１～３個の炭素原子を有する
アルコキシ基であり、その具体的な例としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基
及びイソプロポキシ基などを挙げることができる。これらのアルコキシ基の中で、メトキ
シ基又はエトキシ基が特に好ましい。
【００３０】
　Ｒ１は、さらに優先的には、水素原子又はハロゲン原子を表す。
【００３１】
　式（Ａ１）又は式（Ａ２）で表されるテトラゾイル基において、Ｙは、アルキル基を表
す。これらのアルキル基の中で、メチル基、エチル基、ｎ－プロピル基又はイソプロピル
基などの１～３個の炭素原子を有するアルキル基が好ましい。これらのアルキル基の中で
、メチル基が特に好ましい。
【００３２】
　Ｒ２及びＲ３は、独立して、優先的に、水素原子又はハロゲン原子を表す。
【００３３】
　式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体に関して、好ましいのは、さらに、ブ
タ－３－イン－１－イル　｛６－［（｛［（Ｚ）－（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール－
５－イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝カル
バメート（化合物Ａ１）及びｔｅｒｔ－ブチル　｛６－［（｛［（Ｚ）－（１－メチル－
１Ｈ－テトラゾール－５－イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリ
ジン－２－イル｝カルバメート（化合物Ａ２）である。
【００３４】
【化５】

　式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体の中に存在しているオキシム部分の立
体構造は（Ｅ）異性体又は（Ｚ）異性体を包含し、これらの立体異性体は、本発明の一部
分を構成する。合成された生成物は、一般に、（Ｚ）異性体の形態で得られるか、又は、
（Ｅ）異性体と（Ｚ）異性体の混合物の形態で得られ、その（Ｅ）異性体と（Ｚ）異性体
のそれぞれは、析出又は精製によって単離することができる。
【００３５】
　式（Ｉ）で表されるテトラゾリルオキシム誘導体において、（Ｚ）異性体は、植物病害
防除活性の点で、（Ｅ）異性体よりも特に優れている。しかしながら、（Ｅ）異性体と（
Ｚ）異性体は両方とも、一般に、混合物の形態で一定の比率で存在している。それは、自
然環境中において、光によって、（Ｚ）異性体が一般に（Ｅ）異性体に変換されるからで
ある。（Ｅ）異性体と（Ｚ）異性体の安定な比率は、化合物の種類によってさまざまであ



(11) JP 2013-542934 A 2013.11.28

10

20

30

40

50

る。
【００３６】
　式（ＩＩ）で表されるチアゾリルピペリジン誘導体において、Ｒ４は、優先的に、水素
原子又はハロゲン原子を表す。さらに好ましくは、Ｒ４は、優先的に、水素原子又はフッ
素を表す。
【００３７】
　式（ＩＩ）で表されるチアゾリルピペリジン誘導体に関して、好ましいのは、さらに、
２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］－１－
｛４－［４－（５－フェニル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル）－
１，３－チアゾール－２－イル］ピペリジン－１－イル｝エタノン（化合物Ｂ１）及び１
－（４－｛４－［５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オ
キサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２
－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン
（化合物Ｂ２）である。
【００３８】
【化６】

　本発明による組成物の種々の態様に関して、殺菌剤化合物Ｃは、独立して、以下のもの
から成るリストの中で選択され得る：
　（１）　エルゴステロール生合成の阻害薬、例えば、（１．１）アルジモルフ（１７０
４－２８－５）、（１．２）アザコナゾール（６０２０７－３１－０）、（１．３）ビテ
ルタノール（５５１７９－３１－２）、（１．４）ブロムコナゾール（１１６２５５－４
８－２）、（１．５）シプロコナゾール（１１３０９６－９９－４）、（１．６）ジクロ
ブトラゾール（７５７３６－３３－３）、（１．７）ジフェノコナゾール（１１９４４６
－６８－３）、（１．８）ジニコナゾール（８３６５７－２４－３）、（１．９）ジニコ
ナゾール－Ｍ（８３６５７－１８－５）、（１．１０）ドデモルフ（１５９３－７７－７
）、（１．１１）酢酸ドデモルフ（３１７１７－８７－０）、（１．１２）エポキシコナ
ゾール（１０６３２５－０８－０）、（１．１３）エタコナゾール（６０２０７－９３－
４）、（１．１４）フェナリモール（６０１６８－８８－９）、（１．１５）フェンブコ
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ナゾール（１１４３６９－４３－６）、（１．１６）フェンヘキサミド（１２６８３３－
１７－８）、（１．１７）フェンプロピジン（６７３０６－００－７）、（１．１８）フ
ェンプロピモルフ（６７３０６－０３－０）、（１．１９）フルキンコナゾール（１３６
４２６－５４－５）、（１．２０）フルルプリミドール（５６４２５－９１－３）、（１
．２１）フルシラゾール（８５５０９－１９－９）、（１．２２）フルトリアホール（７
６６７４－２１－０）、（１．２３）フルコナゾール（１１２８３９－３３－５）、（１
．２４）フルコナゾール－シス（１１２８３９－３２－４）、（１．２５）ヘキサコナゾ
ール（７９９８３－７１－４）、（１．２６）イマザリル（６０５３４－８０－７）、（
１．２７）硫酸イマザリル（５８５９４－７２－２）、（１．２８）イミベンコナゾール
（８６５９８－９２－７）、（１．２９）イプコナゾール（１２５２２５－２８－７）、
（１．３０）メトコナゾール（１２５１１６－２３－６）、（１．３１）ミクロブタニル
（８８６７１－８９－０）、（１．３２）ナフチフィン（６５４７２－８８－０）、（１
．３３）ヌアリモール（６３２８４－７１－９）、（１．３４）オキシポコナゾール（１
７４２１２－１２－５）、（１．３５）パクロブトラゾール（７６７３８－６２－０）、
（１．３６）ペフラゾエート（１０１９０３－３０－４）、（１．３７）ペンコナゾール
（６６２４６－８８－６）、（１．３８）ピペラリン（３４７８－９４－２）、（１．３
９）プロクロラズ（６７７４７－０９－５）、（１．４０）プロピコナゾール（６０２０
７－９０－１）、（１．４１）プロチオコナゾール（１７８９２８－７０－６）、（１．
４２）ピリブチカルブ（８８６７８－６７－５）、（１．４３）ピリフェノックス（８８
２８３－４１－４）、（１．４４）キンコナゾール（１０３９７０－７５－８）、（１．
４５）シメコナゾール（１４９５０８－９０－７）、（１．４６）スピロキサミン（１１
８１３４－３０－８）、（１．４７）テブコナゾール（１０７５３４－９６－３）、（１
．４８）テルビナフィン（９１１６１－７１－６）、（１．４９）テトラコナゾール（１
１２２８１－７７－３）、（１．５０）トリアジメホン（４３１２１－４３－３）、（１
．５１）トリアジメノール（８９４８２－１７－７）、（１．５２）トリデモルフ（８１
４１２－４３－３）、（１．５３）トリフルミゾール（６８６９４－１１－１）、（１．
５４）トリホリン（２６６４４－４６－２）、（１．５５）トリチコナゾール（１３１９
８３－７２－７）、（１．５６）ウニコナゾール（８３６５７－２２－１）、（１．５７
）ウニコナゾール－ｐ（８３６５７－１７－４）、（１．５８）ビニコナゾール（７７１
７４－６６－４）、（１．５９）ボリコナゾール（１３７２３４－６２－９）、（１．６
０）１－（４－クロロフェニル）－２－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）
シクロヘプタノール（１２９５８６－３２－９）、（１．６１）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（１１０３２３－９５－０）、（１．６２）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、（１．６３）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、及び、（１．６４）Ｏ－［１－（４－メトキシフェノキシ）
－３，３－ジメチルブタン－２－イル］　１Ｈ－イミダゾール－１－カルボチオエート（
１１１２２６－７１－２）；
　（２）　複合体Ｉ又はＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬、例えば、（２．１）ビキサフェン
（５８１８０９－４６－３）、（２．２）ボスカリド（１８８４２５－８５－６）、（２
．３）カルボキシン（５２３４－６８－４）、（２．４）ジフルメトリム（１３０３３９
－０７－０）、（２．５）フェンフラム（２４６９１－８０－３）、（２．６）フルオピ
ラム（６５８０６６－３５－４）、（２．７）フルトラニル（６６３３２－９６－５）、
（２．８）フルキサピロキサド（９０７２０４－３１－３）、（２．９）フラメトピル（
１２３５７２－８８－３）、（２．１０）フルメシクロックス（６０５６８－０５－０）
、（２．１１）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ
）とアンチ－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）の混合物）（８８１６
８５－５８－１）、（２．１２）イソピラザム（アンチ－エピマー性ラセミ化合物　１Ｒ
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Ｓ、４ＳＲ、９ＳＲ）、（２．１３）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチオマー
　１Ｒ，４Ｓ，９Ｓ）、（２．１４）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナンチオマー
　１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、（２．１５）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物　１
ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、（２．１６）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマー
　１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、（２．１７）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマー　
１Ｓ，４Ｒ，９Ｓ）、（２．１８）メプロニル（５５８１４－４１－０）、（２．１９）
オキシカルボキシン（５２５９－８８－１）、（２．２０）ペンフルフェン（４９４７９
３－６７－８）、（２．２１）ペンチオピラド（１８３６７５－８２－３）、（２．２２
）セダキサン（８７４９６７－６７－６）、（２．２３）チフルザミド（１３００００－
４０－７）、（２．２４）１－メチル－Ｎ－［２－（１，１，２，２－テトラフルオロエ
トキシ）フェニル］－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサ
ミド、（２．２５）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［２－（１，１，２，
２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（
２．２６）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４－フルオロ－２－（１，１，２，３，３
，３－ヘキサフルオロプロポキシ）フェニル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カ
ルボキサミド、（２．２７）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（１０９２４００－９５－７）（ＷＯ　２００８１４８５７０）、（２．
２８）５，８－ジフルオロ－Ｎ－［２－（２－フルオロ－４－｛［４－（トリフルオロメ
チル）ピリジン－２－イル］オキシ｝フェニル）エチル］キナゾリン－４－アミン（１２
１００７０－８４－０）（ＷＯ　２０１００２５４５１）、（２．２９）Ｎ－［９－（ジ
クロロメチレン）－１，２，３，４－テトラヒドロ－１，４－メタノナフタレン－５－イ
ル］－３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド
、（２．３０）Ｎ－［（１Ｓ，４Ｒ）－９－（ジクロロメチレン）－１，２，３，４－テ
トラヒドロ－１，４－メタノナフタレン－５－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、及び、（２．３１）Ｎ－［（１Ｒ，４
Ｓ）－９－（ジクロロメチレン）－１，２，３，４－テトラヒドロ－１，４－メタノナフ
タレン－５－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；
　（３）　複合体ＩＩＩにおける呼吸鎖の阻害薬、例えば、（３．１）アメトクトラジン
（８６５３１８－９７－４）、（３．２）アミスルブロム（３４８６３５－８７－０）、
（３．３）アゾキシストロビン（１３１８６０－３３－８）、（３．４）シアゾファミド
（１２０１１６－８８－３）、（３．５）クメトキシストロビン（ｃｏｕｍｅｔｈｏｘｙ
ｓｔｒｏｂｉｎ）（８５０８８１－３０－０）、（３．６）クモキシストロビン（ｃｏｕ
ｍｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８５０８８１－７０－８）、（３．７）ジモキシストロビン
（１４１６００－５２－４）、（３．８）エネストロブリン（２３８４１０－１１－２）
（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．９）ファモキサドン（１３１８０７－５７－
３）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．１０）フェンアミドン（１６１３２６－
３４－７）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．１１）フェノキシストロビン（ｆ
ｅｎｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（９１８１６２－０２－４）、（３．１２）フルオキサスト
ロビン（３６１３７７－２９－９）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．１３）ク
レソキシム－メチル（１４３３９０－８９－０）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（
３．１４）メトミノストロビン（１３３４０８－５０－１）（ＷＯ　２００４／０５８７
２３）、（３．１５）オリサストロビン（１８９８９２－６９－１）（ＷＯ　２００４／
０５８７２３）、（３．１６）ピコキシストロビン（１１７４２８－２２－５）（ＷＯ　
２００４／０５８７２３）、（３．１７）ピラクロストロビン（１７５０１３－１８－０
）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．１８）ピラメトストロビン（ｐｙｒａｍｅ
ｔｏｓｔｒｏｂｉｎ）（９１５４１０－７０－７）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、
（３．１９）ピラオキシストロビン（ｐｙｒａｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８６２５８８－
１１－２）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．２０）ピリベンカルブ（７９９２
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４７－５２－２）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．２１）トリクロピリカルブ
（ｔｒｉｃｌｏｐｙｒｉｃａｒｂ）（９０２７６０－４０－１）、（３．２２）トリフロ
キシストロビン（１４１５１７－２１－７）（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．
２３）（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（ＷＯ　２００４／０５８７２３）、（３．２４）（２Ｅ）－２－（メトキ
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］エチルデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）エタンアミド（ＷＯ　
２００４／０５８７２３）、（３．２５）（２Ｅ）－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチ
ル－２－｛２－［（Ｅ）－（｛１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エトキシ｝
イミノ）メチル］フェニル｝エタンアミド（１５８１６９－７３－４）、（３．２６）（
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）エチルデン］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（３２６８９６－２８－０）、（３．
２７）（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（２Ｅ，３Ｅ）－４－（２，６－ジクロロフェニル
）ブタ－３－エン－２－イリデン］アミノ｝オキシ）メチル］フェニル｝－２－（メトキ
シイミノ）－Ｎ－メチルエタンアミド、（３．２８）２－クロロ－Ｎ－（１，１，３－ト
リメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）ピリジン－３－カルボキサミ
ド（１１９８９９－１４－８）、（３．２９）５－メトキシ－２－メチル－４－（２－｛
［（｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エチルデン｝アミノ）オ
キシ］メチル｝フェニル）－２，４－ジヒドロ－３Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－
オン、（３．３０）（２Ｅ）－２－｛２－［（｛シクロプロピル［（４－メトキシフェニ
ル）イミノ］メチル｝スルファニル）メチル］フェニル｝－３－メトキシプロパ－２－エ
ン酸メチル（１４９６０１－０３－６）、（３．３１）Ｎ－（３－エチル－３，５，５－
トリメチルシクロヘキシル）－３－（ホルミルアミノ）－２－ヒドロキシベンズアミド（
２２６５５１－２１－９）、（３．３２）２－｛２－［（２，５－ジメチルフェノキシ）
メチル］フェニル｝－２－メトキシ－Ｎ－メチルアセトアミド（１７３６６２－９７－０
）、及び、（３．３３）（２Ｒ）－２－｛２－［（２，５－ジメチルフェノキシ）メチル
］フェニル｝－２－メトキシ－Ｎ－メチルアセトアミド（３９４６５７－２４－０）；
　（４）　有糸分裂及び細胞分裂の阻害薬、例えば、（４．１）ベノミル（１７８０４－
３５－２）、（４．２）カルベンダジム（１０６０５－２１－７）、（４．３）クロルフ
ェナゾール（３５７４－９６－７）、（４．４）ジエトフェンカルブ（８７１３０－２０
－９）、（４．５）エタボキサム（１６２６５０－７７－３）、（４．６）フルオピコリ
ド（２３９１１０－１５－７）、（４．７）フベリダゾール（３８７８－１９－１）、（
４．８）ペンシクロン（６６０６３－０５－６）、（４．９）チアベンダゾール（１４８
－７９－８）、（４．１０）チオファネート－メチル（２３５６４－０５－８）、（４．
１１）チオファネート（２３５６４－０６－９）、（４．１２）ゾキサミド（１５６０５
２－６８－５）、（４．１３）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（２１４７０６－５３－３）、及び、（４．１４）３－クロロ－５－（６－クロ
ロピリジン－３－イル）－６－メチル－４－（２，４，６－トリフルオロフェニル）ピリ
ダジン（１００２７５６－８７－７）；
　（５）　多部位に作用し得る化合物、例えば、（５．１）ボルドー液（８０１１－６３
－０）、（５．２）カプタホール（２４２５－０６－１）、（５．３）キャプタン（１３
３－０６－２）（ＷＯ　０２／１２１７２）、（５．４）クロロタロニル（１８９７－４
５－６）、（５．５）水酸化銅（２０４２７－５９－２）、（５．６）ナフテン酸銅（１
３３８－０２－９）、（５．７）酸化銅（１３１７－３９－１）、（５．８）塩基性塩化
銅（１３３２－４０－７）、（５．９）硫酸銅（２＋）（７７５８－９８－７）、（５．
１０）ジクロフルアニド（１０８５－９８－９）、（５．１１）ジチアノン（３３４７－
２２－６）、（５．１２）ドジン（２４３９－１０－３）、（５．１３）ドジン遊離塩基
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、（５．１４）ファーバム（１４４８４－６４－１）、（５．１５）フルオロホルペット
（７１９－９６－０）、（５．１６）ホルペット（１３３－０７－３）、（５．１７）グ
アザチン（１０８１７３－９０－６）、（５．１８）酢酸グアザチン、（５．１９）イミ
ノクタジン（１３５１６－２７－３）、（５．２０）イミノクタジンアルベシル酸塩（１
６９２０２－０６－６）、（５．２１）イミノクタジン三酢酸塩（５７５２０－１７－９
）、（５．２２）マンカッパー（５３９８８－９３－５）、（５．２３）マンゼブ（８０
１８－０１－７）、（５．２４）マンネブ（１２４２７－３８－２）、（５．２５）メチ
ラム（９００６－４２－２）、（５．２６）メチラム亜鉛（ｍｅｔｉｒａｍ　ｚｉｎｃ）
（９００６－４２－２）、（５．２７）オキシン銅（１０３８０－２８－６）、（５．２
８）プロパミジン（ｐｒｏｐａｍｉｄｉｎｅ）（１０４－３２－５）、（５．２９）プロ
ピネブ（１２０７１－８３－９）、（５．３０）硫黄及び硫黄剤、例えば、多硫化カルシ
ウム（７７０４－３４－９）、（５．３１）チウラム（１３７－２６－８）、（５．３２
）トリルフルアニド（７３１－２７－１）、（５．３３）ジネブ（１２１２２－６７－７
）、及び、（５．３４）ジラム（１３７－３０－４）；
　（６）　宿主の防御を誘発し得る化合物、例えば、（６．１）アシベンゾラル－Ｓ－メ
チル（１３５１５８－５４－２）、（６．２）イソチアニル（２２４０４９－０４－１）
、（６．３）プロベナゾール（２７６０５－７６－１）、及び、（６．４）チアジニル（
２２３５８０－５１－６）；
　（７）　アミノ酸及び／又はタンパク質の生合成の阻害薬、例えば、（７．１）アンド
プリム（ａｎｄｏｐｒｉｍ）（２３９５１－８５－１）、（７．２）ブラストサイジン－
Ｓ（２０７９－００－７）、（７．３）シプロジニル（１２１５５２－６１－２）、（７
．４）カスガマイシン（６９８０－１８－３）、（７．５）カスガマイシン塩酸塩水和物
（１９４０８－４６－９）、（７．６）メパニピリム（１１０２３５－４７－７）、（７
．７）ピリメタニル（５３１１２－２８－０）、及び、（７．８）３－（５－フルオロ－
３，３，４，４－テトラメチル－３，４－ジヒドロイソキノリン－１－イル）キノリン（
８６１６４７－３２－７）（ＷＯ　２００５０７０９１７）；
　（８）　ＡＴＰ産生の阻害薬、例えば、（８．１）酢酸トリフェニルスズ（９００－９
５－８）、（８．２）塩化トリフェニルスズ（６３９－５８－７）、（８．３）水酸化ト
リフェニルスズ（７６－８７－９）、及び、（８．４）シルチオファム（１７５２１７－
２０－６）；
　（９）　細胞壁合成の阻害薬、例えば、（９．１）ベンチアバリカルブ（１７７４０６
－６８－７）、（９．２）ジメトモルフ（１１０４８８－７０－５）、（９．３）フルモ
ルフ（２１１８６７－４７－９）、（９．４）イプロバリカルブ（１４０９２３－１７－
７）、（９．５）マンジプロパミド（３７４７２６－６２－２）、（９．６）ポリオキシ
ン（１１１１３－８０－７）、（９．７）ポリオキソリム（２２９７６－８６－９）、（
９．８）バリダマイシンＡ（３７２４８－４７－８）、及び（９．９）バリフェナレート
（２８３１５９－９４－４；２８３１５９－９０－０）；
　（１０）　脂質及び膜の合成の阻害薬、例えば、（１０．１）ビフェニル（９２－５２
－４）、（１０．２）クロロネブ（２６７５－７７－６）、（１０．３）ジクロラン（９
９－３０－９）、（１０．４）エジフェンホス（１７１０９－４９－８）、（１０．５）
エトリジアゾール（２５９３－１５－９）、（１０．６）ヨードカルブ（ｉｏｄｏｃａｒ
ｂ）（５５４０６－５３－６）、（１０．７）イプロベンホス（２６０８７－４７－８）
、（１０．８）イソプロチオラン（５０５１２－３５－１）、（１０．９）プロパモカル
ブ（２５６０６－４１－１）、（１０．１０）プロパモカルブ塩酸塩（２５６０６－４１
－１）、（１０．１１）プロチオカルブ（１９６２２－０８－３）、（１０．１２）ピラ
ゾホス（１３４５７－１８－６）、（１０．１３）キントゼン（８２－６８－８）、（１
０．１４）テクナゼン（１１７－１８－０）、及び、（１０．１５）トルクロホス－メチ
ル（５７０１８－０４－９）；
　（１１）　メラニン生合成の阻害薬、例えば、（１１．１）カルプロパミド（１０４０
３０－５４－８）、（１１．２）ジクロシメット（１３９９２０－３２－４）、（１１．
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３）フェノキサニル（１１５８５２－４８－７）、（１１．４）フタリド（２７３５５－
２２－２）、（１１．５）ピロキロン（５７３６９－３２－１）、（１１．６）トリシク
ラゾール（４１８１４－７８－２）、及び、（１１．７）｛３－メチル－１－［（４－メ
チルベンゾイル）アミノ］ブタン－２－イル｝カルバミン酸２，２，２－トリフルオロエ
チル（８５１５２４－２２－６）（ＷＯ　２００５０４２４７４）；
　（１２）　核酸合成の阻害薬、例えば、（１２．１）ベナラキシル（７１６２６－１１
－４）、（１２．２）ベナラキシル－Ｍ（キララキシル（ｋｉｒａｌａｘｙｌ））（９８
２４３－８３－５）、（１２．３）ブピリメート（４１４８３－４３－６）、（１２．４
）クロジラコン（６７９３２－８５－８）、（１２．５）ジメチリモール（５２２１－５
３－４）、（１２．６）エチリモール（２３９４７－６０－６）、（１２．７）フララキ
シル（５７６４６－３０－７）、（１２．８）ヒメキサゾール（１０００４－４４－１）
、（１２．９）メタラキシル（５７８３７－１９－１）、（１２．１０）メタラキシル－
Ｍ（メフェノキサム）（７０６３０－１７－０）、（１２．１１）オフラセ（５８８１０
－４８－３）、（１２．１２）オキサジキシル（７７７３２－０９－３）、及び、（１２
．１３）オキソリン酸（１４６９８－２９－４）；
　（１３）　シグナル伝達の阻害薬、例えば、（１３．１）クロゾリネート（８４３３２
－８６－５）、（１３．２）フェンピクロニル（７４７３８－１７－３）、（１３．３）
フルジオキソニル（１３１３４１－８６－１）、（１３．４）イプロジオン（３６７３４
－１９－７）、（１３．５）プロシミドン（３２８０９－１６－８）、（１３．６）キノ
キシフェン（１２４４９５－１８－７）、及び、（１３．７）ビンクロゾリン（５０４７
１－４４－８）；
　（１４）　脱共役剤として作用し得る化合物、例えば、（１４．１）ビナパクリル（４
８５－３１－４）、（１４．２）ジノカップ（１３１－７２－６）、（１４．３）フェリ
ムゾン（８９２６９－６４－７）、（１４．４）フルアジナム（７９６２２－５９－６）
、及び、（１４．５）メプチルジノカップ（１３１－７２－６）；
　（１５）　さらなる化合物、例えば、（１５．１）ベンチアゾール（２１５６４－１７
－０）、（１５．２）ベトキサジン（１６３２６９－３０－５）、（１５．３）カプシマ
イシン（ｃａｐｓｉｍｙｃｉｎ）（７０６９４－０８－５）、（１５．４）カルボン（９
９－４９－０）、（１５．５）キノメチオネート（２４３９－０１－２）、（１５．６）
ピリオフェノン（クラザフェノン（ｃｈｌａｚａｆｅｎｏｎｅ））（６８８０４６－６１
－９）、（１５．７）クフラネブ（１１０９６－１８－７）、（１５．８）シフルフェナ
ミド（１８０４０９－６０－３）、（１５．９）シモキサニル（５７９６６－９５－７）
、（１５．１０）シプロスルファミド（２２１６６７－３１－８）、（１５．１１）ダゾ
メット（５３３－７４－４）、（１５．１２）デバカルブ（６２７３２－９１－６）、（
１５．１３）ジクロロフェン（９７－２３－４）、（１５．１４）ジクロメジン（６２８
６５－３６－５）、（１５．１５）ジフェンゾコート（４９８６６－８７－７）、（１５
．１６）ジフェンゾコートメチル硫酸塩（４３２２２－４８－６）、（１５．１７）ジフ
ェニルアミン（１２２－３９－４）、（１５．１８）エコメイト、（１５．１９）フェン
ピラザミン（４７３７９８－５９－３）、（１５．２０）フルメトベル（１５４０２５－
０４－４）、（１５．２１）フルオルイミド（４１２０５－２１－４）、（１５．２２）
フルスルファミド（１０６９１７－５２－６）、（１５．２３）フルチアニル（３０４９
００－２５－２）、（１５．２４）ホセチル－アルミニウム（３９１４８－２４－８）、
（１５．２５）ホセチル－カルシウム、（１５．２６）ホセチル－ナトリウム（３９１４
８－１６－８）、（１５．２７）ヘキサクロロベンゼン（１１８－７４－１）、（１５．
２８）イルママイシン（８１６０４－７３－１）、（１５．２９）メタスルホカルブ（６
６９５２－４９－６）、（１５．３０）イソチオシアン酸メチル（５５６－６１－６）、
（１５．３１）メトラフェノン（２２０８９９－０３－６）、（１５．３２）ミルディオ
マイシン（６７５２７－７１－３）、（１５．３３）ナタマイシン（７６８１－９３－８
）、（１５．３４）ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル（１５５２１－６５－０）、（
１５．３５）ニトロタル－イソプロピル（１０５５２－７４－６）、（１５．３６）オク
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チリノン（２６５３０－２０－１）、（１５．３７）オキサモカルブ（ｏｘａｍｏｃａｒ
ｂ）（９１７２４２－１２－７）、（１５．３８）オキシフェンチイン（ｏｘｙｆｅｎｔ
ｈｉｉｎ）（３４４０７－８７－９）、（１５．３９）ペンタクロロフェノール及び塩（
８７－８６－５）、（１５．４０）フェノトリン、（１５．４１）亜リン酸及びその塩（
１３５９８－３６－２）、（１５．４２）プロパモカルブ－ホセチレート（ｐｒｏｐａｍ
ｏｃａｒｂ－ｆｏｓｅｔｙｌａｔｅ）、（１５．４３）プロパノシン－ナトリウム（ｐｒ
ｏｐａｎｏｓｉｎｅ－ｓｏｄｉｕｍ）（８８４９８－０２－６）、（１５．４４）プロキ
ナジド（１８９２７８－１２－４）、（１５．４５）ピリモルフ（８６８３９０－９０－
３）、（１５．４５ｅ）（２Ｅ）－３－（４－ｔｅｒｔ－ブチルフェニル）－３－（２－
クロロピリジン－４－イル）－１－（モルホリン－４－イル）プロパ－２－エン－１－オ
ン（１２３１７７６－２８－５）、（１５．４５ｚ）（２Ｚ）－３－（４－ｔｅｒｔ－ブ
チルフェニル）－３－（２－クロロピリジン－４－イル）－１－（モルホリン－４－イル
）プロパ－２－エン－１－オン（１２３１７７６－２９－６）、（１５．４６）ピロール
ニトリン（１０１８－７１－９）（ＥＰ－Ａ　１５５９３２０）、（１５．４７）テブフ
ロキン（３７６６４５－７８－２）、（１５．４８）テクロフタラム（７６２８０－９１
－６）、（１５．４９）トルニファニド（３０４９１１－９８－６）、（１５．５０）ト
リアゾキシド（７２４５９－５８－６）、（１５．５１）トリクラミド（７０１９３－２
１－４）、（１５．５２）ザリラミド（８４５２７－５１－５）、（１５．５３）（３Ｓ
，６Ｓ，７Ｒ，８Ｒ）－８－ベンジル－３－［（｛３－［（イソブチリルオキシ）メトキ
シ］－４－メトキシピリジン－２－イル｝カルボニル）アミノ］－６－メチル－４，９－
ジオキソ－１，５－ジオキソナン－７－イル　２－メチルプロパノエート（５１７８７５
－３４－２）（ＷＯ　２００３０３５６１７）、（１５．５４）１－（４－｛４－［（５
Ｒ）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール
－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２－［５－メ
チル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン（１００３
３１９－７９－６）（ＷＯ　２００８０１３６２２）、（１５．５５）１－（４－｛４－
［（５Ｓ）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサ
ゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２－［
５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン（１
００３３１９－８０－９）（ＷＯ　２００８０１３６２２）、（１５．５６）１－（４－
｛４－［５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾー
ル－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２－［５－
メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン（１００
３３１８－６７－９）（ＷＯ　２００８０１３６２２）、（１５．５７）１－（４－メト
キシフェノキシ）－３，３－ジメチルブタン－２－イル　１Ｈ－イミダゾール－１－カル
ボキシレート（１１１２２７－１７－９）、（１５．５８）２，３，５，６－テトラクロ
ロ－４－（メチルスルホニル）ピリジン（１３１０８－５２－６）、（１５．５９）２，
３－ジブチル－６－クロロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２２１
４５１－５８－７）、（１５．６０）２，６－ジメチル－１Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイ
ノ［２，３－ｃ：５，６－ｃ’］ジピロール－１，３，５，７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロン
、（１５．６１）２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－
１－イル］－１－（４－｛４－［（５Ｒ）－５－フェニル－４，５－ジヒドロ－１，２－
オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）エ
タノン（１００３３１６－５３－７）（ＷＯ　２００８０１３６２２）、（１５．６２）
２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］－１－
（４－｛４－［（５Ｓ）－５－フェニル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３
－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）エタノン（１００３
３１６－５４－８）（ＷＯ　２００８０１３６２２）、（１５．６３）２－［５－メチル
－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］－１－｛４－［４－（５
－フェニル－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾール－３－イル）－１，３－チアゾー
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ル－２－イル］ピペリジン－１－イル｝エタノン（１００３３１６－５１－５）（ＷＯ　
２００８０１３６２２）、（１５．６４）２－ブトキシ－６－ヨード－３－プロピル－４
Ｈ－クロメン－４－オン、（１５．６５）２－クロロ－５－［２－クロロ－１－（２，６
－ジフルオロ－４－メトキシフェニル）－４－メチル－１Ｈ－イミダゾール－５－イル］
ピリジン、（１５．６６）２－フェニルフェノール及び塩（９０－４３－７）、（１５．
６７）３－（４，４，５－トリフルオロ－３，３－ジメチル－３，４－ジヒドロイソキノ
リン－１－イル）キノリン（８６１６４７－８５－０）（ＷＯ　２００５０７０９１７）
、（１５．６８）３，４，５－トリクロロピリジン－２，６－ジカルボニトリル（１７８
２４－８５－０）、（１５．６９）３－［５－（４－クロロフェニル）－２，３－ジメチ
ル－１，２－オキサゾリジン－３－イル］ピリジン、（１５．７０）３－クロロ－５－（
４－クロロフェニル）－４－（２，６－ジフルオロフェニル）－６－メチルピリダジン、
（１５．７１）４－（４－クロロフェニル）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－３
，６－ジメチルピリダジン、（１５．７２）５－アミノ－１，３，４－チアジアゾール－
２－チオール、（１５．７３）５－クロロ－Ｎ’－フェニル－Ｎ’－（プロパ－２－イン
－１－イル）チオフェン－２－スルホノヒドラジド（１３４－３１－６）、（１５．７４
）５－フルオロ－２－［（４－フルオロベンジル）オキシ］ピリミジン－４－アミン（１
１７４３７６－１１－４）（ＷＯ　２００９０９４４４２）、（１５．７５）５－フルオ
ロ－２－［（４－メチルベンジル）オキシ］ピリミジン－４－アミン（１１７４３７６－
２５－０）（ＷＯ　２００９０９４４４２）、（１５．７６）５－メチル－６－オクチル
［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－アミン、（１５．７７）（２
Ｚ）－３－アミノ－２－シアノ－３－フェニルプロパ－２－エン酸エチル、（１５．７８
）Ｎ’－（４－｛［３－（４－クロロベンジル）－１，２，４－チアジアゾール－５－イ
ル］オキシ｝－２，５－ジメチルフェニル）－Ｎ－エチル－Ｎ－メチルイミドホルムアミ
ド、（１５．７９）Ｎ－（４－クロロベンジル）－３－［３－メトキシ－４－（プロパ－
２－イン－１－イルオキシ）フェニル］プロパンアミド、（１５．８０）Ｎ－［（４－ク
ロロフェニル）（シアノ）メチル］－３－［３－メトキシ－４－（プロパ－２－イン－１
－イルオキシ）フェニル］プロパンアミド、（１５．８１）Ｎ－［（５－ブロモ－３－ク
ロロピリジン－２－イル）メチル］－２，４－ジクロロピリジン－３－カルボキサミド、
（１５．８２）Ｎ－［１－（５－ブロモ－３－クロロピリジン－２－イル）エチル］－２
，４－ジクロロピリジン－３－カルボキサミド、（１５．８３）Ｎ－［１－（５－ブロモ
－３－クロロピリジン－２－イル）エチル］－２－フルオロ－４－ヨードピリジン－３－
カルボキサミド、（１５．８４）Ｎ－｛（Ｅ）－［（シクロプロピルメトキシ）イミノ］
［６－（ジフルオロメトキシ）－２，３－ジフルオロフェニル］メチル｝－２－フェニル
アセトアミド（２２１２０１－９２－９）、（１５．８５）Ｎ－｛（Ｚ）－［（シクロプ
ロピルメトキシ）イミノ］［６－（ジフルオロメトキシ）－２，３－ジフルオロフェニル
］メチル｝－２－フェニルアセトアミド（２２１２０１－９２－９）、（１５．８６）Ｎ
’－｛４－［（３－ｔｅｒｔ－ブチル－４－シアノ－１，２－チアゾール－５－イル）オ
キシ］－２－クロロ－５－メチルフェニル｝－Ｎ－エチル－Ｎ－メチルイミドホルムアミ
ド、（１５．８７）Ｎ－メチル－２－（１－｛［５－メチル－３－（トリフルオロメチル
）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセチル｝ピペリジン－４－イル）－Ｎ－（１，２，
３，４－テトラヒドロナフタレン－１－イル）－１，３－チアゾール－４－カルボキサミ
ド（９２２５１４－４９－６）（ＷＯ　２００７０１４２９０）、（１５．８８）Ｎ－メ
チル－２－（１－｛［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１
－イル］アセチル｝ピペリジン－４－イル）－Ｎ－［（１Ｒ）－１，２，３，４－テトラ
ヒドロナフタレン－１－イル］－１，３－チアゾール－４－カルボキサミド（９２２５１
４－０７－６）（ＷＯ　２００７０１４２９０）、（１５．８９）Ｎ－メチル－２－（１
－｛［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］アセチ
ル｝ピペリジン－４－イル）－Ｎ－［（１Ｓ）－１，２，３，４－テトラヒドロナフタレ
ン－１－イル］－１，３－チアゾール－４－カルボキサミド（９２２５１４－４８－５）
（ＷＯ　２００７０１４２９０）、（１５．９０）｛６－［（｛［（１－メチル－１Ｈ－
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テトラゾール－５－イル）（フェニル）メチルデン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン
－２－イル｝カルバミン酸ペンチル、（１５．９１）フェナジン－１－カルボン酸、（１
５．９２）キノリン－８－オール（１３４－３１－６）、（１５．９３）キノリン－８－
オ
ールスルフェート（２：１）（１３４－３１－６）、及び、（１５．９４）｛６－［（｛
［（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール－５－イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキ
シ）メチル］ピリジン－２－イル｝カルバミン酸ｔｅｒｔ－ブチル；
　（１６）　さらなる化合物、例えば、（１６．１）１－メチル－３－（トリフルオロメ
チル）－Ｎ－［２’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾー
ル－４－カルボキサミド、（１６．２）Ｎ－（４’－クロロビフェニル－２－イル）－３
－（ジフルオロメチル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（１６
．３）Ｎ－（２’，４’－ジクロロビフェニル－２－イル）－３－（ジフルオロメチル）
－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（１６．４）３－（ジフルオロ
メチル）－１－メチル－Ｎ－［４’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－
１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（１６．５）Ｎ－（２’，５’－ジフルオロビ
フェニル－２－イル）－１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－
４－カルボキサミド、（１６．６）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［４’
－（プロパ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カ
ルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）、（１６．７）５－フルオロ－
１，３－ジメチル－Ｎ－［４’－（プロパ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル
］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）
、（１６．８）２－クロロ－Ｎ－［４’－（プロパ－１－イン－１－イル）ビフェニル－
２－イル］ピリジン－３－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）、
（１６．９）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４’－（３，３－ジメチルブタ－１－イ
ン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキ
サミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）、（１６．１０）Ｎ－［４’－（３，
３－ジメチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－５－フルオロ－１，
３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３
から既知）、（１６．１１）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－（４’－エチニルビフェニ
ル－２－イル）－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４
／０５８７２３から既知）、（１６．１２）Ｎ－（４’－エチニルビフェニル－２－イル
）－５－フルオロ－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　
２００４／０５８７２３から既知）、（１６．１３）２－クロロ－Ｎ－（４’－エチニル
ビフェニル－２－イル）ピリジン－３－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３
から既知）、（１６．１４）２－クロロ－Ｎ－［４’－（３，３－ジメチルブタ－１－イ
ン－１－イル）ビフェニル－２－イル］ピリジン－３－カルボキサミド（ＷＯ　２００４
／０５８７２３から既知）、（１６．１５）４－（ジフルオロメチル）－２－メチル－Ｎ
－［４’－（トリフルオロメチル）ビフェニル－２－イル］－１，３－チアゾール－５－
カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）、（１６．１６）５－フルオ
ロ－Ｎ－［４’－（３－ヒドロキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル
－２－イル］－１，３－ジメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２０
０４／０５８７２３から既知）、（１６．１７）２－クロロ－Ｎ－［４’－（３－ヒドロ
キシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］ピリジン－３－カ
ルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知）、（１６．１８）３－（ジフル
オロメチル）－Ｎ－［４’－（３－メトキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビ
フェニル－２－イル］－１－メチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２
００４／０５８７２３から既知）、（１６．１９）５－フルオロ－Ｎ－［４’－（３－メ
トキシ－３－メチルブタ－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－１，３－ジメ
チル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（ＷＯ　２００４／０５８７２３から既知
）、（１６．２０）２－クロロ－Ｎ－［４’－（３－メトキシ－３－メチルブタ－１－イ
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ン－１－イル）ビフェニル－２－イル］ピリジン－３－カルボキサミド（ＷＯ　２００４
／０５８７２３から既知）、（１６．２１）（５－ブロモ－２－メトキシ－４－メチルピ
リジン－３－イル）（２，３，４－トリメトキシ－６－メチルフェニル）メタノン（ＥＰ
－Ａ　１５５９３２０から既知）、（１６．２２）Ｎ－［２－（４－｛［３－（４－クロ
ロフェニル）プロパ－２－イン－１－イル］オキシ｝－３－メトキシフェニル）エチル］
－Ｎ２－（メチルスルホニル）バリンアミド（２２０７０６－９３－４）、（１６．２３
）４－オキソ－４－［（２－フェニルエチル）アミノ］ブタン酸、及び、（１６．２４）
ブタ－３－イン－１－イル　｛６－［（｛［（Ｚ）－（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール
－５－イル）（フェニル）メチレン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝カ
ルバメート。
【００３９】
　上記で挙げられているクラス（１）～クラス（１６）の全ての混合相手剤は、それらが
有している官能基によって可能である場合には、適切な塩基又は酸と塩を形成することが
できる。
【００４０】
　本発明による組成物の種々の態様に関して、殺虫剤化合物Ｄは、好ましくは、以下のも
のから成るリストの中で選択される：
　（１）　アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、例えば、
　カーバメート系、例えば、アラニカルブ、アルジカルブ、ベンジオカルブ、ベンフラカ
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、エチオフェンカルブ、フェノブカルブ、ホルメタネート、フラチオカルブ、イ
ソプロカルブ、メチオカルブ、メソミル、メトルカルブ、オキサミル、ピリミカーブ、プ
ロポクスル、チオジカルブ、チオファノックス、トリアザメート、トリメタカルブ、ＸＭ
Ｃ、及び、キシリルカルブ；又は、
　有機リン酸エステル系、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）、カズサホス、クロルエトキシホス、クロルフェンビンホス、クロルフェン
ビンホス、クロルメホス、クロルピリホス（－メチル）、クマホス、シアノホス、ジメト
ン－Ｓ－メチル、ダイアジノン、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、ダイスルホトン、ＥＰＮ、エチオン、エトプロホス、ファムフール
、フェナミホス、フェニトロチオン、フェンチオン、ホスチアゼート、ヘプテノホス、イ
ソフェンホス、Ｏ－（メトキシアミノチオホスホリル）サリチル酸イソプロピル、イソキ
サチオン、マラチオン、メカルバム、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、オキシジメトン－メチル、パラチオン（－メチル）、
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、ホキシム、ピリミ
ホス（－メチル）、プロフェノホス、プロペタムホス、プロチオホス、ピラクロホス、ピ
リダフェンチオン、キナルホス、スルホテップ、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、及び、バミドチ
オン；
　（２）　ＧＡＢＡ制御塩化物チャンネル拮抗薬、例えば、
　有機塩素系、例えば、クロルダン、エンドスルファン（アルファー－）；又は、
　フィプロール系（フェニルピラゾール系）、例えば、エチプロール、フィプロニル、ピ
ラフルプロール、及び、ピリプロール；
　（３）　ナトリウムチャンネルモジュレーター／電位依存性ナトリウムチャンネル遮断
薬、例えば、
　ピレスロイド系、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）、ビフェントリン、ビオアレスリン、ビオアレスリン　Ｓ－シクロペンテニル、
ビオレスメトリン、シクロプロトリン、シフルトリン（ベータ－）、シハロトリン（ガン
マ－，ラムダ－）、シペルメトリン（アルファ－，ベータ－，シータ－，ゼータ－）、シ
フェノトリン［（１Ｒ）－トランス－異性体］、デルタメトリン、ジメフルトリン、エム
ペントリン［（ＥＺ）－（１Ｒ）－異性体］、エスフェンバレレート、エトフェンプロッ
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クス、フェンプロパトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルメトリン、フル
バリネート（タウ－）、ハルフェンプロックス、イミプロトリン、メトフルトリン、ペル
メトリン、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、ピレトリン（除虫菊（ｐｙｒｅｔｈｒｕｍ））、レスメトリン、ＲＵ　１５５２５
、シラフルオフェン、テフルトリン、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、及び、ＺＸＩ　８９０１；又は、
　ＤＤＴ；又は、メトキシクロル；
　（４）　ニコチン性（ｎｉｃｏｔｉｎｅｒｇｉｃ）アセチルコリン受容体作動薬／拮抗
薬、例えば、
　クロロニコチニル系、例えば、アセタミプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、イミ
ダクロプリド、ニテンピラム、チアクロプリド、チアメトキサム；又は、
　ニコチン；
　（５）　アロステリックアセチルコリン受容体モジュレーター（作動薬）、例えば、
　スピノシン系、例えば、スピネトラム、及び、スピノサド；
　（６）　塩化物チャンネル活性化薬、例えば、
　アベルメクチン系／ミルベマイシン系、例えば、アバメクチン、エマメクチン安息香酸
塩、レピメクチン、及び、ミルベメクチン；
　（７）　幼若ホルモン類似体、例えば、ハイドロプレン、キノプレン、メトプレン；又
は、フェノキシカルブ；ピリプロキシフェン；
　（８）　種々の非特異的（多部位）阻害薬、例えば、
　ガス化剤、例えば、臭化メチル及び別のハロゲン化アルキル；又は、クロロピクリン；
フッ化スルフリル；ホウ砂；吐酒石；
　（９）　選択的同翅類摂食阻害薬、例えば、ピメトロジン；又は、フロニカミド；
　（１０）　ダニ成長阻害薬、例えば、クロフェンテジン、ジフロビダジン、ヘキシチア
ゾクス、エトキサゾール；
　（１１）　昆虫中腸膜の微生物ディスラプター、例えば、バシルス・ツリンギエンシス
・亜種・イスラエレンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓ
ｐｅｃｉｅｓ　ｉｓｒａｅｌｅｎｓｉｓ）、バシルス・スファエリクス（Ｂａｃｉｌｌｕ
ｓ　ｓｐｈａｅｒｉｃｕｓ）、バシルス・ツリンギエンシス・亜種・アイザワイ（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ａｉｚａｗａｉ）、
バシルス・ツリンギエンシス・亜種・クルスタキ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉ
ｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ｋｕｒｓｔａｋｉ）、バシルス・ツリンギエンシス
・亜種・テネブリオニス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ
ｅｃｉｅｓ　ｔｅｎｅｂｒｉｏｎｉｓ）、及び、ＢＴ作物タンパク質：Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃ
ｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆａ、Ｃｒｙ２Ａｂ、ｍＣｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ａｂ、Ｃｒｙ３Ｂｂ
、Ｃｒｙ３４／３５Ａｂ１；
　（１２）　ミトコンドリアＡＴＰシンターゼの阻害薬、例えば、
　ジアフェンチウロン；又は、
　有機スズ系殺ダニ薬、例えば、アゾシクロチン、シヘキサチン、及び、酸化フェンブタ
スズ；又は、
　プロパルギット；テトラジホン；
　（１３）　プロトン勾配を破壊することによる酸化的リン酸化の脱共役剤、例えば、
　クロルフェナピル、及び、ＤＮＯＣ；
　（１４）　ニコチン性アセチルコリン受容体チャンネル遮断薬、例えば、ベンスルタッ
プ、カルタップ塩酸塩、チオシクラム、及び、チオスルタップ－ナトリウム；
　（１５）　キチン生合成の阻害薬（タイプ０）、例えば、ベンゾイル尿素系、例えば、
ビストリフルロン、クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、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、ルフェヌロン、ノバルロン、ノビフルムロン、ペン
フルロン（ｐｅｎｆｌｕｒｏｎ）、テフルベンズロン、及び、トリフルムロン；
　（１６）　キチン生合成の阻害薬（タイプ１）、例えば、ブプロフェジン；
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　（１７）　脱皮撹乱剤（ｍｏｕｌｔｉｎｇ　ｄｉｓｒｕｐｔｏｒ）、例えば、シロマジ
ン；
　（１８）　エクジソン受容体作動薬／ディスラプター、例えば、
　ジアシルヒドラジン系、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、及び、テブフェノジド；
　（１９）　オクトパミン受容体作動薬、例えば、アミトラズ；
　（２０）　ミトコンドリア複合体ＩＩＩ電子伝達阻害薬（カップリング部位ＩＩ）、例
えば、ヒドラメチルノン；アセキノシル；フルアクリピリム；又は、シフルメトフェン、
及び、シエノピラフェン；
　（２１）　ミトコンドリア複合体Ｉ電子伝達阻害薬、例えば、
　ＭＥＴＩ殺ダニ剤、例えば、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；又は、
　ロテノン（Ｄｅｒｒｉｓ）；
　（２２）　電位依存性ナトリウムチャンネル遮断薬、例えば、インドキサカルブ；メタ
フルミゾン；
　（２３）　アセチルＣｏＡカルボキシラーゼの阻害薬、例えば、
　テトロン酸誘導体、例えば、スピロジクロフェン、及び、スピロメシフェン；又は、
　テトラミン酸誘導体、例えば、スピロテトラマト；
　（２４）　ミトコンドリア複合体ＩＶ電子阻害薬、例えば、
　ホスフィン系、例えば、リン化アルミニウム、リン化カルシウム、ホスフィン、及び、
リン化亜鉛；又は、
シアン化物；
　（２８）　リアノジン受容体モジュレーター、例えば、
　ジアミド系、例えば、クロラントラニリプロール（リナキシピル）、シアントラニリプ
ロール（シアジピル）、及び、フルベンジアミド；
　作用機序が知られていないか又は確定していないさらなる活性成分、例えば、アザジラ
クチン、アミドフルメト、ベンゾキシメート、ビフェナゼート、キノメチオナート、氷晶
石（ｃｒｙｏｌｉｔｅ）、ジコホル、フルフェネリム、ピリダリル、及び、ピリフルキナ
ゾン；又は、以下の既知活性化合物のうちの１種類：
４－｛［（６－ブロモピリダ－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラ
ン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－｛［（６－フル
オロピリダ－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５
Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、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）
－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４から既知）、４－｛［（６－クロロピリダ－３－
イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２０
０７／１１５６４４から既知）、４－｛［（６－クロロピリダ－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（ＷＯ　２００７／１１５
６４４から既知）、４－｛［（６－クロロ－５－フルオロピリダ－３－イル）メチル］（
メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４３から既知）
、４－｛［（５，６－ジクロロピリダ－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミ
ノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４６から既知）、４－｛［（
６－クロロ－５－フルオロピリダ－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラ
ン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４３から既知）、４－｛［（６－クロ
ロピリダ－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から既知）、４－｛［（６－クロロピリダ－３－イル）メチル
］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ－Ａ－０５３９５８８から既知）
、［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニ
リデンシアナミド（ＷＯ　２００７／１４９１３４から既知）、［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（Ｗ
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Ｏ　２００７／１４９１３４から既知）及びそのジアステレオマー（Ａ）及び（Ｂ）
【００４１】
【化７】

（同様に、ＷＯ　２００７／１４９１３４から既知）、［（６－トリフルオロメチルピリ
ジン－３－イル）メチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニリデンシアナミド（Ｗ
Ｏ　２００７／０９５２２９から既知）、又は、スルホキサフロル（同様に、ＷＯ　２０
０７／１４９１３４から既知）、１１－（４－クロロ－２，６－ジメチルフェニル）－１
２－ヒドロキシ－１，４－ジオキサ－９－アザジスピロ［４．２．４．２］テトラデカ－
１１－エン－１０－オン（ＷＯ　２００６／０８９６３３から既知）、３－（４’－フル
オロ－２，４－ジメチルビフェニル－３－イル）－４－ヒドロキシ－８－オキサ－１－ア
ザスピロ［４．５］デカ－３－エン－２－オン（ＷＯ　２００８／０６７９１１から既知
）、及び、１－｛２，４－ジメチル－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）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（
ＷＯ　１９９９／５５６６８から既知）。
【００４２】
　本明細書中において「一般名」によって特定されている活性成分は、例えば、「”Ｔｈ
ｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ”，　１４ｔｈ　Ｅｄ．，　Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｃ
ｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　２００６」及びウェブページ「ｈｔｔ
ｐ：／／ｗｗｗ．ａｌａｎｗｏｏｄ．ｎｅｔ／ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ」から知られている
。
【００４３】
　本発明による組成物の種々の態様に関して、さらに好ましい殺虫剤化合物は、イミダク
ロプリドとクロチアニジンからなるリストの中で選択される。
【００４４】
　本発明による組成物に関して、Ａ／Ｂの重量比は、好ましくは、１／０．０１から１／
１００までの範囲にわたり；さらに好ましくは、１／０．０５から１／８０までの範囲に
わたる。
【００４５】
　本発明による組成物に関して、Ａ／Ｂ／Ｃ又はＡ／Ｂ／Ｄの重量比は、好ましくは、１
／０．０１／０．０１から１／１００／１００までの範囲にわたり；さらに好ましくは、
１／０．０５／０．０５から１／８０／８０までの範囲にわたる。
【００４６】
　本発明による組成物に関して、Ａ／Ｂ／Ｃ／Ｄの重量比は、好ましくは、１／０．０１
／０．０１／０．１から１／１００／１００／１００までの範囲にわたり；さらに好まし
くは、１／０．０５／０．０５／０．５から１／８０／８０／８０までの範囲にわたる。
【００４７】
　本発明による特定の組成物は、
　・　本明細書中で定義されている式（Ｉ）で表される好ましいオキシム化合物；
　・　本明細書中で定義されている式（ＩＩ）で表される好ましいチアゾリルピペリジン
誘導体；
　・　好ましい殺菌剤化合物Ｃ；
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　・　好ましい殺虫剤化合物Ｄ；
　・　活性物質の好ましい重量比；
の全て又は一部を組み合わせたものとして定義される。
【００４８】
　本発明の別の態様によれば、本発明の殺有害生物剤組成物内において、化合物比「Ａ／
Ｂ」は、相乗効果が生じるように、有利に選択することができる。用語「相乗効果」は、
特に、論文「標題“Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ　
ａｎｄ　ａｎｔａｇｏｎｉｓｔｉｃ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　ｈｅｒｂｉｃｉｄｅ　
ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ”　Ｗｅｅｄｓ，　（１９６７），　１５，　ｐａｇｅｓ　２
０－２２」の中でＣｏｌｂｙによって定義されたものを意味するものと理解される。
【００４９】
　この論文には、下記式が記載されている：
【００５０】
【数１】

上記式中、Ｅは、定められた薬量（例えば、それぞれ、ｘ及びｙに等しい）の２種類の化
合物の組合せについての有害生物の期待される阻害割合（％）を表し、Ｘは、定められた
薬量（ｘに等しい）の化合物Ａによる有害生物について観察された阻害割合（％）であり
、Ｙは、定められた薬量（ｙに等しい）の化合物Ｂによる有害生物ついて観察された阻害
割合（％）である。上記組合せについて観察された阻害割合（％）がＥを超えている場合
、相乗効果が存在している。
【００５１】
　用語「相乗効果」は、Ｔａｍｍｅｓ法（“Ｉｓｏｂｏｌｅｓ，　ａ　ｇｒａｐｈｉｃ　
ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｍ　ｉｎ　ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ
ｓ”，　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏ
ｇｙ，　７０（１９６４），　ｐａｇｅｓ　７３－８０）を適用することによって定義さ
れる効果も意味する。
【００５２】
　本発明の別の態様によれば、本発明の殺有害生物剤組成物内において、化合物比「Ａ／
Ｂ／Ｃ」は、相乗効果が生じるように、有利に選択することができる。用語「相乗効果」
は、特に、論文「標題“Ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉ
ｃ　ａｎｄ　ａｎｔａｇｏｎｉｓｔｉｃ　ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　ｈｅｒｂｉｃｉｄ
ｅ　ｃｏｍｂｉｎａｔｉｏｎｓ”　Ｗｅｅｄｓ，　（１９６７），　１５，　ｐａｇｅｓ
　２０－２２」の中でＣｏｌｂｙによって定義されたものを意味するものと理解される。
【００５３】
　この論文には、下記式が記載されている：
【００５４】
【数２】

上記式中、Ｅは、定められた薬量（例えば、それぞれ、ｘ、ｙ及びｚに等しい）の３種類
の化合物の組合せについての有害生物の期待される阻害割合（％）を表し、Ｘは、定めら
れた薬量（ｘに等しい）の化合物Ａによる有害生物について観察された阻害割合（％）で
あり、Ｙは、定められた薬量（ｙに等しい）の化合物Ｂによる有害生物ついて観察された
阻害割合（％）であり、及び、Ｚは、定められた薬量（ｚに等しい）の化合物Ｃによる有
害生物ついて観察された阻害割合（％）である。上記組合せについて観察された阻害割合
（％）がＥを超えている場合、相乗効果が存在している。
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【００５５】
　用語「相乗効果」は、Ｔａｍｍｅｓ法（“Ｉｓｏｂｏｌｅｓ，　ａ　ｇｒａｐｈｉｃ　
ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｙｎｅｒｇｉｓｍ　ｉｎ　ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ
ｓ”，　Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏ
ｇｙ，　７０（１９６４），　ｐａｇｅｓ　７３－８０）を適用することによって定義さ
れる効果も意味する。
【００５６】
　さらなる活性物質を含んでいる相乗性組成物も、本発明の一部分を構成する。関連する
相乗効果は、同様の方法で立証することができる。
【００５７】
　本発明の殺有害生物剤組成物は、当該活性化合物が組み合わされていようとも又は当該
活性化合物が別々に使用される２種類以上の活性成分の形態にあろうとも、０．００００
１～１００％、好ましくは、０．００１～８０％の活性化合物を含有することができる。
【００５８】
　より一般的に、本発明の殺有害生物剤組成物には、最終的には、殺菌剤活性化合物、除
草剤活性化合物、殺虫剤活性化合物又は植物成長調節剤活性化合物から選択される１種類
以上の別の活性物質も含有させることができる。
【００５９】
　本発明の殺有害生物剤組成物には、これらの付加的な活性剤に加えて、植物保護製剤に
おいて有用な別の任意のアジュバント又は補助剤、例えば、農業上適切な不活性担体及び
、場合により、農業上適切な界面活性剤なども含有させることができる。
【００６０】
　実際の使用に際しては、本発明の殺有害生物剤組成物は、所望の用途に適しており且つ
農業での使用に対して許容される１種類以上の別の適合性成分（ここで、該適合性成分は
、例えば、固体若しくは液体の増量剤若しくは希釈剤、アジュバント、界面活性剤又は同
等物である）と組み合わせて、単独で使用し得るか又は当該活性成分の一方若しくは他方
若しくは両方を一緒に含んでいる製剤中に含ませて使用し得る。その様な製剤は、全ての
種類の栽培又は作物に施用するのに適した当該分野で既知の任意のタイプのものであるこ
とができる。これらの製剤は、当業者には知られている任意の方法で調製することが可能
であるが、そのような製剤も、本発明の一部分を形成する。
【００６１】
　該製剤には、さらにまた、保護コロイド、粘着剤、増粘剤、揺変剤、浸透剤、噴霧用油
、安定化剤、防腐剤（特に、抗黴剤（ｍｏｕｌｄ－ｐｒｏｏｆｉｎｇ　ａｇｅｎｔ）又は
殺生物剤）、金属イオン封鎖剤又はキレート剤などの別の種類の成分も含有させることが
できる。さらに一般的には、本発明において使用される化合物は、通常の製剤技術に対応
する固体又は液体の任意の添加剤と組み合わせることが可能である。
【００６２】
　用語「増量剤」は、該活性成分と合することで、その活性成分の施用、例えば、植物、
種子又は土壌への施用をより容易なものとする、天然又は合成の有機成分又は無機成分を
意味する。従って、そのような増量剤は、一般に不活性であり、また、許容されなければ
ならない（例えば、栽培学的な使用、特に、植物への処理に関して許容されなければなら
ない）。
【００６３】
　そのような増量剤は、固体、例えば、クレー、天然若しくは合成のシリケート、シリカ
、樹脂、蝋、固形肥料（例えば、アンモニウム塩）、天然の固体鉱物、例えば、カオリン
、クレー、タルク、石灰、石英、アタパルジャイト、モンモリロナイト、ベントナイト若
しくはケイ藻土、又は、合成鉱物、例えば、シリカ、アルミナ若しくはシリケート（特に
、ケイ酸アルミニウム又はケイ酸マグネシウム）などであることができる。粒剤に適して
いる固体増量剤は、以下のとおりである：粉砕された天然石、例えば、方解石、大理石、
軽石、海泡石及びドロマイト；無機又は有機の粗挽き粉からなる合成顆粒；おがくず、コ
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コナッツ殻、トウモロコシの穂若しくは外皮又はタバコの柄などの有機材料からなる顆粒
；ケイソウ土、リン酸三カルシウム、粉末状コルク若しくは吸着性カーボンブラック；水
溶性ポリマー、樹脂、蝋；又は、固形肥料。そのような組成物には、必用に応じて、固体
である場合には希釈剤としても作用し得る１種類以上の適合性作用物質、例えば、湿潤剤
、分散剤、乳化剤又は着色剤などを含ませることができる。
【００６４】
　上記増量剤は、さらにまた、液体〔例えば、水、アルコール類（特に、ブタノール又は
グリコール）及びそれらのエーテル又はエステル、特に、酢酸メチルグリコール；ケトン
類、特に、アセトン、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン
又はイソホロン；石油留分、例えば、パラフィン系炭化水素又は芳香族炭化水素、特に、
キシレン類又はアルキルナフタレン類；鉱油又は植物油；脂肪族塩素化炭化水素、特に、
トリクロロエタン又は塩化メチレン；芳香族塩素化炭化水素、特に、クロロベンゼン類；
水溶性又は高極性の溶媒、例えば、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Ｎ，
Ｎ－ジメチル－アセトアミド又はＮ－メチルピロリドン；Ｎ－オクチルピロリドン、液化
ガスなど（これらは、独立して用いられ得るか又は混合物として用いられ得る）〕である
こともできる。
【００６５】
　上記界面活性剤は、イオン性若しくは非イオン性のタイプの乳化剤、分散剤若しくは湿
潤剤であることが可能であるか、又は、そのような界面活性剤の混合物であることが可能
である。これら界面活性剤の中で、例えば、以下のものを使用する：ポリアクリル酸塩、
リグノスルホン酸塩、フェノールスルホン酸塩若しくはナフタレンスルホン酸塩、エチレ
ンオキシドと脂肪アルコールの重縮合物若しくはエチレンオキシドと脂肪酸の重縮合物若
しくはエチレンオキシドと脂肪エステルの重縮合物若しくはエチレンオキシドと脂肪アミ
ンの重縮合物、置換されているフェノール（特に、アルキルフェノール又はアリールフェ
ノール）、スルホコハク酸のエステル塩、タウリン誘導体（特に、アルキルタウレート）
、アルコールのリン酸エステル若しくはエチレンオキシドとフェノールの重縮合物のリン
酸エステル、ポリオールの脂肪酸エステル、又は、上記化合物の硫酸官能化誘導体、スル
ホン酸官能化誘導体若しくはリン酸官能化誘導体。該活性成分及び／又は該不活性増量剤
が水に不溶性であるか又は水に僅かしか溶けない場合、並びに、施用される当該組成物の
ための増量剤が水である場合、一般に、少なくとも１種類の界面活性剤を存在させること
が必要である。
【００６６】
　上記製剤にはさらに、別の添加剤、例えば、粘着剤又は染料なども含ませることができ
る。上記製剤においては、カルボキシメチルセルロース、又は、粉末若しくは顆粒若しく
はマトリックスの形態にある天然ポリマー若しくは合成ポリマー、例えば、アラビアゴム
、ラテックス、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール若しくはポリ酢酸ビニル、
天然のリン脂質、例えば、セファリン若しくはレシチン、又は、合成リン脂質などの粘着
剤を使用することができる。着色剤、例えば、無機顔料、例えば、酸化鉄、酸化チタン、
プルシアンブルー（Ｐｒｕｓｓｉａｎ　Ｂｌｕｅ）、有機着色剤、例えば、アリザリン型
の有機着色剤、アゾ型の有機着色剤若しくは金属フタロシアニン型の有機着色剤、又は、
微量栄養素、例えば、鉄塩、マンガン塩、ホウ素塩、銅塩、コバルト塩、モリブデン塩若
しくは亜鉛塩などを使用することができる。
【００６７】
　本発明の殺有害生物剤組成物の形態は、多くの種類の製剤の中で、例えば、エーロゾル
ディスペンサー、カプセルの懸濁液剤、冷煙霧濃厚剤（ｃｏｌｄ　ｆｏｇｇｉｎｇ　ｃｏ
ｎｃｅｎｔｒａｔｅ）、散粉性粉剤、乳剤、水性／水性型エマルション剤、油／逆型エマ
ルション剤、カプセル化粒剤、細粒剤、種子処理用懸濁製剤、圧縮ガス剤、ガス生成剤（
ｇａｓ　ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ｐｒｏｄｕｃｔ）、粒剤、温煙霧濃厚剤（ｈｏｔ　ｆｏ
ｇｇｉｎｇ　ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｅ）、大型粒剤、微粒剤、油分散性粉剤、油混和性懸
濁製剤、油混和性液剤、ペースト剤、植物用棒状剤（ｐｌａｎｔ　ｒｏｄｌｅｔ）、乾燥
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種子処理用粉剤、農薬で被覆された種子、スモークメイドル剤（ｓｍｏｋｅ　ｍａｙｄｌ
ｅ）、スモークカートリッジ剤（ｓｍｏｋｅ　ｃａｒｔｒｉｄｇｅ）、発煙剤（ｓｍｏｋ
ｅ　ｇｅｎｅｒａｔｏｒ）、スモークペレット剤（ｓｍｏｋｅ　ｐｅｌｌｅｔ）、スモー
ク棒状剤（ｓｍｏｋｅ　ｒｏｄｌｅｔ）、燻煙錠剤（ｓｍｏｋｅ　ｔａｂｌｅｔ）、スモ
ーク缶剤（ｓｍｏｋｅ　ｔｉｎ）、可溶性濃厚剤、可溶性粉剤、種子処理用溶液剤、懸濁
製剤（＝フロアブル剤）、微量散布用液剤、微量散布用懸濁液剤、蒸気放出剤（ｖａｐｏ
ｕｒ　ｒｅｌｅａｓｉｎｇ　ｐｒｏｄｕｃｔ）、顆粒水和剤、水分散性錠剤、スラリー処
理用水和剤、水溶性顆粒剤、水溶性錠剤、種子処理用水溶性粉剤及び水和剤などの中で選
択することができる。
【００６８】
　本発明の殺有害生物剤組成物には、噴霧装置などの適切な装置を用いて作物に対して直
ぐに施用される状態にある組成物のみではなく、作物に対して施用する前に希釈すること
が必要な商業用の濃厚組成物も包含される。
【００６９】
　本明細書中に記載されている殺有害生物剤組成物は、一般に、生長している植物に施用
するために、又は、作物が栽培されている場所若しくは作物を栽培するための場所に施用
するために、又は、種子を処理するか若しくは種子にコーティングを施すか若しくは種子
にフィルムコーティングを施すために、使用される。
【００７０】
　本発明によれば、種子には、例えば種子、果実、塊茎、穀粒、根、根茎、植物の一部分
などのような任意の繁殖器官（ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍａｔｅｒｉａｌ）が包含され
得る。
【００７１】
　本発明の殺有害生物剤組成物は、さらにまた、植生に対して、特に、植物病原性菌類に
侵襲されているか若しくは侵襲され得る葉又は昆虫によって損傷されている葉に対しても
施用され得る。本発明の殺有害生物剤組成物を施用する別の方法は、当該活性成分を含ん
でいる製剤を灌漑用水に添加することである。
【００７２】
　本発明の別の対象よれば、植物、作物若しくは種子の植物病原性菌類又は植物、作物若
しくは種子に損傷を与える昆虫類を防除する方法が提供され、ここで、該方法は、栽培学
的に有効で且つ植物に対して実質的に毒性を示さない量の本発明による殺有害生物剤組成
物を、種子、植物若しくは植物の果実に対して、又は、植物がそこで成育しているか若し
くは植物をそこで栽培するのが望ましい土壌若しくは不活性底土（例えば、無機底土、例
えば、砂、ロックウール、グラスウール；発泡鉱物、例えば、パーライト、バーミキュラ
イト、ゼオライト又は発泡クレー）、軽石、火砕性の物質若しくは材料（Ｐｙｒｏｃｌａ
ｓｔｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌｓ　ｏｒ　ｓｔｕｆｆ）、合成有機底土（例えば、ポリウレ
タン）、有機底土（例えば、泥炭、堆肥、木製廃棄物、例えば、コイア、木繊維若しくは
木材チップ、樹皮）若しくは液体基体（例えば、浮遊水耕システム、Ｎｕｔｒｉｅｎｔ　
Ｆｉｌｍ　Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ，　Ａｅｒｏｐｏｎｉｃｓ）に対して、種子処理として、
茎葉施用（ｆｏｌｉａｒ　ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ）として、茎施用（ｓｔｅｍ　ａｐｐ
ｌｉｃａｔｉｏｎ）として、又は、灌注若しくは滴下施用〔化学溶液灌水（ｃｈｅｍｉｇ
ａｔｉｏｎ）〕として、施用することを特徴とする。
【００７３】
　「処理対象の植物に施用する」という表現は、本発明の目的のためには、
　・　上記組成物のうちの１種類を含んでいる液体を当該植物の地上部に噴霧すること；
　・　散粉すること、粒剤又は粉剤を土壌中に混和すること、当該植物の周囲に噴霧する
こと、及び、樹木の場合には、注入すること又は塗りつけること；
　・　上記組成物のうちの１種類を含んでいる植物保護混合物を用いて当該植物の種子に
コーティング又はフィルムコーティングを施すこと；
などのさまざまな処理方法を用いて、本発明の対象である殺有害生物剤組成物を施用する
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ことが可能であるということを意味するものと理解される。
【００７４】
　本発明の方法は、治療方法、予防方法又は根絶する方法のいずれかであり得る。
【００７５】
　この方法において、使用する組成物は、本発明による２種類以上の活性化合物を混合さ
せることによって予め調製することができる。
【００７６】
　上記方法の代替的な方法では、１種類以上の活性成分（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）又は（Ｄ
）をそれぞれが含んでいる別個の組成物の複合的な（Ａ）／（Ｂ）／（Ｃ）／（Ｄ）の効
果を示すように、化合物（Ａ）、化合物（Ｂ）、化合物（Ｃ）又は化合物（Ｄ）を同時に
、順次に又は別々に施用することも可能である。
【００７７】
　本発明による処理方法において通常施用される活性化合物の薬量は、一般に、また、有
利には、
　・　茎葉処理では、０．１～１０，０００ｇ／ｈａ、好ましくは、１０～１，０００ｇ
／ｈａ、さらに好ましくは、５０～３００ｇ／ｈａであり；灌注又は滴下施用の場合、特
に、ロックウール又はパーライトなどの不活性底土を用いる限り、該薬量は低減させるこ
とも可能であり；
　・　種子処理では、種子１００ｋｇ当たり２～２００ｇ、好ましくは、種子１００ｋｇ
当たり３～１５０ｇであり；
　・　土壌処理では、０．１～１０，０００ｇ／ｈａ、好ましくは、１～５，０００ｇ／
ｈａである。
【００７８】
　本明細書中に示されている薬量は、本発明の方法を例証するための例として与えられて
いる。当業者は、特に処理対象の植物又は作物の種類に応じて、該施用薬量を適合させる
方法を理解するであろう。
【００７９】
　特定の条件下、例えば、処理対象の植物病原性菌類又は防除すべき昆虫の種類に応じて
、より少ない薬量で充分な保護を提供できる場合がある。特定の気候条件、抵抗性、又は
、別の要因、例えば、排除すべき植物病原性菌類若しくは有害昆虫の種類又は侵襲の程度
（例えば、上記菌類による植物の侵襲の程度）などによって、組み合わせられた活性成分
のより多い薬量が必要となる場合がある。
【００８０】
　最適な薬量は、通常、幾つかの要因、例えば、処理対象の植物病原性菌類若しくは防除
すべき昆虫の種類、侵襲されている植物の種類若しくは生育の程度、植生の密度、又は、
施用方法などに依存する。
【００８１】
　限定するものではないが、本発明の殺有害生物剤組成物又は組合せで処理される作物は
、例えば、葡萄の木である。しかしながら、そのような作物は、穀類、野菜類、ムラサキ
ウマゴヤシ、ダイズ、市場向け菜園作物、芝、樹木、木又は園芸植物でもあり得る。
【００８２】
　本発明による処理方法は、さらにまた、塊茎又は根茎のような繁殖器官を処理するのに
も有効であり得るし、さらには、種子、実生又は移植実生（ｓｅｅｄｌｉｎｇｓ　ｐｒｉ
ｃｋｉｎｇ　ｏｕｔ）及び植物又は移植植物（ｐｌａｎｔｓ　ｐｒｉｃｋｉｎｇ　ｏｕｔ
）を処理するのにも有効であり得る。この処理方法は、根を処理するのにも有効であり得
る。本発明による処理方法は、関係している植物の樹幹、茎又は柄、葉、花及び果実のよ
うな植物の地上部を処理するのにも有効であり得る。
【００８３】
　本発明の方法で保護可能な植物の中で、以下のものを挙げることができる：ワタ；アマ
；ブドウの蔓；果実又は野菜作物、例えば、バラ科各種（Ｒｏｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（
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例えば、仁果（ｐｉｐ　ｆｒｕｉｔ）、例えば、リンゴ及びナシ、さらに、核果、例えば
、アンズ、アーモンド及びモモ）、リベシオイダエ科各種（Ｒｉｂｅｓｉｏｉｄａｅ　ｓ
ｐ．）、クルミ科各種（Ｊｕｇｌａｎｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、カバノキ科各種（Ｂｅｔ
ｕｌａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウルシ科各種（Ａｎａｃａｒｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ブ
ナ科各種（Ｆａｇａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クワ科各種（Ｍｏｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、モ
クセイ科各種（Ｏｌｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）、マタタビ科各種（Ａｃｔｉｎｉｄａｃｅａ
ｅ　ｓｐ．）、クスノキ科各種（Ｌａｕｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、バショウ科各種（Ｍｕ
ｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、バナナの木及びプランタン（ｐｌａｎｔｉｎｓ））、
アカネ科各種（Ｒｕｂｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ツバキ科各種（Ｔｈｅａｃｅａｅ　ｓｐ
．）、アオギリ科各種（Ｓｔｅｒｃｕｌｉｃｅａｅ　ｓｐ．）、ミカン科各種（Ｒｕｔａ
ｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レモン、オレンジ及びグレープフルーツ）；ナス科各種（
Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トマト）、ユリ科各種（Ｌｉｌｉａｃｅａｅ
　ｓｐ．）、キク科各種（Ａｓｔｅｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レタス）、セリ科
各種（Ｕｍｂｅｌｌｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）、アブラナ科各種（Ｃｒｕｃｉｆｅｒａｅ　
ｓｐ．）、アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウリ科各種（Ｃｕ
ｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）、マメ科各種（Ｐａｐｉｌｉｏｎａｃｅａｅ　ｓｐ．
）（例えば、エンドウ）、バラ科各種（Ｒｏｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、イチゴ）
；主要作物（ｍａｊｏｒ　ｃｒｏｐ）、例えば、イネ科各種（Ｇｒａｍｉｎａｅ　ｓｐ．
）（例えば、トウモロコシ、芝、又は、禾穀類、例えば、コムギ、ライムギ、イネ、オオ
ムギ及びライコムギ）、キク科各種（Ａｓｔｅｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、ヒマワ
リ）、アブラナ科各種（Ｃｒｕｃｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）（例えば、ナタネ）、マメ科各
種（Ｆａｂａｃａｅ　ｓｐ．）（例えば、ピーナッツ）、マメ科各種（Ｐａｐｉｌｉｏｎ
ａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、ダイズ）、ナス科各種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．
）（例えば、ジャガイモ）、アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（
例えば、ビートルート（ｂｅｅｔｒｏｏｔ））、アブラヤシ属各種（Ｅｌａｅｉｓ　ｓｐ
．）（例えば、アブラヤシ）；園芸作物及び森林作物（ｆｏｒｅｓｔ　ｃｒｏｐｓ）；さ
らに、これら作物の遺伝子組み換えが行われた相同物。
【００８４】
　本発明に従って、全ての植物及び植物の部分を処理することができる。植物は、望まし
い及び望ましくない野生植物、栽培品種並びに植物変種（植物変種又は植物育種家の権利
によって保護されても又は保護されなくても）のような全ての植物及び植物群を意味する
。栽培品種及び植物変種は、慣習的な繁殖方法及び育種方法（これらは、１種類以上の生
物工学的方法によって、例えば、倍加半数体、プロトプラスト融合、ランダム突然変異誘
発及び定方向突然変異誘発、分子標識若しくは遺伝標識又は生物工学法及び遺伝子工学法
などを使用して、補助することができるか又は補うことができる）によって得られる植物
であることができる。植物の部分は、植物の地上及び地下の全ての部分及び全ての器官、
例えば、枝条、葉、花及び根などを意味し、ここで、例えば、葉、針状葉、茎、枝、花、
子実体、果実及び種子、並びに、根、球茎及び根茎などを挙げることができる。作物並び
に栄養繁殖器官及び生殖繁殖器官（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ａｎｄ　ｇｅｎｅｒａｔｉｖ
ｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｎｇ　ｍａｔｅｒｉａｌ）、例えば、挿木（ｃｕｔｔｉｎｇ）、
球茎、根茎、匍匐茎及び種子なども、植物の部分に属する。
【００８５】
　本発明の方法で保護することが可能な植物の中で、以下のものを挙げることができる：
主要農作物、例えば、トウモロコシ、ダイズ、ワタ、アブラナ属油料種子（Ｂｒａｓｓｉ
ｃａ　ｏｉｌｓｅｅｄｓ）、例えば、セイヨウアブラナ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｎａｐｕｓ
）（例えば、カノラ）、カブ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｒａｐａ）、カラシナ（Ｂ．ｊｕｎｃ
ｅａ）（例えば、マスタード）及びアビシニアガラシ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｃａｒｉｎａ
ｔａ）、イネ、コムギ、テンサイ、サトウキビ、エンバク、ライムギ、オオムギ、アワ、
ライコムギ、アマ、ブドウの木、並びに、種々の植物学的分類群に属するさまざまな果実
及び野菜、例えば、バラ科各種（Ｒｏｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、仁果（ｐｉｐ　
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ｆｒｕｉｔ）、例えば、リンゴ及びナシ、さらに、核果、例えば、アンズ、サクラ、アー
モンド及びモモ、液果（ｂｅｒｒｙ　ｆｒｕｉｔｓ）、例えば、イチゴ）、リベシオイダ
エ科各種（Ｒｉｂｅｓｉｏｉｄａｅ　ｓｐ．）、クルミ科各種（Ｊｕｇｌａｎｄａｃｅａ
ｅ　ｓｐ．）、カバノキ科各種（Ｂｅｔｕｌａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウルシ科各種（Ａｎ
ａｃａｒｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ブナ科各種（Ｆａｇａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クワ科
各種（Ｍｏｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、モクセイ科各種（Ｏｌｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）、マ
タタビ科各種（Ａｃｔｉｎｉｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クスノキ科各種（Ｌａｕｒａｃｅ
ａｅ　ｓｐ．）、バショウ科各種（Ｍｕｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、バナナの木及
びバナナ園（ｂａｎａｎａ　ｔｒｅｅｓ　ａｎｄ　ｐｌａｎｔｉｎｇｓ））、アカネ科各
種（Ｒｕｂｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、コーヒー）、ツバキ科各種（Ｔｈｅａｃｅ
ａｅ　ｓｐ．）、アオギリ科各種（Ｓｔｅｒｃｕｌｉｃｅａｅ　ｓｐ．）、ミカン科各種
（Ｒｕｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レモン、オレンジ及びグレープフルーツ）；ナ
ス科各種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トマト、ジャガイモ、トウガラシ
、ナス）、ユリ科各種（Ｌｉｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、キク科各種（Ｃｏｍｐｏｓｉｔ
ｉａｅ　ｓｐ．）（例えば、レタス、チョウセンアザミ及びチコリー（これは、ルートチ
コリー（ｒｏｏｔ　ｃｈｉｃｏｒｙ）、エンダイブ又はキクニガナを包含する））、セリ
科各種（Ｕｍｂｅｌｌｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）（例えば、ニンジン、パセリ、セロリ及び
セルリアック）、ウリ科各種（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、キュウ
リ（これは、ピックルキュウリ（ｐｉｃｋｌｉｎｇ　ｃｕｃｕｍｂｅｒ）を包含する）、
カボチャ、スイカ、ヒョウタン及びメロン）、ネギ科各種（Ａｌｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．
）（例えば、タマネギ及びリーキ）、アブラナ科各種（Ｃｒｕｃｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）
（例えば、白キャベツ、赤キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、芽キャベツ、タイサ
イ、コールラビ、ラディッシュ、セイヨウワサビ、コショウソウ、ハクサイ）、マメ科各
種（Ｌｅｇｕｍｉｎｏｓａｅ　ｓｐ．）（例えば、ラッカセイ、エンドウ及びインゲンマ
メ（例えば、クライミングビーン（ｃｌｉｍｂｉｎｇ　ｂｅａｎｓ）及びソラマメ））、
アカザ科各種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、フダンソウ（ｍａｎ
ｇｏｌｄ）、フダンソウ（ｓｐｉｎａｃｈ　ｂｅｅｔ）、ホウレンソウ、ビートルート）
、アオイ科（Ｍａｌｖａｃｅａｅ）（例えば、オクラ）、クサスギカズラ科（Ａｓｐａｒ
ａｇａｃｅａｅ）（例えば、アスパラガス）；園芸作物及び森林作物（ｆｏｒｅｓｔ　ｃ
ｒｏｐｓ）；観賞植物；及び、これら作物の遺伝子組み換えが行われた相同物。
【００８６】
　本発明による処理方法は、遺伝子組換え生物（ＧＭＯ）、例えば、植物又は種子などの
処理において使用することができる。遺伝子組換え植物（又は、トランスジェニック植物
）は、異種遺伝子がゲノムに安定的に組み込まれている植物である。表現「異種遺伝子」
は、本質的に、供給されたか又は当該植物の外部で構築された遺伝子であって、核のゲノ
ム、葉緑体のゲノム又はミトコンドリアのゲノムの中に導入されたときに、興味深いタン
パク質若しくはポリペプチドを発現することにより、又は、その植物内に存在している別
の１つ若しくは複数の遺伝子をダウンレギュレート若しくはサイレンシングすることによ
り、当該形質転換された植物に新しい又は改善された作物学的特性又は別の特性を付与す
る遺伝子を意味する〔例えば、アンチセンス技術、コサプレッション技術又はＲＮＡ干渉
（ＲＮＡｉ）技術などを使用する〕。ゲノム内に位置している異種遺伝子は、導入遺伝子
とも称される。植物ゲノム内におけるその特異的な位置によって定義される導入遺伝子は
、形質転換又は遺伝子導入イベントと称される。
【００８７】
　植物種又は植物品種、それらの生育場所及び生育条件（土壌、気候、生育期、養分（ｄ
ｉｅｔ））に応じて、本発明の処理により、相加効果を超える効果（「相乗効果」）も生
じ得る。かくして、例えば、本発明により使用し得る活性化合物及び組成物の施用量の低
減及び／又は活性スペクトルの拡大及び／又は活性の増強、植物の生育の向上、高温又は
低温に対する耐性の向上、渇水又は水中若しくは土壌中に含まれる塩分に対する耐性の向
上、開花能力の向上、収穫の容易性の向上、促進された成熟、収穫量の増加、果実の大き
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さの増大、植物の高さの増大、葉の緑色の向上、より早い開花、収穫された生産物の品質
の向上及び／又は栄養価の増加、果実内の糖度の上昇、収穫された生産物の貯蔵安定性の
向上及び／又は加工性の向上などが可能であり、これらは、実際に予期された効果を超え
るものである。
【００８８】
　特定の施用量において、本発明による活性化合物組合せは、植物において強化効果（ｓ
ｔｒｅｎｇｔｈｅｎｉｎｇ　ｅｆｆｅｃｔ）も示し得る。従って、本発明の活性化合物組
合せは、望ましくない微生物類による攻撃に対して植物の防御システムを動員させるのに
も適している。これは、適切な場合には、本発明による組合せの例えば菌類に対する強化
された活性の理由のうちの１つであり得る。本発明に関連して、植物を強化する（抵抗性
を誘導する）物質は、処理された植物が、その後で望ましくない微生物類を接種されたと
きに、それらの微生物類に対して実質的な程度の抵抗性を示すように、植物の防御システ
ムを刺激することができる物質又は物質の組合せを意味するものと理解される。この場合
、望ましくない微生物類は、植物病原性の菌類、細菌類及びウイルス類を意味するものと
理解される。従って、処理後特定の期間、上記病原体による攻撃から植物を保護するため
に、本発明の物質を用いることができる。保護が達成される期間は、植物が該活性化合物
で処理されてから、一般に、１～１０日間、好ましくは、１～７日間である。
【００８９】
　本発明に従って処理するのが好ましい植物及び植物品種は、特に有利で有益な形質を植
物に付与する遺伝物質を有している全ての植物（育種によって得られたものであろうと、
及び／又は、生物工学的方法によって得られたものであろうと）を包含する。
【００９０】
　本発明に従って処理するのが同様に好ましい植物及び植物品種は、１以上の生物的スト
レスに対して抵抗性を示す。即ち、そのような植物は、害虫及び有害微生物に対して、例
えば、線虫類、昆虫類、ダニ類、植物病原性の菌類、細菌類、ウイルス類及び／又はウイ
ロイド類などに対して、良好な防御を示す。
【００９１】
　線虫抵抗性植物の例は、例えば、米国特許出願第１１／７６５，４９１号、米国特許出
願第１１／７６５，４９４号、米国特許出願第１０／９２６，８１９号、米国特許出願第
１０／７８２，０２０号、米国特許出願第１２／０３２，４７９号、米国特許出願第１０
／７８３，４１７号、米国特許出願第１０／７８２，０９６号、米国特許出願第１１／６
５７，９６４号、米国特許出願第１２／１９２，９０４号、米国特許出願第１１／３９６
，８０８号、米国特許出願第１２／１６６，２５３号、米国特許出願第１２／１６６，２
３９号、米国特許出願第１２／１６６，１２４号、米国特許出願第１２／１６６，２０９
号、米国特許出願第１１／７６２，８８６号、米国特許出願第１２／３６４，３３５号、
米国特許出願第１１／７６３，９４７号、米国特許出願第１２／２５２，４５３号、米国
特許出願第１２／２０９，３５４号、米国特許出願第１２／４９１，３９６号又は米国特
許出願第１２／４９７，２２１号などに記載されている。
【００９２】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、１以上の非生物的ストレスに対
して抵抗性を示す植物である。非生物的なストレス状態としては、例えば、渇水、低温に
晒されること、熱に晒されること、浸透ストレス、湛水、土壌中の塩分濃度の上昇、より
多くの鉱物に晒されること、オゾンに晒されること、強い光に晒されること、利用可能な
窒素養分が限られていること、利用可能なリン養分が限られていること、日陰回避などを
挙げることができる。
【００９３】
　本発明に従って同様に処理し得る植物及び植物品種は、増大した収量特性を特徴とする
植物である。そのような植物における増大した収量は、例えば、改善された植物の生理機
能、生長及び発育、例えば、水の利用効率、水の保持効率、改善された窒素の利用性、強
化された炭素同化作用、改善された光合成、上昇した発芽効率及び促進された成熟などの
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結果であり得る。収量は、さらに、改善された植物の構成（ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）
によっても影響され得る（ストレス条件下及び非ストレス条件下）。そのような改善され
た植物の構成としては、限定するものではないが、早咲き、ハイブリッド種子産生のため
の開花制御、実生の活力、植物の寸法、節間の数及び距離、根の成長、種子の寸法、果実
の寸法、莢の寸法、莢又は穂の数、１つの莢又は穂当たりの種子の数、種子の体積、強化
された種子充填、低減された種子分散、低減された莢の裂開及び耐倒伏性などがある。収
量についてのさらなる形質としては、種子の組成、例えば、炭水化物含有量、タンパク質
含有量、油含有量及び油の組成、栄養価、抗栄養化合物の低減、改善された加工性並びに
向上した貯蔵安定性などがある。
【００９４】
　上記形質を有している植物の例は、表Ａの中に非網羅的に挙げられている。
【００９５】
　本発明に従って処理し得る植物は、雑種強勢（これは、結果として、一般に、増加した
収量、向上した活力、向上した健康状態並びに生物的及び非生物的ストレスに対する向上
した抵抗性をもたらす）の特性を既に呈しているハイブリッド植物である。そのような植
物は、典型的には、雄性不稔交配母体近交系（ｉｎｂｒｅｄ　ｍａｌｅ－ｓｔｅｒｉｌｅ
　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雌性親）を別の雄性稔性交配母体近交系（ｉｎｂｒｅｄ　
ｍａｌｅ－ｆｅｒｔｉｌｅ　ｐａｒｅｎｔ　ｌｉｎｅ）（雄性親）と交雑させることによ
って作られる。ハイブリッド種子は、典型的には、雄性不稔植物から収穫され、そして、
栽培者に販売される。雄性不稔植物は、場合により（例えば、トウモロコシにおいて）、
雄穂を除去することによって〔即ち、雄性繁殖器官（又は雄花）を機械的に除去すること
によって〕、作ることができる。しかしながら、より典型的には、雄性不稔性は、植物ゲ
ノム内の遺伝的決定基の結果である。その場合、及び、特に種子がハイブリッド植物から
収穫される所望の生産物である場合、典型的には、該ハイブリッド植物において雄性稔性
を確実に完全に回復させることは有用である。これは、雄性不稔性に関与する遺伝的決定
基を含んでいるハイブリッド植物において雄性稔性を回復させることが可能な適切な稔性
回復遺伝子を雄性親が有していることを確実なものとすることによって達成することがで
きる。雄性不稔性に関する遺伝的決定基は、細胞質内に存在し得る。細胞質雄性不稔（Ｃ
ＭＳ）の例は、例えば、アブラナ属各種（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）に関して
記述された（ＷＯ　９２／０５２５１、ＷＯ　９５／０９９１０、ＷＯ　９８／２７８０
６、ＷＯ　０５／００２３２４、ＷＯ　０６／０２１９７２、及び、ＵＳ　６，２２９，
０７２）。しかしながら、雄性不稔性に関する遺伝的決定基は、核ゲノム内にも存在し得
る。雄性不稔性植物は、遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー法によっても得ること
ができる。雄性不稔性植物を得る特に有用な方法は、ＷＯ　８９／１０３９６に記載され
ており、ここでは、例えば、バルナーゼなどのリボヌクレアーゼを雄ずい内のタペータム
細胞において選択的に発現させる。次いで、タペータム細胞内においてバルスターなどの
リボヌクレアーゼインヒビターを発現させることによって、稔性を回復させることができ
る（例えば、ＷＯ　９１／０２０６９）。
【００９６】
　本発明に従って処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジ
ー法によって得られたもの）は、除草剤耐性植物、即ち、１種類以上の所与の除草剤に対
して耐性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形質転換によって得ることがで
きるか、又は、当該除草剤耐性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜することによ
って得ることができる。
【００９７】
　除草剤抵抗性植物は、例えば、グリホセート耐性植物、即ち、除草剤グリホセート又は
その塩に対して耐性にされた植物である。植物は、種々の方法によって、グリホセートに
対して耐性にすることができる。例えば、グリホセート耐性植物は、酵素５－エノールピ
ルビルシキミ酸－３－リン酸シンターゼ（ＥＰＳＰＳ）をコードする遺伝子で植物を形質
転換させることによって得ることができる。そのようなＥＰＳＰＳ遺伝子の例は、以下の
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ものである：細菌サルモネラ・チフィムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕ
ｒｉｕｍ）のＡｒｏＡ遺伝子（突然変異ＣＴ７）（Ｃｏｍａｉ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８
３，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２２１，　３７０－３７１）、細菌アグロバクテリウム属各種（
Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ．）のＣＰ４遺伝子（Ｂａｒｒｙ　ｅｔ　ａｌ．，　
１９９２，　Ｃｕｒｒ．　Ｔｏｐｉｃｓ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．　７，　１３９
－１４５）、ペチュニアのＥＰＳＰＳをコードする遺伝子（Ｓｈａｈ　ｅｔ　ａｌ．，　
１９８６，　Ｓｃｉｅｎｃｅ　２３３，　４７８－４８１）、トマトのＥＰＳＰＳをコー
ドする遺伝子（Ｇａｓｓｅｒ　ｅｔ　ａｌ．，　１９８８，　Ｊ．　Ｂｉｏｌ．　Ｃｈｅ
ｍ．　２６３，　４２８０－４２８９）又はオヒシバ属（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）のＥＰＳＰ
Ｓをコードする遺伝子（ＷＯ　０１／６６７０４）。それは、例えばＥＰ　０８３７９４
４、ＷＯ　００／６６７４６、ＷＯ　００／６６７４７又はＷＯ　０２／２６９９５など
に記述されているように、突然変異ＥＰＳＰＳであることも可能である。グリホセート耐
性植物は、さらにまた、米国特許第５，７７６，７６０号及び米国特許第５，４６３，１
７５号に記述されているように、グリホセートオキシドレダクターゼ酵素をコードする遺
伝子を発現させることによって得ることもできる。グリホセート耐性植物は、さらにまた
、例えばＷＯ　０２／３６７８２、ＷＯ　０３／０９２３６０、ＷＯ　０５／０１２５１
５及びＷＯ　０７／０２４７８２などに記述されているように、グリホセートアセチルト
ランスフェラーゼ酵素をコードする遺伝子を発現させることによって得ることもできる。
グリホセート耐性植物は、さらにまた、例えばＷＯ　０１／０２４６１５又はＷＯ　０３
／０１３２２６などに記述されているように、上記遺伝子の自然発生突然変異を含んでい
る植物を選抜することによって得ることもできる。グリホセート耐性を付与するＥＰＳＰ
Ｓ遺伝子を発現する植物は、例えば、米国特許出願第１１／５１７，９９１号、米国特許
出願第１０／７３９，６１０号、米国特許出願第１２／１３９，４０８号、米国特許出願
第１２／３５２，５３２号、米国特許出願第１１／３１２，８６６号、米国特許出願第１
１／３１５，６７８号、米国特許出願第１２／４２１，２９２号、米国特許出願第１１／
４００，５９８号、米国特許出願第１１／６５１，７５２号、米国特許出願第１１／６８
１，２８５号、米国特許出願第１１／６０５，８２４号、米国特許出願第１２／４６８，
２０５号、米国特許出願第１１／７６０，５７０号、米国特許出願第１１／７６２，５２
６号、米国特許出願第１１／７６９，３２７号、米国特許出願第１１／７６９，２５５号
、米国特許出願第１１／９４３８０１号又は米国特許出願第１２／３６２，７７４号など
に記載されている。グリホセート耐性を付与する別の遺伝子（例えば、デカルボキシラー
ゼ遺伝子）を含んでいる植物は、例えば、米国特許出願第１１／５８８，８１１号、米国
特許出願第１１／１８５，３４２号、米国特許出願第１２／３６４，７２４号、米国特許
出願第１１／１８５，５６０号又は米国特許出願第１２／４２３，９２６号などに記載さ
れている。
【００９８】
　別の除草剤抵抗性植物は、例えば、酵素グルタミンシンターゼを阻害する除草剤（例え
ば、ビアラホス、ホスフィノトリシン又はグルホシネート）に対して耐性にされている植
物である。そのような植物は、当該除草剤を解毒する酵素を発現させるか、又は、阻害に
対して抵抗性を示す突然変異グルタミンシンターゼ酵素を発現させることによって、得る
ことができる（例えば、米国特許出願第１１／７６０，６０２号に記載されている）。そ
のような有効な一解毒酵素は、ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼをコード
する酵素である（例えば、ストレプトマイセス属各種（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｓｐ
ｅｃｉｅｓ）に由来するｂａｒタンパク質又はｐａｔタンパク質）。外因性のホスフィノ
トリシンアセチルトランスフェラーゼを発現する植物は、例えば、米国特許第５，５６１
，２３６号、米国特許第５，６４８，４７７号、米国特許第５，６４６，０２４号、米国
特許第５，２７３，８９４号、米国特許第５，６３７，４８９号、米国特許第５，２７６
，２６８号、米国特許第５，７３９，０８２号、米国特許第５，９０８，８１０号及び米
国特許第７，１１２，６６５号などに記述されている。
【００９９】
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　さらなる除草剤耐性植物は、さらにまた、酵素ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシ
ゲナーゼ（ＨＰＰＤ）を阻害する除草剤に対して耐性にされている植物である。
【０１００】
　ヒドロキシフェニルピルビン酸ジオキシゲナーゼ類は、パラ－ヒドロキシフェニルピル
ベート（ＨＰＰ）がホモゲンチセートに変換される反応を触媒する酵素である。ＨＰＰＤ
阻害薬に対して耐性を示す植物は、ＷＯ　９６／３８５６７、ＷＯ　９９／２４５８５、
ＷＯ　９９／２４５８６、ＷＯ　２００９／１４４０７９、ＷＯ　２００２／０４６３８
７又はＵＳ　６，７６８，０４４に記述されているように、自然発生抵抗性ＨＰＰＤ酵素
をコードする遺伝子を用いて、又は、突然変異ＨＰＰＤ酵素若しくはキメラＨＰＰＤ酵素
をコードする遺伝子を用いて、形質転換させることができる。ＨＰＰＤ阻害薬に対する耐
性は、さらにまた、ＨＰＰＤ阻害薬による天然ＨＰＰＤ酵素の阻害にもかかわらずホモゲ
ンチセートを形成させることが可能な特定の酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質
転換させることによっても得ることができる。そのような植物及び遺伝子は、ＷＯ　９９
／３４００８及びＷＯ　０２／３６７８７に記述されている。ＨＰＰＤ阻害薬に対する植
物の耐性は、さらにまた、ＷＯ　２００４／０２４９２８に記述されているように、ＨＰ
ＰＤ耐性酵素をコードする遺伝子に加えてプレフェナートデスヒドロゲナーゼ（ＰＤＨ）
活性を有する酵素をコードする遺伝子を用いて植物を形質転換させることによって改善す
ることもできる。さらに、植物は、ＷＯ　２００７／１０３５６７及びＷＯ　２００８／
１５０４７３に記載されているように、そのゲノムの中にＨＰＰＤ阻害薬を代謝又は分解
することが可能な酵素（例えば、ＣＹＰ４５０酵素）をコードする遺伝子を加えることに
よって、ＨＰＰＤ阻害薬除草剤に対してさらに耐性にすることができる。
【０１０１】
　さらに別の除草剤抵抗性植物は、アセトラクテートシンターゼ（ＡＬＳ）阻害薬に対し
て耐性にされている植物である。既知ＡＬＳ阻害薬としては、例えば、スルホニル尿素系
除草剤、イミダゾリノン系除草剤、トリアゾロピリミジン系除草剤、ピリミジニルオキシ
（チオ）ベンゾエート系除草剤、及び／又は、スルホニルアミノカルボニルトリアゾリノ
ン系除草剤などがある。ＡＬＳ酵素（「アセトヒドロキシ酸シンターゼ（ＡＨＡＳ）」と
しても知られている）における種々の突然変異体は、例えば「Ｔｒａｎｅｌ　ａｎｄ　Ｗ
ｒｉｇｈｔ（２００２，　Ｗｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　５０：７００－７１２）」などに
記述され、さらに、米国特許第５，６０５，０１１号、米国特許第５，３７８，８２４号
、米国特許第５，１４１，８７０号及び米国特許第５，０１３，６５９号などにも記述さ
れているように、種々の除草剤及び除草剤の群に対する耐性を付与することが知られてい
る。スルホニル尿素耐性植物及びイミダゾリノン耐性植物の作製については、米国特許第
５，６０５，０１１号、米国特許第５，０１３，６５９号、米国特許第５，１４１，８７
０号、米国特許第５，７６７，３６１号、米国特許第５，７３１，１８０号、米国特許第
５，３０４，７３２号、米国特許第４，７６１，３７３号、米国特許第５，３３１，１０
７号、米国特許第５，９２８，９３７号及び米国特許第５，３７８，８２４号並びに国際
公開ＷＯ　９６／３３２７０号に記述されている。別のイミダゾリノン耐性植物について
も、例えば、ＷＯ　２００４／０４００１２、ＷＯ　２００４／１０６５２９、ＷＯ　２
００５／０２０６７３、ＷＯ　２００５／０９３０９３、ＷＯ　２００６／００７３７３
、ＷＯ　２００６／０１５３７６、ＷＯ　２００６／０２４３５１及びＷＯ　２００６／
０６０６３４などに記述されている。さらなるスルホニル尿素耐性植物及びイミダゾリノ
ン耐性植物は、さらにまた、例えば、ＷＯ　０７／０２４７８２及び米国特許出願第６１
／２８８９５８号などにも記述されている。
【０１０２】
　イミダゾリノン及び／又はスルホニル尿素に対して耐性を示す別の植物は、例えば、ダ
イズに関しては米国特許第５，０８４，０８２号に記述されているように、イネに関して
はＷＯ　９７／４１２１８に記述されているように、テンサイに関しては米国特許第５，
７７３，７０２号及びＷＯ　９９／０５７９６５に記述されているように、レタスに関し
ては米国特許第５，１９８，５９９号に記述されているように、又は、ヒマワリに関して
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はＷＯ　０１／０６５９２２に記述されているように、誘導された突然変異誘発、当該除
草剤の存在下での細胞培養における選抜又は突然変異育種によって得ることができる。
【０１０３】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、昆虫抵抗性トランスジェニック植物、即ち、特定
の標的昆虫による攻撃に対して抵抗性にされた植物である。そのような植物は、遺伝的形
質転換によって得ることができるか、又は、そのような昆虫抵抗性を付与する突然変異を
含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。
【０１０４】
　本明細書中で使用されている場合、「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」には、以下
のものをコードするコード配列を含んでいる少なくとも１の導入遺伝子を含んでいる任意
の植物が包含される：
　（１）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、クリック
モアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　（１９９８，　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ
　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ，　６２：８０７－８
１３」によって記載され、クリックモアら「Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ　ｅｔ　ａｌ．　（２０
０５）」によって、オンライン「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ
．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／」上で「バシルス・ツ
リンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）毒素命名法」におい
て更新された殺虫性結晶タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、Ｃｒｙタン
パク質類（Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｂ、Ｃｒｙ１Ｃ、Ｃｒｙ１Ｄ、Ｃｒｙ
１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａａ、又は、Ｃｒｙ３Ｂｂ）のタンパク質若しくはその殺
虫活性を示す一部分（例えば、ＥＰ　１９９９１４１、及び、ＷＯ　２００７／１０７３
０２）、又は、例えば米国特許出願第１２／２４９，０１６に記載されている合成遺伝子
によってコードされているタンパク質；又は、
　（２）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する第２の別の結晶タンパク質又はその一部分の存在下において殺虫活性を示
す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）に
由来する結晶タンパク質又はその一部分、例えば、Ｃｒｙ３４結晶タンパク質とＣｒｙ３
５結晶タンパク質で構成されているバイナリートキシン（Ｍｏｅｌｌｅｎｂｅｃｋ　ｅｔ
　ａｌ．　２００１，　Ｎａｔ．　Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．　１９：６６８－７２；　Ｓ
ｃｈｎｅｐｆ　ｅｔ　ａｌ．　２００６，　Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ．　Ｍｉ
ｃｒｏｂｉｏｌ．　７１，　１７６５－１７７４）、又は、Ｃｒｙ１Ａ若しくはＣｒｙ１
Ｆタンパク質とＣｒｙ２Ａａ若しくはＣｒｙ２Ａｂ若しくはＣｒｙ２Ａｅタンパク質で構
成されているバイナリートキシン（米国特許出願第１２／２１４，０２２号、及び、ＥＰ
　０８０１０７９１．５）；又は、
　（３）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する種々の殺虫性結晶タンパク質の一部分を含んでいる殺虫性ハイブリッドタ
ンパク質、例えば、上記（１）のタンパク質のハイブリッド、又は、上記（２）のタンパ
ク質のハイブリッド、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ８９０３４で産生されるＣｒ
ｙ１Ａ．１０５タンパク質（ＷＯ　２００７／０２７７７７）；又は、
　（４）　上記（１）～（３）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化に起因して、幾つかのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ
酸で置き換えられていているもの、例えば、トウモロコシイベントＭＯＮ８６３若しくは
ＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ１タンパク質又はトウモロコシイベントＭＩＲ６
０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質；又は、
　（５）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
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ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する殺虫性分泌
タンパク質又はその殺虫活性を示す一部分、例えば、「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅ
ｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／
ｖｉｐ．ｈｔｍｌ」において挙げられている栄養生長期殺虫性タンパク質（ｖｅｇｅｔａ
ｔｉｖｅ　ｉｎｓｅｃｔｉｃｉｄａｌ　ｐｒｏｔｅｉｎ）（ＶＩＰ）、例えば、ＶＩＰ３
Ａａタンパク質類のタンパク質；又は、
　（６）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する第２の分泌
タンパク質の存在下において殺虫活性を示す、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃ
ｅｒｅｕｓ）に由来する分泌タンパク質、例えば、ＶＩＰ１Ａタンパク質とＶＩＰ２Ａタ
ンパク質で構成されているバイナリートキシン（ＷＯ　９４／２１７９５）；又は、
　（７）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する種々の分泌
タンパク質の一部分を含んでいる殺虫性ハイブリッドタンパク質、例えば、上記（１）の
タンパク質のハイブリッド、又は、上記（２）のタンパク質のハイブリッド；又は、
　（８）　上記（５）～（７）のいずれか１つのタンパク質において、標的昆虫種に対す
るさらに強い殺虫活性を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大
するために、及び／又は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導
入された変化（それでも、まだ、殺虫性タンパク質をコードしている）に起因して、幾つ
かのアミノ酸（特に、１～１０のアミノ酸）が別のアミノ酸で置き換えられていているも
の、例えば、ワタイベントＣＯＴ１０２におけるＶＩＰ３Ａａタンパク質；又は、
　（９）　バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉ
ｓ）に由来する結晶タンパク質の存在下において殺虫活性を示す、バシルス・ツリンギエ
ンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）又はバシルス・セレウス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）に由来する分泌タンパク質、例えば、ＶＩＰ３とＣｒｙ
１Ａ若しくはＣｒｙ１Ｆで構成されているバイナリートキシン（米国特許出願第６１／１
２６０８３号、及び、米国特許出願第６１／１９５０１９号）、又は、ＶＩＰ３タンパク
質とＣｒｙ２Ａａタンパク質若しくはＣｒｙ２Ａｂタンパク質若しくはＣｒｙ２Ａｅタン
パク質で構成されているバイナリートキシン（米国特許出願第１２／２１４，０２２号、
及び、ＥＰ　０８０１０７９１．５）；又は、
　（１０）　上記（９）のタンパク質において、標的昆虫種に対するさらに強い殺虫活性
を得るために、及び／又は、影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大するために、及び／又
は、クローニング若しくは形質転換に際してコード化ＤＮＡ中に導入された変化（それで
も、まだ、殺虫性タンパク質をコードしている）に起因して、幾つかのアミノ酸（特に、
１～１０のアミノ酸）が別のアミノ酸で置き換えられていているもの。
【０１０５】
　もちろん、「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書中で使用されている場
合、上記クラス（１）～（１０）のいずれか１つのタンパク質をコードする遺伝子の組合
せを含んでいる任意の植物も包含する。一実施形態では、異なった標的昆虫種に対して異
なったタンパク質を使用した場合に影響を受ける標的昆虫種の範囲を拡大するために、又
は、同一の標的昆虫種に対して殺虫活性を示すが作用機序は異なっている（例えば、当該
昆虫体内の異なった受容体結合部位に結合する）異なったタンパク質を用いることによっ
て当該植物に対する昆虫の抵抗性の発達を遅延させるために、昆虫抵抗性植物は、上記ク
ラス（１）～（１０）のいずれか１つのタンパク質をコードする２つ以上の導入遺伝子を
含んでいる。
【０１０６】
　「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書中で使用されている場合、さらに
、例えばＷＯ　２００７／０８０１２６、ＷＯ　２００６／１２９２０４、ＷＯ　２００
７／０７４４０５、ＷＯ　２００７／０８０１２７及びＷＯ　２００７／０３５６５０な
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どに記述されているような、植物の害虫に摂取されたときにその害虫の成長を阻害する二
本鎖ＲＮＡを発現時に産生する配列を含んでいる少なくとも１の導入遺伝子を含んでいる
任意の植物も包含する。
【０１０７】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、非生物的ストレスに対して耐性を示す。そのよう
な植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そのようなストレス抵抗
性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。特に
有用なストレス耐性植物としては、以下のものなどがある：
　（１）　植物細胞内又は植物内におけるポリ（ＡＤＰ－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡ
ＲＰ）遺伝子の発現及び／又は活性を低減させることが可能な導入遺伝子を含んでいる植
物（ＷＯ　００／０４１７３、ＷＯ　／２００６／０４５６３３、ＥＰ　０４０７７９８
４．５又はＥＰ　０６００９８３６．５に記述されている）；
　（２）　植物又は植物細胞のＰＡＲＧコード化遺伝子の発現及び／又は活性を低減させ
ることが可能なストレス耐性を強化する導入遺伝子を含んでいる植物（例えば、ＷＯ　２
００４／０９０１４０などに記述されている）；
　（３）　ニコチンアミダーゼ、ニコチン酸ホスホリボシルトランスフェラーゼ、ニコチ
ン酸モノヌクレオチドアデニルトランスフェラーゼ、ニコチンアミドアデニンジヌクレオ
チドシンテターゼ又はニコチンアミドホスホリボシルトランスフェラーゼを包含するニコ
チンアミドアデニンジヌクレオチドサルベージ合成経路の植物機能性酵素（ｐｌａｎｔ－
ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ　ｅｎｚｙｍｅ）をコードするストレス耐性を強化する導入遺伝子
を含んでいる植物（例えば、ＥＰ　０４０７７６２４．７、ＷＯ　２００６／１３３８２
７、ＰＣＴ／ＥＰ０７／００２４３３、ＥＰ　１９９９２６３又はＷＯ　２００７／１０
７３２６などに記述されている）。
【０１０８】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得られたもの）は、収穫された生産物の改変された量、品質及び／若
しくは貯蔵安定性、並びに／又は、収穫された生産物の特定の成分の改変された特性を示
す。例えば：
　（１）　野生型の植物細胞又は植物において合成された澱粉と比較して、その物理化学
的特性〔特に、アミロース含有量若しくはアミロース／アミロペクチン比、枝分かれ度、
平均鎖長、側鎖分布、粘性挙動、ゲル化強度（ｇｅｌｌｉｎｇ　ｓｔｒｅｎｇｔｈ）、澱
粉粒径及び／又は澱粉粒子形態〕が変えられていて、特定の用途により適した変性澱粉を
合成するトランスジェニック植物。変性澱粉を合成する該トランスジェニック植物は、例
えば、ＥＰ　０５７１４２７、ＷＯ　９５／０４８２６、ＥＰ　０７１９３３８、ＷＯ　
９６／１５２４８、ＷＯ　９６／１９５８１、ＷＯ　９６／２７６７４、ＷＯ　９７／１
１１８８、ＷＯ　９７／２６３６２、ＷＯ　９７／３２９８５、ＷＯ　９７／４２３２８
、ＷＯ　９７／４４４７２、ＷＯ　９７／４５５４５、ＷＯ　９８／２７２１２、ＷＯ　
９８／４０５０３、ＷＯ　９９／５８６８８、ＷＯ　９９／５８６９０、ＷＯ　９９／５
８６５４、ＷＯ　００／０８１８４、ＷＯ　００／０８１８５、ＷＯ　００／０８１７５
、ＷＯ　００／２８０５２、ＷＯ　００／７７２２９、ＷＯ　０１／１２７８２、ＷＯ　
０１／１２８２６、ＷＯ　０２／１０１０５９、ＷＯ　０３／０７１８６０、ＷＯ　２０
０４／０５６９９９、ＷＯ　２００５／０３０９４２、ＷＯ　２００５／０３０９４１、
ＷＯ　２００５／０９５６３２、ＷＯ　２００５／０９５６１７、ＷＯ　２００５／０９
５６１９、ＷＯ　２００５／０９５６１８、ＷＯ　２００５／１２３９２７、ＷＯ　２０
０６／０１８３１９、ＷＯ　２００６／１０３１０７、ＷＯ　２００６／１０８７０２、
ＷＯ　２００７／００９８２３、ＷＯ　００／２２１４０、ＷＯ　２００６／０６３８６
２、ＷＯ　２００６／０７２６０３、ＷＯ　０２／０３４９２３、ＥＰ　０６０９０１３
４．５、ＥＰ　０６０９０２２８．５、ＥＰ　０６０９０２２７．７、ＥＰ　０７０９０
００７．１、ＥＰ　０７０９０００９．７、ＷＯ　０１／１４５６９、ＷＯ　０２／７９
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４１０、ＷＯ　０３／３３５４０、ＷＯ　２００４／０７８９８３、ＷＯ　０１／１９９
７５、ＷＯ　９５／２６４０７、ＷＯ　９６／３４９６８、ＷＯ　９８／２０１４５、Ｗ
Ｏ　９９／１２９５０、ＷＯ　９９／６６０５０、ＷＯ　９９／５３０７２、ＵＳ　６，
７３４，３４１、ＷＯ　００／１１１９２、ＷＯ　９８／２２６０４、ＷＯ　９８／３２
３２６、ＷＯ　０１／９８５０９、ＷＯ　０１／９８５０９、ＷＯ　２００５／００２３
５９、ＵＳ　５，８２４，７９０、ＵＳ　６，０１３，８６１、ＷＯ　９４／０４６９３
、ＷＯ　９４／０９１４４、ＷＯ　９４／１１５２０、ＷＯ　９５／３５０２６、ＷＯ　
９７／２０９３６に開示されている；
　（２）　非澱粉炭水化物ポリマーを合成するか又は遺伝子組換えがなされていない野生
型植物と比較して改変された特性を有する非澱粉炭水化物ポリマーを合成するトランスジ
ェニック植物。その例は、ポリフルクトース（特に、イヌリン型及びレバン型のポリフル
クトース）を産生する植物（ＥＰ　０６６３９５６、ＷＯ　９６／０１９０４、ＷＯ　９
６／２１０２３、ＷＯ　９８／３９４６０及びＷＯ　９９／２４５９３に開示されている
）、α－１，４－グルカン類を産生する植物（ＷＯ　９５／３１５５３、ＵＳ　２００２
０３１８２６、ＵＳ　６，２８４，４７９、ＵＳ　５，７１２，１０７、ＷＯ　９７／４
７８０６、ＷＯ　９７／４７８０７、ＷＯ　９７／４７８０８及びＷＯ　００／１４２４
９に開示されている）、α－１，６－分枝　α－１，４－グルカン類を産生する植物（Ｗ
Ｏ　００／７３４２２に開示されている）、及び、アルテルナンを産生する植物（ＷＯ　
００／４７７２７、ＷＯ　００／７３４２２、ＥＰ　０６０７７３０１．７、ＵＳ　５，
９０８，９７５及びＥＰ　０７２８２１３などに開示されている）である；
　（３）　ヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物（例えば、ＷＯ　２００６／
０３２５３８、ＷＯ　２００７／０３９３１４、ＷＯ　２００７／０３９３１５、ＷＯ　
２００７／０３９３１６、ＪＰ　２００６３０４７７９及びＷＯ　２００５／０１２５２
９などに開示されている）。
【０１０９】
　（４）　トランスジェニック植物又はハイブリッド植物、例えば、「可溶性固形物高含
有量」、「低辛味」（ＬＰ）及び／又は「長期保存」（ＬＳ）などの特性を有するタマネ
ギ（米国特許出願第１２／０２０，３６０号及び米国特許出願第６１／０５４，０２６号
に記述されている）。
【０１１０】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変された繊維特性を有する植物（例え
ば、ワタ植物）である。そのよう植物は、遺伝的形質転換によって得ることができるか、
又は、そのような改変された繊維特性を付与する突然変異を含んでいる植物を選抜するこ
とによって得ることができる。そのような植物としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　改変された形態のセルロースシンターゼ遺伝子を含んでいる植物（例えば、ワ
タ植物）（ＷＯ　９８／００５４９に記述されている）；
　（ｂ）　改変された形態のｒｓｗ２相同核酸又はｒｓｗ３相同核酸を含んでいる植物（
例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００４／０５３２１９に記述されている）；
　（ｃ）　スクロースリン酸シンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）
（ＷＯ　０１／１７３３３に記述されている）；
　（ｄ）　スクロースシンターゼの発現が増大している植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ
　０２／４５４８５に記述されている）；
　（ｅ）　繊維細胞に基づいた原形質連絡のゲーティングのタイミングが（例えば、繊維
選択的β－１，３－グルカナーゼのダウンレギュレーションを介して）改変されている植
物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００５／０１７１５７に記述されているか、又は、Ｅ
Ｐ　０８０７５５１４．３若しくは米国特許出願第６１／１２８，９３８号に記述されて
いる）；
　（ｆ）　反応性が（例えば、ｎｏｄＣを包含するＮ－アセチルグルコサミントランスフ
ェラーゼ遺伝子の発現及びキチンシンターゼ遺伝子の発現を介して）改変されている繊維
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を有する植物（例えば、ワタ植物）（ＷＯ　２００６／１３６３５１に記述されている）
。
【０１１１】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変されたオイルプロフィール特性を有
する植物（例えば、ナタネ植物又は関連するアブラナ属植物）である。そのよう植物は、
遺伝的形質転換によって得ることができるか、又は、そのような改変されたオイル特性を
付与する突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。そのよう
な植物としては、以下のものなどがある：
　（ａ）　オレイン酸含有量が高いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例え
ば、ＵＳ　５，９６９，１６９、ＵＳ　５，８４０，９４６、ＵＳ　６，３２３，３９２
又はＵＳ　６，０６３，９４７などに記載されている）；
　（ｂ）　リノレン酸含有量が低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（ＵＳ
　６，２７０，８２８、ＵＳ　６，１６９，１９０又はＵＳ　５，９６５，７５５に記載
されている）；
　（ｃ）　飽和脂肪酸のレベルが低いオイルを産生する植物（例えば、ナタネ植物）（例
えば、米国特許第５，４３４，２８３号又は米国特許出願第１２／６６８３０３号などに
記載されている）。
【０１１２】
　本発明に従って同様に処理し得る植物又は植物品種（遺伝子工学などの植物バイオテク
ノロジー法によって得ることができるもの）は、改変された種子脱粒特性を有する植物（
例えば、ナタネ植物又は関連するアブラナ属植物）である。そのよう植物は、遺伝的形質
転換によって得ることができるか、又は、そのような改変された種子脱粒特性を付与する
突然変異を含んでいる植物を選抜することによって得ることができる。そのような植物と
しては、種子の脱粒が遅延されているか又は低減されている植物（例えば、ナタネ植物）
などがある（米国特許出願第６１／１３５，２３０号、ＷＯ　０９／０６８３１３及びＷ
Ｏ　１０／００６７３２に記述されている）。
【０１１３】
　本発明に従って処理し得る特に有用なトランスジェニック植物は、アメリカ合衆国内に
おける規制除外（ｎｏｎ－ｒｅｇｕｌａｔｅｄ　ｓｔａｔｕｓ）についてのアメリカ合衆
国農務省（ＵＳＤＡ）の動植物検疫局（ＡＰＨＩＳ）に対する申請の対象である（ここで
、そのような申請は、許可されているか又は審理中である）、形質転換イベント又は形質
転換イベントの組合せを含んでいる植物である。いつ何時でも、この情報は、ＡＰＨＩＳ
（４７００　Ｒｉｖｅｒ　Ｒｏａｄ　Ｒｉｖｅｒｄａｌｅ，　ＭＤ　２０７３７，ＵＳＡ
）から、例えば、そのインターネットサイト（ＵＲＬ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｐｈｉ
ｓ．ｕｓｄａ．ｇｏｖ／ｂｒｓ／ｎｏｔ＿ｒｅｇ．ｈｔｍｌ）において、容易に入手する
ことができる。本出願の出願日においてＡＰＨＩＳが審理中であるか又はＡＰＨＩＳによ
って許可された規制除外に対する申請は、下記情報を含んでいる表Ｂに記載されている申
請であった：
－　申請：　当該申請の識別番号。形質転換イベントについての技術的な記述は、ＡＰＨ
ＩＳから（例えば、ＡＰＨＩＳのウェブサイトにおいて、該申請番号を参照することによ
って）入手可能な個々の申請書類の中に見いだすことができる。それらの記述は、参照に
よって本明細書中に組み入れる。
－　申請の拡張：　拡張が請求されている、先の申請についての言及。
－　会社：　当該申請を提出している事業体の名称。
－　規制物：　関連する植物種。
－　トランスジェニック表現型：　形質転換イベントによって植物に付与された形質。
－　形質転換イベント又はライン：　規制除外が請求されている１つ又は複数のイベント
（場合により、ラインとも称される）の名称。
－　ＡＰＨＩＳ文書：　ＡＰＨＩＳに請求することが可能な、申請に関してＡＰＨＩＳに
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【０１１４】
　単一の形質転換イベント又は形質転換イベントの組合せを含んでいる特に有用なさらな
る植物は、例えば、国又は地域のさまざまな規制機関によるデータベースに記載されてい
る〔例えば、「ｈｔｔｐ：／／ｇｍｏｉｎｆｏ．ｊｒｃ．ｉｔ／ｇｍｐ＿ｂｒｏｗｓｅ．
ａｓｐｘ」及び「ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｇｂｉｏｓ．ｃｏｍ／ｄｂａｓｅ．ｐｈｐ」
を参照されたい〕。
【０１１５】
　さらに、特に、トランスジェニック植物としては、表Ｃ中に挙げられている特許文献の
いずれかに記述されているような、栽培学的に中立的な位置又は有益な位置に導入遺伝子
を含んでいる植物などがある。
【０１１６】
　表Ａ
【０１１７】
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【表１】

　表Ｂ
２０１０年３月３１日現在において、ＡＰＨＩＳによって許可されているか又は審理中で
ある規制除外の申請
注記：　「Ｃｒｏｐｓ　Ｎｏ　Ｌｏｎｇｅｒ　Ｒｅｇｕｌａｔｅｄ」の最新のリストを得
るためには、「Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｓｔａｔｕｓ　ｏｆ　Ｐｅｔｉｔｉｏｎｓ」を参照され
たい。このリストは、自動的に更新され、そして、今日までにＡＰＨＩＳによって受理さ
れた全ての申請（これは、審理中の申請、取り下げられた申請、又は、認可された申請を
含んでいる）を反映している。
略号：
ＣＭＶ－キュウリモザイクウイルス；
ＣＰＢ－コロラドハムシ；
ＰＬＲＶ－ジャガイモ葉巻ウイルス；
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ＰＲＳＶ－パパイア輪点ウイルス；
ＰＶＹ－ジャガイモウイルスＹ；
ＷＭＶ２－スイカモザイクウイルス２
ＺＹＭＶ－ズッキーニ黄斑モザイクウイルス
【０１１８】
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　表Ｃ
【０１１９】
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　本発明の組成物は、材木の表面又は内部で発生するであろう菌類病に対しても使用する
ことができる。用語「材木（ｔｉｍｂｅｒ）」は、全ての種類の木材、そのような木材を
建築用に加工した全てのタイプのもの、例えば、ソリッドウッド、高密度木材、積層木材
及び合板などを意味する。本発明による材木の処理方法は、主に、本発明の１種類以上の
化合物又は本発明の組成物を接触させることにより行う。これには、例えば、直接的な塗
布、噴霧、浸漬、注入、又は、別の適切な任意の方法が包含される。
【０１２０】
　本発明の方法で防除可能な植物又は作物の病害の中で、以下のものを挙げることができ
る：
　・　うどんこ病（ｐｏｗｄｅｒｙ　ｍｉｌｄｅｗ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　ブルメリア（Ｂｌｕｍｅｒｉａ）病、例えば、ブルメリア・グラミニス（Ｂｌｕｍｅｒ
ｉａ　ｇｒａｍｉｎｉｓ）に起因するもの；
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　ポドスファエラ（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ）病、例えば、ポドスファエラ・レウコトリ
カ（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｌｅｕｃｏｔｒｉｃｈａ）に起因するもの；
　スファエロテカ（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ）病、例えば、スファエロテカ・フリギネ
ア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉｎｅａ）に起因するもの；
　ウンシヌラ（Ｕｎｃｉｎｕｌａ）病、例えば、ウンシヌラ・ネカトル（Ｕｎｃｉｎｕｌ
ａ　ｎｅｃａｔｏｒ）に起因するもの；
　・　さび病（ｒｕｓｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　ギムノスポランギウム（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ）病、例えば、ギムノスポラ
ンギウム・サビナエ（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｓａｂｉｎａｅ）に起因するも
の；
　ヘミレイア（Ｈｅｍｉｌｅｉａ）病、例えば、ヘミレイア・バスタトリクス（Ｈｅｍｉ
ｌｅｉａ　ｖａｓｔａｔｒｉｘ）に起因するもの；
　ファコプソラ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ）病、例えば、ファコプソラ・パキリジ（Ｐｈａ
ｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）及びファコプソラ・メイボミアエ（Ｐｈａｋｏ
ｐｓｏｒａ　ｍｅｉｂｏｍｉａｅ）に起因するもの；
　プッシニア（Ｐｕｃｃｉｎｉａ）病、例えば、プッシニア・レコンジタ（Ｐｕｃｃｉｎ
ｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔａ）、プッシニア・グラミニス（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｇｒａｍｉ
ｎｉｓ）又はプッシニア・ストリイホルミス（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｓｔｒｉｉｆｏｒｍｉ
ｓ）に起因するもの；
　ウロミセス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ）病、例えば、ウロミセス・アペンジクラツス（Ｕｒｏ
ｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎｄｉｃｕｌａｔｕｓ）に起因するもの；
　・　卵菌類による病害（Ｏｏｍｙｃｅｔｅ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　アルブゴ（Ａｌｂｕｇｏ）病、例えば、アルブゴ・カンジダ（Ａｌｂｕｇｏ　ｃａｎｄ
ｉｄａ）に起因するもの；
　ブレミア（Ｂｒｅｍｉａ）病、例えば、ブレミア・ラクツカエ（Ｂｒｅｍｉａ　ｌａｃ
ｔｕｃａｅ）に起因するもの；
　ペロノスポラ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ）病、例えば、ペロノスポラ・ピシ（Ｐｅｒｏ
ｎｏｓｐｏｒａ　ｐｉｓｉ）及びペロノスポラ・ブラシカエ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　
ｂｒａｓｓｉｃａｅ）に起因するもの；
　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）病、例えば、フィトフトラ・インフェスタ
ンス（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）に起因するもの；
　プラスモパラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ）病、例えば、プラスモパラ・ビチコラ（Ｐｌａ
ｓｍｏｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏｌａ）に起因するもの；
　プセウドペロノスポラ（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ）病、例えば、プセウド
ペロノスポラ・フムリ（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｈｕｍｕｌｉ）及びプセ
ウドペロノスポラ・クベンシス（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｕｂｅｎｓｉ
ｓ）に起因するもの；
　ピシウム（Ｐｙｔｈｉｕｍ）病、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕ
ｌｔｉｍｕｍ）に起因するもの；
　・　葉斑点性、葉汚斑性及び葉枯れ性の病害（ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ，　ｌｅａｆ　ｂｌ
ｏｔｃｈ　ａｎｄ　ｌｅａｆ　ｂｌｉｇｈｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　アルテルナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）病、例えば、アルテルナリア・ソラニ（Ａｌ
ｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｏｌａｎｉ）に起因するもの；
　セルコスポラ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ）病、例えば、セルコスポラ・ベチコラ（Ｃｅｒ
ｃｏｓｐｏｒａ　ｂｅｔｉｃｏｌａ）に起因するもの；
　クラジオスポリウム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、クラジオスポリウム
・ククメリヌム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｕｃｕｍｅｒｉｎｕｍ）に起因するも
の；
　コクリオボルス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）病、例えば、コクリオボルス・サチブス
（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分生子形態：Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ、
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異名：Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）又はコクリオボルス・ミヤベアヌス（Ｃｏｃ
ｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｍｉｙａｂｅａｎｕｓ）に起因するもの；
　コレトトリクム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ）病、例えば、コレトトリクム・リン
デムチアヌム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｌｉｎｄｅｍｕｔｈｉａｎｕｍ）に起因
するもの；
　シクロコニウム（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ）病、例えば、シクロコニウム・オレアギヌ
ム（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ　ｏｌｅａｇｉｎｕｍ）に起因するもの；
　ジアポルテ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ）病、例えば、ジアポルテ・シトリ（Ｄｉａｐｏｒｔ
ｈｅ　ｃｉｔｒｉ）に起因するもの；
　エルシノエ（Ｅｌｓｉｎｏｅ）病、例えば、エルシノエ・ファウセッチイ（Ｅｌｓｉｎ
ｏｅ　ｆａｗｃｅｔｔｉｉ）に起因するもの；
　グロエオスポリウム（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、グロエオスポリウム・
ラエチコロル（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｌａｅｔｉｃｏｌｏｒ）に起因するもの；
　グロメレラ（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ）病、例えば、グロメレラ・シングラタ（Ｇｌｏｍ
ｅｒｅｌｌａ　ｃｉｎｇｕｌａｔａ）に起因するもの；
　グイグナルジア（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ）病、例えば、グイグナルジア・ビドウェリイ
（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｂｉｄｗｅｌｌｉｉ）に起因するもの；
　レプトスファエリア（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ）病、例えば、レプトスファエリア
・マクランス（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｍａｃｕｌａｎｓ）及びレプトスファエリ
ア・ノドルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）に起因するもの；
　マグナポルテ（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ）病、例えば、マグナポルテ・グリセア（Ｍａ
ｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｇｒｉｓｅａ）に起因するもの；
　ミコスファエレラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ）病、例えば、ミコスファエレラ・
グラミニコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｇｒａｍｉｎｉｃｏｌａ）、ミコスファ
エレラ・アラキジコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ａｒａｃｈｉｄｉｃｏｌａ）及
びミコスファエレラ・フィジエンシス（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｆｉｊｉｅｎｓ
ｉｓ）に起因するもの；
　ファエオスファエリア（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ）病、例えば、ファエオスファエ
リア・ノドルム（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）に起因するもの；
　ピレノホラ（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ）病、例えば、ピレノホラ・テレス（Ｐｙｒｅｎ
ｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）又はピレノホラ・トリチシ・レペンチス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈ
ｏｒａ　ｔｒｉｔｉｃｉ　ｒｅｐｅｎｔｉｓ）に起因するもの；
　ラムラリア（Ｒａｍｕｌａｒｉａ）病、例えば、ラムラリア・コロ－シグニ（Ｒａｍｕ
ｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ）又はラムラリア・アレオラ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ
　ａｒｅｏｌａ）に起因するもの；
　リンコスポリウム（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、リンコスポリウム・
セカリス（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｅｃａｌｉｓ）に起因するもの；
　セプトリア（Ｓｅｐｔｏｒｉａ）病、例えば、セプトリア・アピイ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ
　ａｐｉｉ）及びセプトリア・リコペルシシ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｃ
ｉ）に起因するもの；
　チフラ（Ｔｙｐｈｕｌａ）病、例えば、チフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎ
ｃａｒｎａｔａ）に起因するもの；
　ベンツリア（Ｖｅｎｔｕｒｉａ）病、例えば、ベンツリア・イナエクアリス（Ｖｅｎｔ
ｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）に起因するもの；
　・　根、葉鞘及び茎の病害（ｒｏｏｔ，　ｓｈｅａｔｈ　ａｎｄ　ｓｔｅｍ　ｄｉｓｅ
ａｓｅ）、例えば、
　コルチシウム（Ｃｏｒｔｉｃｉｕｍ）病、例えば、コルチシウム・グラミネアルム（Ｃ
ｏｒｔｉｃｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）に起因するもの；
　フサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）病、例えば、フサリウム・オキシスポルム（Ｆｕｓａ
ｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）に起因するもの；
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　ガエウマンノミセス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ）病、例えば、ガエウマンノミセ
ス・グラミニス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｇｒａｍｉｎｉｓ）に起因するもの；
　リゾクトニア（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）病、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉ
ｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）に起因するもの；
　サロクラジウム（Ｓａｒｏｃｌａｄｉｕｍ）病、例えば、サロクラジウム・オリザエ（
Ｓａｒｏｃｌａｄｉｕｍ　ｏｒｙｚａｅ）に起因するもの；
　スクレロチウム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ）病、例えば、スクレロチウム・オリザエ（Ｓ
ｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｏｒｙｚａｅ）に起因するもの；
　タペシア（Ｔａｐｅｓｉａ）病、例えば、タペシア・アクホルミス（Ｔａｐｅｓｉａ　
ａｃｕｆｏｒｍｉｓ）に起因するもの；
　チエラビオプシス（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ）病、例えば、チエラビオプシス・バ
シコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）に起因するもの；
　・　穂の病害（ｅａｒ　ａｎｄ　ｐａｎｉｃｌｅ　ｄｉｓｅａｓｅ）（トウモロコシの
穂軸を包含する）、例えば、
　アルテルナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）病、例えば、アルテルナリア属種（Ａｌｔｅ
ｒｎａｒｉａ　ｓｐｐ．）に起因するもの；
　アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）病、例えば、アスペルギルス・フラブス（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）に起因するもの；
　クラドスポリウム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、クラジオスポリウム・ク
ラドスポリオイデス（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｏｉｄｅｓ）
に起因するもの；
　クラビセプス（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ）病、例えば、クラビセプス・プルプレア（Ｃｌａ
ｖｉｃｅｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）に起因するもの；
　フサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）病、例えば、フサリウム・クルモルム（Ｆｕｓａｒｉ
ｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）に起因するもの；
　ジベレラ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）病、例えば、ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌ
ｌａ　ｚｅａｅ）に起因するもの；
　モノグラフェラ（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ）病、例えば、モノグラフェラ・ニバリ
ス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）に起因するもの；
　・　黒穂病（ｓｍｕｔ　ａｎｄ　ｂｕｎｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　スファセロテカ（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ）病、例えば、スファセロテカ・レイリ
アナ（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ　ｒｅｉｌｉａｎａ）に起因するもの；
　チレチア（Ｔｉｌｌｅｔｉａ）病、例えば、チレチア・カリエス（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　
ｃａｒｉｅｓ）に起因するもの；
　ウロシスチス（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ）病、例えば、ウロシスチス・オクルタ（Ｕｒｏｃ
ｙｓｔｉｓ　ｏｃｃｕｌｔａ）に起因するもの；
　ウスチラゴ（Ｕｓｔｉｌａｇｏ）病、例えば、ウスチラゴ・ヌダ（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　
ｎｕｄａ）に起因するもの；
　・　果実の腐敗性及び黴性の病害（ｆｒｕｉｔ　ｒｏｔ　ａｎｄ　ｍｏｕｌｄ　ｄｉｓ
ｅａｓｅ）、例えば、
　アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）病、例えば、アスペルギルス・フラブス（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）に起因するもの；
　ボトリチス（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ）病、例えば、ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉ
ｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）に起因するもの；
　ペニシリウム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）病、例えば、ペニシリウム・エキスパンスム
（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）及びペニシリウム・プルプロゲヌム（Ｐ
ｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）に起因するもの；
　リゾプス（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ）病、例えば、リゾプス・ストロニフェル（Ｒｈｉｚｏｐ
ｕｓ　ｓｔｏｌｏｎｉｆｅｒ）に起因するもの；
　スクレロチニア（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ）病、例えば、スクレロチニア・スクレロチ
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オルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）に起因するもの；
　ベルチシリウム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ）病、例えば、ベルチシリウム・アルボアト
ルム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ａｌｂｏａｔｒｕｍ）に起因するもの；
　・　種子及び土壌が媒介する腐朽性、黴性、萎凋性、腐敗性及び苗立ち枯れ性の病害（
ｓｅｅｄ－　ａｎｄ　ｓｏｉｌｂｏｒｎｅ　ｄｅｃａｙ，　ｍｏｕｌｄ，　ｗｉｌｔ，　
ｒｏｔ　ａｎｄ　ｄａｍｐｉｎｇ－ｏｆｆ　ｄｉｓｅａｓｅ）、
　アルテルナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）病、例えば、アルテルナリア・ブラシシコラ
（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｂｒａｓｓｉｃｉｃｏｌａ）に起因するもの；
　アファノミセス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ）病、例えば、アファノミセス・エウテイケ
ス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｅｕｔｅｉｃｈｅｓ）に起因するもの；
　アスコキタ（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ）病、例えば、アスコキタ・レンチス（Ａｓｃｏｃｈ
ｙｔａ　ｌｅｎｔｉｓ）に起因するもの；
　アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）病、例えば、アスペルギルス・フラブス（
Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）に起因するもの；
　クラドスポリウム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、クラドスポリウム・ヘル
バルム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｈｅｒｂａｒｕｍ）に起因するもの；
　コクリオボルス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）病、例えば、コクリオボルス・サチブス
（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分生子形態：Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ、
Ｂｉｐｏｌａｒｉｓ　異名：Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）に起因するもの；
　コレトトリクム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ）病、例えば、コレトトリクム・ココ
デス（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｃｏｃｃｏｄｅｓ）に起因するもの；
　フサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）病、例えば、フサリウム・クルモルム（Ｆｕｓａｒｉ
ｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）に起因するもの；
　ジベレラ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）病、例えば、ジベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌ
ｌａ　ｚｅａｅ）に起因するもの；
　マクロホミナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ）病、例えば、マクロホミナ・ファセオリナ
（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉｎａ）に起因するもの；
　ミクロドキウム（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ）病、例えば、ミクロドキウム・ニバレ（
Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｎｉｖａｌｅ）に起因するもの；
　モノグラフェラ（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ）病、例えば、モノグラフェラ・ニバリ
ス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）に起因するもの；
　ペニシリウム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）病、例えば、ペニシリウム・エキスパンスム
（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）に起因するもの；
　ホマ（Ｐｈｏｍａ）病、例えば、ホマ・リンガム（Ｐｈｏｍａ　ｌｉｎｇａｍ）に起因
するもの；
　ホモプシス（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ）病、例えば、ホモプシス・ソジャエ（Ｐｈｏｍｏｐ
ｓｉｓ　ｓｏｊａｅ）に起因するもの；
　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）病、例えば、フィトフトラ・カクトルム（
Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｃａｃｔｏｒｕｍ）に起因するもの；
　ピレノホラ（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ）病、例えば、ピレノホラ・グラミネア（Ｐｙｒ
ｅｎｏｐｈｏｒａ　ｇｒａｍｉｎｅａ）に起因するもの；
　ピリクラリア（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ）病、例えば、ピリクラリア・オリザエ（Ｐｙ
ｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）に起因するもの；
　ピシウム（Ｐｙｔｈｉｕｍ）病、例えば、ピシウム・ウルチムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕ
ｌｔｉｍｕｍ）に起因するもの；
　リゾクトニア（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）病、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉ
ｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）に起因するもの；
　リゾプス（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ）病、例えば、リゾプス・オリザエ（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　
ｏｒｙｚａｅ）に起因するもの；
　スクレロチウム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ）病、例えば、スクレロチウム・ロルフシイ（
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Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｒｏｌｆｓｉｉ）に起因するもの；
　セプトリア（Ｓｅｐｔｏｒｉａ）病、例えば、セプトリア・ノドルム（Ｓｅｐｔｏｒｉ
ａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）に起因するもの；
　チフラ（Ｔｙｐｈｕｌａ）病、例えば、チフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎ
ｃａｒｎａｔａ）に起因するもの；
　ベルチシリウム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ）病、例えば、ベルチシリウム・ダーリア
エ（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｄａｈｌｉａｅ）に起因するもの；
　・　腐乱性病害、開花病及び枯れ込み性病害（ｃａｎｋｅｒ，　ｂｒｏｏｍ　ａｎｄ　
ｄｉｅｂａｃｋ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　ネクトリア（Ｎｅｃｔｒｉａ）病、例えば、ネクトリア・ガリゲナ（Ｎｅｃｔｒｉａ　
ｇａｌｌｉｇｅｎａ）に起因するもの；
　・　枯損性病害（ｂｌｉｇｈｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）、例えば、
　モニリニア（Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ）病、例えば、モニリニア・ラキサ（Ｍｏｎｉｌｉｎ
ｉａ　ｌａｘａ）に起因するもの；
　・　葉水泡性病害又は縮葉病（ｌｅａｆ　ｂｌｉｓｔｅｒ　ｏｒ　ｌｅａｆ　ｃｕｒｌ
　ｄｉｓｅａｓｅ）（花及び果実の奇形を包含する）、例えば、
　エキソバシジウム（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ）病、例えば、エキソバシジウム・ベキサ
ンス（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｖｅｘａｎｓ）に起因するもの；
　タフリナ（Ｔａｐｈｒｉｎａ）病、例えば、タフリナ・デホルマンス（Ｔａｐｈｒｉｎ
ａ　ｄｅｆｏｒｍａｎｓ）に起因するもの；
　・　木本植物の衰退性病害（ｄｅｃｌｉｎｅ　ｄｉｓｅａｓｅ　ｏｆ　ｗｏｏｄｅｎ　
ｐｌａｎｔ）、例えば、
　エスカ（Ｅｓｃａ）病、例えば、ファエオモニエラ・クラミドスポラ（Ｐｈａｅｏｍｏ
ｎｉｅｌｌａ　ｃｌａｍｙｄｏｓｐｏｒａ）、ファエオアクレモニウム・アレオフィルム
（Ｐｈａｅｏａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ　ａｌｅｏｐｈｉｌｕｍ）及びフォミチポリア・メジ
テラネア（Ｆｏｍｉｔｉｐｏｒｉａ　ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａ）に起因するもの；
　ガノデルマ（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ）病、例えば、ガノデルマ・ボニネンセ（Ｇａｎｏｄ
ｅｒｍａ　ｂｏｎｉｎｅｎｓｅ）に起因するもの；
　リギドポルス（Ｒｉｇｉｄｏｐｏｒｕｓ）病、例えば、リギドポルス・リグノスス（Ｒ
ｉｇｉｄｏｐｏｒｕｓ　ｌｉｇｎｏｓｕｓ）に起因するもの；
　・　花及び種子の病害、例えば、
　ボトリチス（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ）病、例えば、ボトリチス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉ
ｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）に起因するもの；
　・　塊茎の病害、例えば、
　リゾクトニア（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）病、例えば、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉ
ｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）に起因するもの；
　ヘルミントスポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）病、例えば、ヘルミント
スポリウム・ソラニ（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎｉ）に起因するも
の；
　・　根瘤病（ｃｌｕｂ　ｒｏｏｔ　ｄｉｓｅａｓｅｓ）、例えば、
　プラスモジオホラ（Ｐｌａｓｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ）病、例えば、プラスモジオホラ・
ブラシカエ（Ｐｌａｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）に起因するもの；
　・　例えば以下のものなどの細菌性微生物に起因する病害：
　キサントモナス属各種（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、キサン
トモナス・カムペストリス　ｐｖ．オリザエ（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔ
ｒｉｓ　ｐｖ．　ｏｒｙｚａｅ）；
　シュードモナス属各種（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、シュー
ドモナス・シリンガエ　ｐｖ．ラクリマンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａ
ｅ　ｐｖ．　ｌａｃｈｒｙｍａｎｓ）；
　エルウィニア属各種（Ｅｒｗｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば、エルウィニア・ア
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ミロボラ（Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒａ）。
【０１２１】
　本発明の殺有害生物剤組成物を使用して任意の発育段階で防除可能な作物に損傷を与え
る昆虫としては、以下のものを挙げることができる：
　・　等脚目（Ｉｓｏｐｏｄａ）の害虫、例えば、オニスクス・アセルス（Ｏｎｉｓｃｕ
ｓ　ａｓｅｌｌｕｓ）、アルマジリジウム・ブルガレ（Ａｒｍａｄｉｌｌｉｄｉｕｍ　ｖ
ｕｌｇａｒｅ）、ポルセリオ・スカベル（Ｐｏｒｃｅｌｌｉｏ　ｓｃａｂｅｒ）；
　・　倍脚目（Ｄｉｐｌｏｐｏｄａ）の害虫、例えば、ブラニウルス・グツラツス（Ｂｌ
ａｎｉｕｌｕｓ　ｇｕｔｔｕｌａｔｕｓ）；
　・　唇脚目（Ｃｈｉｌｏｐｏｄａ）の害虫、例えば、ゲオフィルス・カルポファグス（
Ｇｅｏｐｈｉｌｕｓ　ｃａｒｐｏｐｈａｇｕｓ）、スクチゲラ属種（Ｓｃｕｔｉｇｅｒａ
　ｓｐｐ）；
　・　コムカデ目（Ｓｙｍｐｈｙｌａ）の害虫、例えば、スクチゲレラ・イマクラタ（Ｓ
ｃｕｔｉｇｅｒｅｌｌａ　ｉｍｍａｃｕｌａｔａ）；
　・　シミ目（Ｔｈｙｓａｎｕｒａ）の害虫、例えば、レピスマ・サッカリナ（Ｌｅｐｉ
ｓｍａ　ｓａｃｃｈａｒｉｎａ）；
　・　トビムシ目（Ｃｏｌｌｅｍｂｏｌａ）の害虫、例えば、オニキウルス・アルマツス
（Ｏｎｙｃｈｉｕｒｕｓ　ａｒｍａｔｕｓ）；
　・　バッタ目（Ｏｒｔｈｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、アケタ・ドメスチクス（Ａｃ
ｈｅｔａ　ｄｏｍｅｓｔｉｃｕｓ）、グリロタルパ属種（Ｇｒｙｌｌｏｔａｌｐａ　ｓｐ
ｐ．）、ロクスタ・ミグラトリア・ミグラトリオイデス（Ｌｏｃｕｓｔａ　ｍｉｇｒａｔ
ｏｒｉａ　ｍｉｇｒａｔｏｒｉｏｉｄｅｓ）、メラノプルス属種（Ｍｅｌａｎｏｐｌｕｓ
　ｓｐｐ．）、シストセルカ・グレガリア（Ｓｃｈｉｓｔｏｃｅｒｃａ　ｇｒｅｇａｒｉ
ａ）；
　・　ゴキブリ目（Ｂｌａｔｔａｒｉａ）の害虫、例えば、ブラッタ・オリエンタリス（
Ｂｌａｔｔａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ）、ペリプラネタ・アメリカナ（Ｐｅｒｉｐｌａｎ
ｅｔａ　ａｍｅｒｉｃａｎａ）、レウコファエア・マデラエ（Ｌｅｕｃｏｐｈａｅａ　ｍ
ａｄｅｒａｅ）、ブラッテラ・ゲルマニカ（Ｂｌａｔｔｅｌｌａ　ｇｅｒｍａｎｉｃａ）
；
　・　ハサミムシ目（Ｄｅｒｍａｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、フォルフィクラ・アウリ
クラリア（Ｆｏｒｆｉｃｕｌａ　ａｕｒｉｃｕｌａｒｉａ）；
　・　シロアリ目（Ｉｓｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、レチクリテルメス属種（Ｒｅｔ
ｉｃｕｌｉｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ．）；
　・　シラミ目（Ｐｈｔｈｉｒａｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、ペジクルス・フマヌス・
コルポリス（Ｐｅｄｉｃｕｌｕｓ　ｈｕｍａｎｕｓ　ｃｏｒｐｏｒｉｓ）、ハエマトピヌ
ス属種（Ｈａｅｍａｔｏｐｉｎｕｓ　ｓｐｐ．）、リノグナツス属種（Ｌｉｎｏｇｎａｔ
ｈｕｓ　ｓｐｐ．）、トリコデクテス属種（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｃｔｅｓ　ｓｐｐ．）、ダ
マリニア属種（Ｄａｍａｌｉｎｉａ　ｓｐｐ．）；
　・　アザミウマ目（Ｔｈｙｓａｎｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、ヘルシノトリプス・
フェモラリス（Ｈｅｒｃｉｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｆｅｍｏｒａｌｉｓ）、トリプス・タバシ
（Ｔｈｒｉｐｓ　ｔａｂａｃｉ）、トリプス・パルミ（Ｔｈｒｉｐｓ　ｐａｌｍｉ）、フ
ランクリニエラ・アシデンタリス（Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ　ａｃｃｉｄｅｎｔａｌ
ｉｓ）；
　・　異翅目（Ｈｅｔｅｒｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、エウリガステル属種（Ｅｕｒ
ｙｇａｓｔｅｒ　ｓｐｐ．）、ジスデルクス・インテルメジウス（Ｄｙｓｄｅｒｃｕｓ　
ｉｎｔｅｒｍｅｄｉｕｓ）、ピエスマ・クアドラタ（Ｐｉｅｓｍａ　ｑｕａｄｒａｔａ）
、シメキス・レクツラリウス（Ｃｉｍｅｘ　ｌｅｃｔｕｌａｒｉｕｓ）、ロドニウス・プ
ロリクス（Ｒｈｏｄｎｉｕｓ　ｐｒｏｌｉｘｕｓ）、トリアトマ属種（Ｔｒｉａｔｏｍａ
　ｓｐｐ．）；
　・　同翅目（Ｈｏｍｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、アレウロデス・ブラシカエ（Ａｌ
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ｅｕｒｏｄｅｓ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、ベミシア・タバシ（Ｂｅｍｉｓｉａ　ｔａｂａ
ｃｉ）、トリアレウロデス・バポラリオルム（Ｔｒｉａｌｅｕｒｏｄｅｓ　ｖａｐｏｒａ
ｒｉｏｒｕｍ）、アフィス・ゴシピイ（Ａｐｈｉｓ　ｇｏｓｓｙｐｉｉ）、ブレビコリネ
・ブラシカエ（Ｂｒｅｖｉｃｏｒｙｎｅ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、クリプトミズス・リビ
ス（Ｃｒｙｐｔｏｍｙｚｕｓ　ｒｉｂｉｓ）、アフィス・ファバエ（Ａｐｈｉｓ　ｆａｂ
ａｅ）、アフィス・ポミ（Ａｐｈｉｓ　ｐｏｍｉ）、エリオソマ・ラニゲルム（Ｅｒｉｏ
ｓｏｍａ　ｌａｎｉｇｅｒｕｍ）、ヒアロプテルス・アルンジニス（Ｈｙａｌｏｐｔｅｒ
ｕｓ　ａｒｕｎｄｉｎｉｓ）、フィロキセラ・バスタトリクス（Ｐｈｙｌｌｏｘｅｒａ　
ｖａｓｔａｔｒｉｘ）、ペムフィグス属種（Ｐｅｍｐｈｉｇｕｓ　ｓｐｐ．）、マクロシ
フム・アベナエ（Ｍａｃｒｏｓｉｐｈｕｍ　ａｖｅｎａｅ）、ミズス属種（Ｍｙｚｕｓ　
ｓｐｐ．）、フォロドン・フムリ（Ｐｈｏｒｏｄｏｎ　ｈｕｍｕｌｉ）、ロパロシフム・
パジ（Ｒｈｏｐａｌｏｓｉｐｈｕｍ　ｐａｄｉ）、エムポアスカ属種（Ｅｍｐｏａｓｃａ
　ｓｐｐ．）、エウスセリス・ビロバツス（Ｅｕｓｃｅｌｉｓ　ｂｉｌｏｂａｔｕｓ）、
ネフォテッチキス・シンクチセプス（Ｎｅｐｈｏｔｅｔｔｉｘ　ｃｉｎｃｔｉｃｅｐｓ）
、レカニウム・コルニ（Ｌｅｃａｎｉｕｍ　ｃｏｒｎｉ）、サイセチア・オレアエ（Ｓａ
ｉｓｓｅｔｉａ　ｏｌｅａｅ）、ラオデルファキス・ストリアテルス（Ｌａｏｄｅｌｐｈ
ａｘ　ｓｔｒｉａｔｅｌｌｕｓ）、ニラパルバタ・ルゲンス（Ｎｉｌａｐａｒｖａｔａ　
ｌｕｇｅｎｓ）、アオニジエラ・アウランチイ（Ａｏｎｉｄｉｅｌｌａ　ａｕｒａｎｔｉ
ｉ）、アスピジオツス・ヘデラエ（Ａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ｈｅｄｅｒａｅ）、プセウド
コックス属種（Ｐｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、プシラ属種（Ｐｓｙｌｌａ　ｓ
ｐｐ．）；
　・　チョウ目（Ｌｅｐｉｄｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、ペクチノフォラ・ゴシピエ
ラ（Ｐｅｃｔｉｎｏｐｈｏｒａ　ｇｏｓｓｙｐｉｅｌｌａ）、ブパルス・ピニアリウス（
Ｂｕｐａｌｕｓ　ｐｉｎｉａｒｉｕｓ）、ケイマトビア・ブルマタ（Ｃｈｅｉｍａｔｏｂ
ｉａ　ｂｒｕｍａｔａ）、リトコレチス・ブランカルデラ（Ｌｉｔｈｏｃｏｌｌｅｔｉｓ
　ｂｌａｎｃａｒｄｅｌｌａ）、ヒポノメウタ・パデラ（Ｈｙｐｏｎｏｍｅｕｔａ　ｐａ
ｄｅｌｌａ）、プルテラ・キシロステラ（Ｐｌｕｔｅｌｌａ　ｘｙｌｏｓｔｅｌｌａ）、
マラコソマ・ネウストリア（Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ｎｅｕｓｔｒｉａ）、エウプロクチ
ス・クリソロエア（Ｅｕｐｒｏｃｔｉｓ　ｃｈｒｙｓｏｒｒｈｏｅａ）、リマントリア属
種（Ｌｙｍａｎｔｒｉａ　ｓｐｐ．）、ブクラトリクス・ツルベリエラ（Ｂｕｃｃｕｌａ
ｔｒｉｘ　ｔｈｕｒｂｅｒｉｅｌｌａ）、フィロクニスチス・シトレラ（Ｐｈｙｌｌｏｃ
ｎｉｓｔｉｓ　ｃｉｔｒｅｌｌａ）、アグロチス属種（Ａｇｒｏｔｉｓ　ｓｐｐ．）、エ
ウキソア属種（Ｅｕｘｏａ　ｓｐｐ．）、フェルチア属種（Ｆｅｌｔｉａ　ｓｐｐ．）、
エアリアス・インスラナ（Ｅａｒｉａｓ　ｉｎｓｕｌａｎａ）、ヘリオチス属種（Ｈｅｌ
ｉｏｔｈｉｓ　ｓｐｐ．）、マメストラ・ブラシカエ（Ｍａｍｅｓｔｒａ　ｂｒａｓｓｉ
ｃａｅ）、パノリス・フラメア（Ｐａｎｏｌｉｓ　ｆｌａｍｍｅａ）、スポドプテラ属種
（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ．）、トリコプルシア・ニ（Ｔｒｉｃｈｏｐｌｕｓｉａ
　ｎｉ）、カルポカプサ・ポモネラ（Ｃａｒｐｏｃａｐｓａ　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ）、ピ
エリス属種（Ｐｉｅｒｉｓ　ｓｐｐ．）、キロ属種（Ｃｈｉｌｏ　ｓｐｐ．）、ピラウス
タ・ヌビラリス（Ｐｙｒａｕｓｔａ　ｎｕｂｉｌａｌｉｓ）、エフェスチア・クエニエラ
（Ｅｐｈｅｓｔｉａ　ｋｕｅｈｎｉｅｌｌａ）、ガレリア・メロネラ（Ｇａｌｌｅｒｉａ
　ｍｅｌｌｏｎｅｌｌａ）、チネオラ・ビセリエラ（Ｔｉｎｅｏｌａ　ｂｉｓｓｅｌｌｉ
ｅｌｌａ）、チネア・ペリオネラ（Ｔｉｎｅａ　ｐｅｌｌｉｏｎｅｌｌａ）、ホフマノフ
ィラ・プセウドスプレテラ（Ｈｏｆｍａｎｎｏｐｈｉｌａ　ｐｓｅｕｄｏｓｐｒｅｔｅｌ
ｌａ）、カコエシア・ポダナ（Ｃａｃｏｅｃｉａ　ｐｏｄａｎａ）、カプア・レチクラナ
（Ｃａｐｕａ　ｒｅｔｉｃｕｌａｎａ）、コリストネウラ・フミフェラナ（Ｃｈｏｒｉｓ
ｔｏｎｅｕｒａ　ｆｕｍｉｆｅｒａｎａ）、クリシア・アムビグエラ（Ｃｌｙｓｉａ　ａ
ｍｂｉｇｕｅｌｌａ）、ホモナ・マグナニマ（Ｈｏｍｏｎａ　ｍａｇｎａｎｉｍａ）、ト
ルトリキス・ビリダナ（Ｔｏｒｔｒｉｘ　ｖｉｒｉｄａｎａ）、クナファロセルス属種（
Ｃｎａｐｈａｌｏｃｅｒｕｓ　ｓｐｐ．）、オウレマ・オリザエ（Ｏｕｌｅｍａ　ｏｒｙ
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ｚａｅ）；
　・　コウチュウ目（Ｃｏｌｅｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、アノビウム・プンクタツ
ム（Ａｎｏｂｉｕｍ　ｐｕｎｃｔａｔｕｍ）、リゾペルタ・ドミニカ（Ｒｈｉｚｏｐｅｒ
ｔｈａ　ｄｏｍｉｎｉｃａ）、ブルチジウス・オブテクツス（Ｂｒｕｃｈｉｄｉｕｓ　ｏ
ｂｔｅｃｔｕｓ）、アカントセリデス・オブテクツス（Ａｃａｎｔｈｏｓｃｅｌｉｄｅｓ
　ｏｂｔｅｃｔｕｓ）、ヒロトルペス・バジュルス（Ｈｙｌｏｔｒｕｐｅｓ　ｂａｊｕｌ
ｕｓ）、アゲラスチカ・アルニ（Ａｇｅｌａｓｔｉｃａ　ａｌｎｉ）、レプチノタルサ・
デセムリネアタ（Ｌｅｐｔｉｎｏｔａｒｓａ　ｄｅｃｅｍｌｉｎｅａｔａ）、ファエドン
・コクレアリアエ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏｃｈｌｅａｒｉａｅ）、ジアブロチカ属種（Ｄ
ｉａｂｒｏｔｉｃａ　ｓｐｐ．）、プシリオデス・クリソセファラ（Ｐｓｙｌｌｉｏｄｅ
ｓ　ｃｈｒｙｓｏｃｅｐｈａｌａ）、エピラクナ・バリベスチス（Ｅｐｉｌａｃｈｎａ　
ｖａｒｉｖｅｓｔｉｓ）、アトマリア属種（Ａｔｏｍａｒｉａ　ｓｐｐ．）、オリザエフ
ィルス・スリナメンシス（Ｏｒｙｚａｅｐｈｉｌｕｓ　ｓｕｒｉｎａｍｅｎｓｉｓ）、ア
ントノムス属種（Ａｎｔｈｏｎｏｍｕｓ　ｓｐｐ．）、シトフィルス属種（Ｓｉｔｏｐｈ
ｉｌｕｓ　ｓｐｐ．）、オチオリンクス・スルカツス（Ｏｔｉｏｒｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓ
ｕｌｃａｔｕｓ）、コスモポリテス・ソルジズス（Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔｅｓ　ｓｏｒｄ
ｉｄｕｓ）、セウトリンクス・アシミリス（Ｃｅｕｔｈｏｒｒｈｙｎｃｈｕｓ　ａｓｓｉ
ｍｉｌｉｓ）、ヒペラ・ポスチカ（Ｈｙｐｅｒａ　ｐｏｓｔｉｃａ）、デルメステス属種
（Ｄｅｒｍｅｓｔｅｓ　ｓｐｐ．）、トロゴデルマ属種（Ｔｒｏｇｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ
．）、アントレヌス属種（Ａｎｔｈｒｅｎｕｓ　ｓｐｐ．）、アタゲヌス属種（Ａｔｔａ
ｇｅｎｕｓ　ｓｐｐ．）、リクツス属種（Ｌｙｃｔｕｓ　ｓｐｐ．）、メリゲテス・アエ
ネウス（Ｍｅｌｉｇｅｔｈｅｓ　ａｅｎｅｕｓ）、プチヌス属種（Ｐｔｉｎｕｓ　ｓｐｐ
．）、ニプツス・ホロレウクス（Ｎｉｐｔｕｓ　ｈｏｌｏｌｅｕｃｕｓ）、ギビウム・プ
シロイデス（Ｇｉｂｂｉｕｍ　ｐｓｙｌｌｏｉｄｅｓ）、トリボリウム属種（Ｔｒｉｂｏ
ｌｉｕｍ　ｓｐｐ．）、テネブリオ・モリトル（Ｔｅｎｅｂｒｉｏ　ｍｏｌｉｔｏｒ）、
アグリオテス属種（Ａｇｒｉｏｔｅｓ　ｓｐｐ．）、コノデルス属種（Ｃｏｎｏｄｅｒｕ
ｓ　ｓｐｐ．）、メロロンタ・メロロンタ（Ｍｅｌｏｌｏｎｔｈａ　ｍｅｌｏｌｏｎｔｈ
ａ）、アンフィマロン・ソルスチチアリス（Ａｍｐｈｉｍａｌｌｏｎ　ｓｏｌｓｔｉｔｉ
ａｌｉｓ）、コステリトラ・ゼアランジカ（Ｃｏｓｔｅｌｙｔｒａ　ｚｅａｌａｎｄｉｃ
ａ）、リソロプトルス・オリゾフィルス（Ｌｉｓｓｏｒｈｏｐｔｒｕｓ　ｏｒｙｚｏｐｈ
ｉｌｕｓ）；
　・　ハチ目（Ｈｙｍｅｎｏｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、ジプリオン属種（Ｄｉｐｒｉ
ｏｎ　ｓｐｐ．）、ホプロカンパ属種（Ｈｏｐｌｏｃａｍｐａ　ｓｐｐ．）、ラシウス属
種（Ｌａｓｉｕｓ　ｓｐｐ．）、モノモリウム・ファラオニス（Ｍｏｎｏｍｏｒｉｕｍ　
ｐｈａｒａｏｎｉｓ）、ベスパ属種（Ｖｅｓｐａ　ｓｐｐ．）；
　・　ハエ目（Ｄｉｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、アエデス属種（Ａｅｄｅｓ　ｓｐｐ．
）、アノフェレス属種（Ａｎｏｐｈｅｌｅｓ　ｓｐｐ．）、クレキス属種（Ｃｕｌｅｘ　
ｓｐｐ．）、ドロソフィラ・メラノガステル（Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｍｅｌａｎｏｇａ
ｓｔｅｒ）、ムスカ属種（Ｍｕｓｃａ　ｓｐｐ．）、ファニア属種（Ｆａｎｎｉａ　ｓｐ
ｐ．）、カリフォラ・エリトロセファラ（Ｃａｌｌｉｐｈｏｒａ　ｅｒｙｔｈｒｏｃｅｐ
ｈａｌａ）、ルシリア属種（Ｌｕｃｉｌｉａ　ｓｐｐ．）、クリソミイア属種（Ｃｈｒｙ
ｓｏｍｙｉａ　ｓｐｐ．）、クテレブラ属種（Ｃｕｔｅｒｅｂｒａ　ｓｐｐ．）、ガスト
ロフィルス属種（Ｇａｓｔｒｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ．）、ヒポボスカ属種（Ｈｙｐｐｏ
ｂｏｓｃａ　ｓｐｐ．）、ストモキス属種（Ｓｔｏｍｏｘｙｓ　ｓｐｐ．）、オエストル
ス属種（Ｏｅｓｔｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ヒポデルマ属種（Ｈｙｐｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ．
）、タバヌス属種（Ｔａｂａｎｕｓ　ｓｐｐ．）、タニア属種（Ｔａｎｎｉａ　ｓｐｐ．
）、ビビオ・ホルツラヌス（Ｂｉｂｉｏ　ｈｏｒｔｕｌａｎｕｓ）、オシネラ・フリト（
Ｏｓｃｉｎｅｌｌａ　ｆｒｉｔ）、フォルビア属種（Ｐｈｏｒｂｉａ　ｓｐｐ．）、ペゴ
ミイア・ヒオスシアミ（Ｐｅｇｏｍｙｉａ　ｈｙｏｓｃｙａｍｉ）、セラチチス・カピタ
タ（Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃａｐｉｔａｔａ）、ダクス・オレアエ（Ｄａｃｕｓ　ｏｌｅ
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ａｅ）、チプラ・パルドサ（Ｔｉｐｕｌａ　ｐａｌｕｄｏｓａ）、ヒレミイア属種（Ｈｙ
ｌｅｍｙｉａ　ｓｐｐ．）、リリオミザ属種（Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｓｐｐ．）；
　・　ノミ目（Ｓｉｐｈｏｎａｐｔｅｒａ）の害虫、例えば、キセノプシラ・ケオピス（
Ｘｅｎｏｐｓｙｌｌａ　ｃｈｅｏｐｉｓ）、セラトフィルス属種（Ｃｅｒａｔｏｐｈｙｌ
ｌｕｓ　ｓｐｐ．）；
　・　クモ綱（Ａｒａｃｈｎｉｄａ）の害虫、例えば、スコルピオ・マウルス（Ｓｃｏｒ
ｐｉｏ　ｍａｕｒｕｓ）、ラトロデクツス・マクタンス（Ｌａｔｒｏｄｅｃｔｕｓ　ｍａ
ｃｔａｎｓ）、アカルス・シロ（Ａｃａｒｕｓ　ｓｉｒｏ）、アルガス属種（Ａｒｇａｓ
　ｓｐｐ．）、オルニトドロス属種（Ｏｒｎｉｔｈｏｄｏｒｏｓ　ｓｐｐ．）、デルマニ
スス・ガリナエ（Ｄｅｒｍａｎｙｓｓｕｓ　ｇａｌｌｉｎａｅ）、エリオフィエス・リビ
ス（Ｅｒｉｏｐｈｙｅｓ　ｒｉｂｉｓ）、フィロコプトルタ・オレイボラ（Ｐｈｙｌｌｏ
ｃｏｐｔｒｕｔａ　ｏｌｅｉｖｏｒａ）、ボオフィルス属種（Ｂｏｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、リピセファルス属種（Ｒｈｉｐｉｃｅｐｈａｌｕｓ　ｓｐｐ．）、アンブリオン
マ属種（Ａｍｂｌｙｏｍｍａ　ｓｐｐ．）、ヒアロンマ属種（Ｈｙａｌｏｍｍａ　ｓｐｐ
．）、イクソデス属種（Ｉｘｏｄｅｓ　ｓｐｐ．）、プソロプテス属種（Ｐｓｏｒｏｐｔ
ｅｓ　ｓｐｐ．）、コリオプテス属種（Ｃｈｏｒｉｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ．）、サルコプテ
ス属種（Ｓａｒｃｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ．）、タルソネムス属種（Ｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ　
ｓｐｐ．）、ブリオビア・プラエチオサ（Ｂｒｙｏｂｉａ　ｐｒａｅｔｉｏｓａ）、パノ
ニクス属種（Ｐａｎｏｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、テトラニクス属種（Ｔｅｔｒａｎｙｃ
ｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ヘミタルソネムス属種（Ｈｅｍｉｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．
）、ブレビパルプス属種（Ｂｒｅｖｉｐａｌｐｕｓ　ｓｐｐ．）；
　・　植物寄生性線虫、例えば、プラチレンクス属種（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、ラドフォルス・シミリス（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｉｍｉｌｉｓ）、ジチレン
クス・ジプサシ（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｄｉｐｓａｃｉ）、チレンクルス・セミペネ
トランス（Ｔｙｌｅｎｃｈｕｌｕｓ　ｓｅｍｉｐｅｎｅｔｒａｎｓ）、ヘテロデラ属種（
Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｐｐ．）、グロボデラ属種（Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｓｐｐ．）
、メロイドギネ属種（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｓｐｐ．）、アフェレンコイデス属種（
Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、ロンギドルス属種（Ｌｏｎｇｉｄｏｒｕｓ
　ｓｐｐ．）、キシフィネマ属種（Ｘｉｐｈｉｎｅｍａ　ｓｐｐ．）、トリコドルス属種
（Ｔｒｉｃｈｏｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ブルサフェレンクス属種（Ｂｕｒｓａｐｈｅｌ
ｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）。
【０１２２】
　さらなる態様として、本発明は、植物、作物又は種子の植物病原性菌類又は有害な昆虫
類を特定の場所で防除する上で同時に、別々に又は順次に使用するための組合せ調製物と
しての、本明細書中で定義されている化合物（Ａ）及び化合物（Ｂ）を含んでいる製品；
本明細書中で定義されている化合物（Ａ）、化合物（Ｂ）及び化合物（Ｃ）を含んでいる
製品；本明細書中で定義されている化合物（Ａ）、化合物（Ｂ）及び化合物（Ｄ）を含ん
でいる製品；又は、本明細書中で定義されている化合物（Ａ）、化合物（Ｂ）、化合物（
Ｃ）及び化合物（Ｄ）を含んでいる製品を提供する。
【０１２３】
　本発明の殺有害生物剤組成物は、作物の植物病原性菌類を治療的又は予防的に防除する
ためのキット・オブ・パーツを用いて使用直前に調製することができる。そのようなキッ
ト・オブ・パーツには、合することを目的とした、又は、作物の植物病原性菌類を特定の
場所で防除する上で同時に、別々に若しくは順次に使用することを目的とした、少なくと
も１種類又は数種類の化合物（Ａ）、化合物（Ｂ）、化合物（Ｃ）及び／又は化合物（Ｄ
）を含ませることができる。
【０１２４】
　従って、それは、作物に対して施用することが望まれる殺菌剤製剤を調製するための全
ての成分を使用者がその中に見いだすパックである。これらの成分は、特に、活性剤（Ａ
）、活性剤（Ｂ）、活性剤（Ｃ）及び／又は活性剤（Ｄ）を含んでいて、別々に容器に入
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れられているが、そのような成分は、多かれ少なかれ濃厚化されている液体形態又は粉末
形態で提供される。使用者は、単に、所定の薬量で混合させ、且つ、作物に対して施用可
能な直ぐに使用し得る製剤を得るために必要な量の液体（例えば、水）を加えなければな
らない。
【０１２５】
　本発明による活性化合物組合せの優れた殺菌効果は、下記実施例から明らかである。個
々の活性化合物はそれらの殺菌活性に関して不充分であるが、当該組合せは、活性の単な
る和を超えた活性を示す。
【０１２６】
　活性化合物組合せの殺菌活性が、個別的に施用されたときの活性化合物の活性の総和を
超えている場合、殺菌剤の相乗効果が常に存在している。２種類の活性化合物の所与の組
合せに対して期待される活性は、以下のように計算することができる（ｃｆ．　Ｃｏｌｂ
ｙ，Ｓ．Ｒ．，　“Ｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ　ａｎｄ　Ａｎｔ
ａｇｏｎｉｓｔｉｃ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅ　Ｃｏｍｂｉｎａ
ｔｉｏｎｓ”，　Ｗｅｅｄｓ　１９６７，　１５，　２０－２２）：
　Ｘは、活性化合物Ａをｍ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用したときの効力
であり；
　Ｙは、活性化合物Ｂをｎ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用したときの効力
であり；
　Ｅは、活性化合物Ａ及び活性化合物Ｂを、それぞれ、ｍ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）
及びｎ（ｐｐｍ）（又は、ｇ／ｈａ）の施用量で施用したときの期待される効力である；
とした場合、
【０１２７】
【数３】

　「％」で表される効力の程度が示される。０％は、対照の効力に相当する効力を意味し
、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０１２８】
　実際の殺菌活性が算出された値よりも高い場合、該組合せの活性は、相加的なものを超
えている。即ち、相乗効果が存在している。この場合、実際に観察された効力は、期待さ
れる効力（Ｅ）について上記式から計算された値よりも大きくなければならない。
【０１２９】
　相乗効果を実証するさらなる方法は、Ｔａｍｍｅｓの方法である（ｃｆ．　“Ｉｓｏｂ
ｏｌｅｓ，　ａ　ｇｒａｐｈｉｃ　ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｓｙｎｅｒｇ
ｉｓｍ　ｉｎ　ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ”　ｉｎ　Ｎｅｔｈ．　Ｊ．　Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔ
ｈ．，　１９６４，　７０，　７３－８０）。
【０１３０】
　下記実施例により本発明について例証する。しかしながら、本発明は、それら実施例に
限定されるものではない。
【実施例】
【０１３１】
　実施例
　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）試験（トマト）／予防
　　　　溶媒：　　　　２４．５重量部のアセトン
　　　　　　　　　　　２４．５重量部のジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物を上記量の溶媒及
び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度とする。
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【０１３２】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物の該調製物を記載されている
施用量で噴霧する。噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、フィトフトラ・インフェス
タンス（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）の胞子の水性懸濁液を用いて
接種する。次いで、その植物を、約２０℃で相対大気湿度１００％のインキュベーション
室内に置く。
【０１３３】
　当該試験について、上記接種の３日後に評価する。０％は、未処理対照の効力に相当す
る効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０１３４】
　下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よ
りも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを明瞭に示している。
【０１３５】
　表
　フィトフトラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）試験（トマト）／予防
【０１３６】
【表４】

　実施例
　ベンツリア（Ｖｅｎｔｕｒｉａ）試験（リンゴ）／予防
　　　　溶媒：　　　　２４．５重量部のアセトン
　　　　　　　　　　　２４．５重量部のジメチルアセトアミド
　　　　乳化剤：　　　　　　１重量部のアルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の適切な調製物を調製するために、１重量部の活性化合物を上記量の溶媒及
び乳化剤と混合し、得られた濃厚物を水で希釈して、所望の濃度とする。
【０１３７】
　予防活性について試験するために、幼植物に、活性化合物の該調製物を記載されている
施用量で噴霧する。噴霧による被膜が乾燥した後、該植物に、リンゴ黒星病の病原である
ベンツリア・イナエクアリス（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）の分生子の水
性懸濁液を用いて接種し、次いで、その植物を、約２０℃で相対大気湿度１００％のイン
キュベーション室内に１日間置く。
【０１３８】
　次いで、その植物を、約２１℃で相対大気湿度約９０％の温室内に置く。
【０１３９】
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　当該試験について、上記接種の１０日後に評価する。０％は、未処理対照の効力に相当
する効力を意味し、１００％の効力は、病害が観察されないことを意味する。
【０１４０】
　下記表は、本発明による活性化合物組合せについて観察された活性が算出された活性よ
りも高いこと、即ち、相乗効果が存在していることを明瞭に示している。
【０１４１】
　表
　ベンツリア（Ｖｅｎｔｕｒｉａ）試験（リンゴ）／予防
【０１４２】
【表５】
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