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(57)【要約】
　本発明は、相乗的に有効量で、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ
　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）およびコニオチリ
ウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－
０８（ＤＳＭ９６６０）および／または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突
然変異体、および／または線虫、昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々
の株によって産生される少なくとも一つの代謝物からなる群から選択される少なくとも一
つの生物農薬、ならびにアセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性ア
セチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈ
Ｒ）アロステリック活性化剤、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネ
ル遮断薬およびリアノジン受容体調節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫
剤（Ｉ）を含む組成物に関する。さらに、本発明は、前記組成物を含むパーツのキットな
らびに前記組成物の使用に関するものでもある。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相乗的に有効量で、
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏ
ｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）
　および／または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／ま
たは線虫、昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生され
る少なくとも一つの代謝物
からなる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、
　ならびにアセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン
受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステ
リック活性化剤、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およ
びリアノジン受容体調節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）
を含む組成物。
【請求項２】
　前記アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬がカーバメート類および有機リン
酸化合物類からなる群から選択され、
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬がネオニコチノイドであり
、
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤がスピノ
シン類であり、または
　前記リアノジン受容体調節剤がジアミドである、請求項１に記載の組成物。
【請求項３】
　前記アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬が、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
タナート、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、プロポキスル、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、ＸＭＣ、キシリルカルブ、アセフェート、アザメチホス、アジ
ンホスエチル、アジンホス－メチル、カズサホス、クロルエトキシホス、クロルフェンビ
ンホス、クロルメホス、クロルピリホス、クロルピリホス－メチル、クマホス、シアノホ
ス、デメトン－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、ジスルホトン、ＥＰＮ、エチオン、エトプロホス、ファ
ンファー、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、イミシアホス、イソフェンホス、Ｏ－（メトキシアミノチオホスホルイル）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、オキシデメトン－メチル、
パラチオン、パラチオン－メチル、フェントエート、ホラート、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、プロペタンホス、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
リクロルホンおよびバミドチオンからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬が、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、ニコチンおよびスルホクサフロールからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤が、スピ
ネトラムおよびスピノサドからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬が、ベンスルタ
ップ、カルタップ塩酸塩、チオシクラム、およびチオスルタップ－ナトリウムからなる群
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から選択され；または
　前記リアノジン受容体調節剤が、クロラントラニリプロール、シアントラニリプロール
およびフルベンジアミドからなる群から選択される、請求項１または２に記載の組成物。
【請求項４】
　前記アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬が、アセフェート、クロルピリホ
ス、カルボフラン、メチオカルブ、プロフェノホス、チオジカルブからなる群から選択さ
れ；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬が、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、スルホクサフロール、チアクロプリド、
チアメトキサムからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤が、スピ
ネトラムおよびスピノサドからなる群から選択され；または
　前記リアノジン受容体調節剤が、クロラントラニリプロール、シアントラニリプロール
およびフルベンジアミドからなる群から選択される、請求項３に記載の組成物。
【請求項５】
　前記殺虫剤（Ｉ）が、シアントラニリプロール（Ｉ２３２）、クロラントラニリプロー
ル（Ｉ２３１）、メチオカルブ（Ｉ１５）、スピネトラム（Ｉ１５０）、スピノサド（Ｉ
１５１）、チオジカルブ（Ｉ２１）、クロチアニジン（Ｉ１４２）、チアクロプリド（Ｉ
１４６）およびチアメトキサム（Ｉ１４７）からなる群から選択される請求項１から４の
うちのいずれか１項に記載の組成物。
【請求項６】
　少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤をさらに
含み、ただし殺虫剤（ＩＩ）が殺虫剤（Ｉ）と同一ではなく、前記生物農薬が前記殺菌剤
と同一ではない請求項１から５のうちのいずれか１項に記載の組成物。
【請求項７】
　前記少なくとも一つの殺菌剤が、エルゴステロール生合成の阻害剤、複合体ＩまたはＩ
Ｉでの呼吸鎖の阻害剤、複合体ＩＩＩでの呼吸鎖の阻害薬剤、有糸分裂および細胞分裂の
阻害剤、宿主防御を誘発することができる化合物、アミノ酸および／またはタンパク質生
合成の阻害剤、ＡＴＰ産生の阻害剤、細胞壁合成の阻害剤、脂質および膜合成の阻害剤、
メラニン生合成の阻害剤、核酸合成の阻害剤、シグナル伝達の阻害剤、脱共役剤として作
用することができる化合物、例えばビナパクリル、ジノカップ、フェリムゾン、フルアジ
ナム、メプチルジノカップ、そしてさらに別の化合物、例えば、ベンチアゾール、ベトキ
サジン、カプシマイシン（ｃａｐｓｉｍｙｃｉｎ）、カルボン、キノメチオネート、ピリ
オフェノン（ｐｙｒｉｏｆｅｎｏｎｅ）（クラザフェノン（ｃｈｌａｚａｆｅｎｏｎｅ）
）、クフラネブ、シフルフェナミド、シモキサニル、シプロスルファミド、ダゾメット、
デバカルブ、ジクロロフェン、ジクロメジン、ジフェンゾコート、ジフェンゾコートメチ
ル硫酸塩、ジフェニルアミン、エコメイト、フェンピラザミン（ｆｅｎｐｙｒａｚａｍｉ
ｎｅ）、フルメトベル、フルオルイミド、フルスルファミド、フルチアニル、ホセチル－
アルミニウム、ホセチル－カルシウム、ホセチル－ナトリウム、ヘキサクロロベンゼン、
イルママイシン、メタスルホカルブ、イソチオシアン酸メチル、メトラフェノン、ミルデ
ィオマイシン、ナタマイシン、ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル、ニトロタル－イソ
プロピル、オクチリノン、オキサモカルブ（ｏｘａｍｏｃａｒｂ）、オキシフェンチイン
（ｏｘｙｆｅｎｔｈｉｉｎ）、ペンタクロロフェノールおよび塩、フェノトリン、リン酸
およびそれの塩、プロパモカルブ－ホセチレート（ｐｒｏｐａｍｏｃａｒｂ－ｆｏｓｅｔ
ｙｌａｔｅ）、プロパノシン－ナトリウム（ｐｒｏｐａｎｏｓｉｎｅ－ｓｏｄｉｕｍ）、
プロキナジド、ピリモルフ、（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）プロプ－２－エン－１
－オン、（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）プロプ－２－エン－１－オン、ピロールニ
トリン、テブフロキン、テクロフタラム、トルニファニド、トリアゾキシド、トリクラミ
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ド、ザリラミド、２－メチルプロパン酸（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、１－（４－｛４－［（５Ｒ）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒ
ドロ－１，２－オキサゾール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン
－１－イル）－２－［５－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１
－イル］エタノン、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－（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）－１
Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン、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、２，３，５，６－
テトラクロロ－４－（メチルスルホニル）ピリジン、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、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、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、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、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、２－ブトキシ－６－ヨ
ード－３－プロピル－４Ｈ－クロメン－４－オン、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、２－フェニルフェノールおよび塩、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）キノロン、３，４，５
－トリクロロピリジン－２，６－ジカルボニトリル、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、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
、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、５－アミノ－１，３，４－チアジアゾール－２－チオール、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、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、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、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、（２Ｚ）－３－アミノ－２－シアノ－３－フェニルプロパ－２－エン酸エチル、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、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、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、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、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、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、Ｎ－｛（Ｅ）－［（シクロプロピルメトキシ）イミノ］［６－（ジ
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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、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、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、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、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、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、ペンチル｛６－［（｛［（１－
メチル－１Ｈ－テトラゾール－５－イル）（フェニル）メチリデン］アミノ｝オキシ）メ
チル］ピリジン－２－イル｝カーバメート、フェナジン－１－カルボン酸、キノリン－８
－オール、キノリン－８－オールサルフェート（２：１）、ｔｅｒｔ－ブチル｛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｝カーバメート、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、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、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、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
、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、３－（ジフルオロメチル）－１
－メチル－Ｎ－［４′－（プロプ－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、５－フルオロ－１，３－ジメチル－Ｎ－［４′－（
プロプ－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、２－クロロ－Ｎ－［４′－（プロプ－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、３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４′－（３，
３－ジメチルブト－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、Ｎ－［４′－（３，３－ジメチルブト－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、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、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、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、２－クロロ－Ｎ－［４′－（３，３－ジメチルブト－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、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、５－フルオロ－Ｎ－［４′－（３－ヒドロキシ－
３－メチルブト－１－イン－１－イル）ビフェニル－２－イル］－１，３－ジメチル－１
Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、２－クロロ－Ｎ－［４′－（３－ヒドロキシ－３
－メチルブト－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、３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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、５－フルオロ－Ｎ－［４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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
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サミド、２－クロロ－Ｎ－［４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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、（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、Ｎ－［２－（４－｛［３－（４－クロロフェニル）プロプ－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、４－オキソ－４－［（２－フェニルエチル）アミノ］ブタン酸、ブト－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｝カーバメート、４－ア
ミノ－５－フルオロピリミジン－２－オール、３，４，５－トリヒドロキシ安息香酸プロ
ピルおよびオリザストロビンからなる群から選択される請求項６に記載の組成物。
【請求項８】
　前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）が、アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ
）阻害剤、ＧＡＢＡ－依存性塩素イオンチャンネル拮抗薬、ナトリウムチャネル調節剤／
電位依存性ナトリウムチャンネル遮断薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ
）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤、塩
素イオンチャンネル活性化剤、幼若ホルモン模倣剤、例えば幼若ホルモン類似体、種々の
非特異的（多部位）阻害薬、選択的摂食同翅類阻害薬、ダニ成長阻害薬、昆虫の中腸膜の
微生物攪乱物質、ミトコンドリアＡＴＰ合成酵素の阻害薬、プロトン勾配を遮断すること
により作用する酸化的リン酸化の脱共役剤、ニコチン作用性アセチルコリン受容体（ｎＡ
ＣｈＲ）チャンネル遮断薬、）キチン生合成阻害剤、０型、キチン生合成阻害剤、１型、
脱皮攪乱物質、エクジソン受容体作動薬、オクトパミン受容体作動薬、ミトコンドリア複
合体ＩＩＩ電子伝達阻害剤、ミトコンドリア複合体Ｉ電子伝達阻害剤、電圧依存性ナトリ
ウムチャンネル遮断薬、アセチルＣｏＡカルボキシラーゼの阻害薬、ミトコンドリア複合
体ＩＶ電子伝達阻害剤、ミトコンドリア複合体ＩＩ電子伝達阻害剤、リアノジン受容体調
節剤、アミドフルメット、アザジラクチン、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、キノメチオナ－ト、氷晶石、ジコホル、ジフロビダジン
、フルエンスルホン、フルフェネリム、フルフィプロール、フルオピラム、フフェノジド
、イミダクロチズ、イプロジオン、メペルフルスリン、ピリダリル、ピリフルキナゾン、
テトラメチルフルスリン、ヨードメタン、バチルス・ファーマス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｆ
ｉｒｍｕｓ）に基づく製造物、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、４－｛［（６－ブロモピリジン－３－
イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（
６－フルオロピリジン－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、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、４－｛［（６－クロロピ
リジン－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン
、フルピラジフロン、４－｛［（６－クロロ－５－フルオロピリジン－３－イル）メチル
］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（５，６－ジクロロピリジン
－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、４－
｛［（６－クロロ－５－フルオロピリジン－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミ
ノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（
シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（６－クロロピリジン－
３－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン、｛［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、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－λ４－スルファニリデン｝シアナミド（Ａ）、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－λ４－ス
ルファニリデン｝シアナミド（Ｂ）、［（Ｒ）－メチル（オキシド）｛（１Ｒ）－１－［
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６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］
シアナミド（Ａ１）、［（Ｓ）－メチル（オキシド）｛（１Ｓ）－１－［６－（トリフル
オロメチル）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］シアナミド（Ａ
２）、［（Ｒ）－メチル（オキシド）｛（１Ｓ）－１－［６－（トリフルオロメチル）ピ
リジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］シアナミド、［（Ｓ）－メチル
（オキシド）｛（１Ｒ）－１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－イル］エチ
ル｝－λ４－スルファニリデン］シアナミド、１１－（４－クロロ－２，６－ジメチルフ
ェニル）－１２－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、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、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）－１Ｈ－１，２，４－
トリアゾール－５－アミン、アフィドピロペン　シクロプロパンカルボン酸［（３Ｓ，４
ａＲ，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、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、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、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、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－ジオキシ
ド、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、｛１′－［（２Ｅ）－３－
（４－クロロフェニル）プロパ－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、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］デカ－３－エン－２－オン、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］デカ－３－エン－４－イ
ルエチルカーボネート、４－（ブタ－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、（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
、（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、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、フロメトキン、ＰＦ１３６４
（ＣＡＳ登録番号１２０４７７６－６０－２）、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、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－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－１－イル）
ベンゾニトリル、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）、４
－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝－１，３
－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル
］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン、
４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（エチル）アミノ｝－１，３－オキ
サゾール－２（５Ｈ）－オン、４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（メ
チル）アミノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン、ピフルブミドＮ－［４－（
１，１，１，３，３，３－ヘキサフルオロ－２－メトキシプロパン－２－イル）－３－イ
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ソブチルフェニル］－Ｎ－イソブチリル－１，３，５－トリメチル－１Ｈ－ピラゾール－
４－カルボキサミド、２－［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）－５－クロロ－３－メチルベ
ンゾイル］－２－メチルヒドラジンカルボン酸メチル、２－［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）－５－シアノ－３－メチルベンゾイル］－２－エチルヒドラジンカルボン酸メチル、
２－［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）－５－シアノ－３－メチルベンゾイル］－２－メチ
ルヒドラジンカルボン酸メチル、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－ジエチルヒドラジンカルボン酸メチル、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］－２－エチルヒドラジンカルボン酸メチ
ル、（５ＲＳ，７ＲＳ；５ＲＳ，７ＳＲ）－１－（６－クロロ－３－ピリジルメチル）－
１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－７－メチル－８－ニトロ－５－プロポキシイミ
ダゾ［１，２－ａ］ピリジン、２－｛６－［２－（５－フルオロピリジン－３－イル）－
１，３－チアゾール－５－イル］ピリジン－２－イル｝ピリミジン、２－｛６－［２－（
ピリジン－３－イル）－１，３－チアゾール－５－イル］ピリジン－２－イル｝ピリミジ
ン、１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メチル－６－（メ
チルカルバモイル）フェニル］－３－｛［５－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－テトラゾ
ール－１－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド、１－（３－クロロ
ピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フ
ェニル］－３－｛［５－（トリフルオロメチル）－２Ｈ－テトラゾール－２－イル］メチ
ル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド、Ｎ－［２－（ｔｅｒｔ－ブチルカルバモ
イル）－４－シアノ－６－メチルフェニル］－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－
３－｛［５－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－テトラゾール－１－イル］メチル｝－１Ｈ
－ピラゾール－５－カルボキサミド、Ｎ－［２－（ｔｅｒｔ－ブチルカルバモイル）－４
－シアノ－６－メチルフェニル］－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－３－｛［５
－（トリフルオロメチル）－２Ｈ－テトラゾール－２－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾー
ル－５－カルボキサミド、（１Ｅ）－Ｎ－［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］
－Ｎ′－シアノ－Ｎ－（２，２－ジフルオロエチル）エタンイミドアミド、Ｎ－［２－（
５－アミノ－１，３，４－ジアジアゾール－２－イル）－４－クロロ－６－メチルフェニ
ル］－３－ブロモ－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、および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］－２－エチル－１－メチルヒドラジンカルボン酸メチルからなる群から選択される請
求項６または７に記載の組成物。
【請求項９】
　増量剤、溶媒、自発性促進剤、担体、乳化剤、分散剤、凍結保護剤、増粘剤およびアジ
ュバントからなる群から選択される少なくとも一つの補助剤をさらに含む請求項１から８
のうちのいずれか１項に記載の組成物。
【請求項１０】
　相乗的に有効量で、
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏ
ｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）
　および／または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／ま
たは線虫、昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生され
る少なくとも一つの代謝物
からなる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、
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　ならびにアセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン
受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステ
リック活性化剤、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およ
びリアノジン受容体調節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）
を含む組成物で処理された種子。
【請求項１１】
　前記アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬が、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
タナート、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、プロポキスル、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、ＸＭＣ、キシリルカルブ、アセフェート、アザメチホス、アジ
ンホスエチル、アジンホス－メチル、カズサホス、クロルエトキシホス、クロルフェンビ
ンホス、クロルメホス、クロルピリホス、クロルピリホス－メチル、クマホス、シアノホ
ス、デメトン－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、ジスルホトン、ＥＰＮ、エチオン、エトプロホス、ファ
ンファー、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、イミシアホス、イソフェンホス、Ｏ－（メトキシアミノチオホスホルイル）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、オキシデメトン－メチル、
パラチオン、パラチオン－メチル、フェントエート、ホラート、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、プロペタンホス、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
リクロルホンおよびバミドチオンからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬が、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、ニコチンおよびスルホクサフロールからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤が、スピ
ネトラムおよびスピノサドからなる群から選択され；
　前記ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬が、ベンスルタ
ップ、カルタップ塩酸塩、チオシクラム、およびチオスルタップ－ナトリウムからなる群
から選択され；または
　前記リアノジン受容体調節剤が、クロラントラニリプロール、シアントラニリプロール
およびフルベンジアミドからなる群から選択される、請求項１０に記載の種子。
【請求項１２】
　請求項１から９のうちのいずれか１項に記載の組成物の農薬としての使用。
【請求項１３】
　昆虫、ダニ、線虫および／または植物病原体によって生じる植物および植物部分の全体
的損傷ならびに収穫された果実もしくは野菜における損失を低減するための請求項１２に
記載の使用。
【請求項１４】
　従来の植物もしくはトランスジェニック植物またはそれらの種子を処理するための請求
項１２または１３に記載の使用。
【請求項１５】
　空間的に分離された配置で、相乗的に有効な量で、
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏ
ｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）
　および／または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／ま
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たは線虫、昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生され
る少なくとも一つの代謝物
からなる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、
　ならびにアセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン
受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステ
リック活性化剤、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およ
びリアノジン受容体調節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）
を含むパーツのキット。
【請求項１６】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔ
ｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）
　および／または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／ま
たは線虫、昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生され
る少なくとも一つの代謝物
からなる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、
　ならびにアセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン
受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステ
リック活性化剤、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およ
びリアノジン受容体調節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）
　および適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺
菌剤
を、相乗的に有効な量で植物、植物部分、収穫された果実、野菜および／または植物の成
長場所に、同時にまたは順次に施用する段階を含む、昆虫、ダニ、線虫および／または植
物病原体によって引き起こされる植物および植物部分の全体的損傷ならびに収穫された果
実もしくは野菜における損失を低減する方法。
【請求項１７】
　有効量の請求項１から９のうちのいずれか１項に記載の組成物を土壌に施用することを
含む、植物周囲の土壌における線虫または昆虫の防除方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、相乗的に有効な量で、特定の微生物および／または個々の菌株の全ての識別
特性を有するそれらの菌株の突然変異体、および／または昆虫、線虫および／または植物
病原体に対して活性を示す個々の菌株によって産生される少なくとも一つの代謝物から選
択される少なくとも一つの生物農薬、ならびに細菌からなる群から選択される少なくとも
一つの特定の殺虫剤を含む組成物に関する。さらに、本発明は、この組成物の使用ならび
に植物および植物部分の全体的損傷を低減する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　合成の殺虫剤または殺菌剤は、多くの場合で非特異的であることから、他の天然の有益
な生物を含む標的生物以外の生物に対して作用し得る。化学的性質のため、それらは有毒
かつ微生物で分解できないものであり得る。世界中の消費者において、特に食品における
残留化学物質に関連する潜在的な環境問題および健康問題に対する意識が高まってきてい
る。これにより、化学（すなわち合成）農薬の使用または少なくとも量を減らすことへの
消費者の圧力が強くなってきている。従って、有効な病害生物防除が可能でありながら、
食物連鎖上の要件を成し遂げる必要がある。
【０００３】
　合成の殺虫剤または殺菌剤の使用によって生じるさらに別の問題は、殺虫剤または殺菌
剤の繰り返しかつ独占的な施用によって、抵抗性微生物の選択が生じることが多いという
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点である。通常、そのような菌株は、同じ作用機序を有する他の有効成分に対しても交差
抵抗性である。そこで、その活性化合物による病原体の有効な防除はそれ以上不可能とな
る。しかしながら、新たな作用機序を有する有効成分は、開発が困難であり、費用を要す
るものである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　病原体群における抵抗性発現のリスクならびに環境上の懸念およびヒトの健康上の懸念
のため、植物病害に対処する上で合成の殺虫剤および殺菌剤に代わるものを確認すること
に関心が持たれるようになってきた。生物農薬（ＢＣＡ）の使用が一つの選択肢である。
しかしながら、ほとんどのＢＣＡの有効性は、特には高い感染圧の場合には、従来の殺虫
剤および殺菌剤の場合と同じレベルではない。結果的に、公知の生物農薬、それらの突然
変異体およびそれらによって産生される代謝物は、特に低施用量において、完全に満足な
ものとは限らない。
【０００５】
　そこで、一部の領域で、上記要件を満足する上で少なくとも役立つ新たな代替の植物保
護剤を開発することが常に求められている。
【０００６】
　ぺシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　Ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１が、ＷＯ９１／０２０５１から、生物殺線虫剤として知られている。それは１９７９年
に見出され、例えばブルガリアおよびイタリアならびにベルギーで殺線虫剤としての使用
について承認されている。その株はフィリピンのロスバニョスでネコブセンチュウ卵塊か
ら単離されており（ＷＯ９１／０２０５１参照）、１９８９年に寄託番号８９／０３０５
５０でオーストラリア政府分析研究所（Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔ　
Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）（ＡＧＡＬ）に寄託されている。
【０００７】
　ＷＯ２００９／１１６１０６は、植物における真菌病害の生物防除において有効な株ト
リコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ１に
関するものである。それは最初に、２０００年に北部イタリアの朽ちたヘーゼルナッツ木
から単離されており、２００７年に寄託番号ＣＢＳ番号１２２０８９下に「Ｃｅｎｔｒａ
ａｌｂｕｒｅｅａｕ　ｖｏｏｒ　Ｓｃｈｉｍｍｅｌｃｕｌｔｕｒｅｓ」で寄託されている
。
【０００８】
　さらに別の既知の生物農薬は、ブラウンシュワイクにあるＧｅｒｍａｎ　Ｃｏｌｌｅｃ
ｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｍｉｃｒｏｏｒｇａｎｉｓｍｓ　ａｎｄ　Ｃｅｌｌ　Ｃｕｌｔｕｒｅｓ
に番号ＤＳＭ９６６０下に寄託された株コニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙ
ｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８である（ＷＯ９６／２１３５８参
照）。それは、真菌病原体スクレロチニア・スクレロチオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ
　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）およびスクレロチニア・ミノル（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ
　ｍｉｎｏｒ）（多くの植物種に対する白カビの原因病原体）に対する生物農薬として使
用される。
【０００９】
　これを考慮して、本発明の目的は特に、昆虫、ダニ、線虫および／または植物病原体に
対する活性を示す組成物を提供することにあった。さらに、本発明の別の特定の目的は、
生物農薬および殺虫剤の施用量を減らし、それらの活性スペクトルを拡大することで、好
ましくは施用される活性化合物の合計量を減らして、昆虫、ダニ、線虫および／または植
物病原体に対する活性が向上した組成物を提供することにあった。特に、本発明のさらに
別の目的は、作物に施用した場合、作物における残留量が低くなることで、抵抗性形成の
リスクを低下させるが、それにも拘わらず効率的な病害抑制を行う組成物を提供すること
にあった。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　従って、これらの目的は、少なくとも部分的に、下記で定義される本発明による組成物
によって解決されることが見出された。本発明による組成物は好ましくは上記のニーズを
満足するものである。驚くべきことに、同時または順次での本発明による組成物の植物、
植物部分、収穫された果物、野菜および／または植物の成長部位への施用によって、好ま
しくは、一方で当該菌株、それの突然変異体および／またはその菌株によって産生される
代謝物および他方で個々の殺虫剤単独で可能なものより良好な昆虫、ダニ、線虫および／
または植物病原体の防除が可能となる（相乗的混合物）ことが発見された。本発明による
組成物を施用することで、昆虫、ダニ、線虫および／または植物病原体に対する活性が好
ましくは優加法的に上昇する。
【００１１】
　結果として、本発明による組成物によって好ましくは、使用される活性化合物総量を減
らすことができることから、この組成物によって処理された作物は好ましくは作物におけ
る残留物量の減少を示す。従って、有害微生物の抵抗性形成のリスクが低下する。
【００１２】
　本発明は、相乗的に有効な量で、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅ
ｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）、トリコデルマ
・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ１（ＣＢＳ番号
１２２０８９）、およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉ
ｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）および／または個々の株の全
ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／または線虫、昆虫および／または
植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生される少なくとも一つの代謝物から
なる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、ならびにアセチルコリンエステラーゼ
（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン
性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤、ニコチン性アセチルコ
リン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およびリアノジン受容体調節剤からなる群か
ら選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）を含む組成物に関するものである。
【００１３】
　さらに本発明は、特定の生物農薬のうちの少なくとも一つおよび少なくとも一つの殺虫
剤（Ｉ）を含むパーツのキットに関する。本発明はさらに、植物および植物部分の全体的
損傷ならびに昆虫、ダニ、線虫および／または植物病原体によって生じる収穫された果物
もしくは植物の損失を減らすための前記組成物の使用に関するものである。
【００１４】
　さらに本発明は、植物および植物部分の全体的損傷ならびに昆虫、ダニ、線虫および／
または植物病原体によって生じる収穫された果物または野菜における損失を減らす方法、
ならびに本発明による組成物で処理された種子を提供する。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　生物農薬
　概して、「農薬性」とは、ある物質が植物病害生物の死亡率を高める能力またはその成
長速度を阻害する能力を意味する。その用語は本明細書において、物質が昆虫、ダニ、線
虫および／または植物病原体に対する活性を示す性質を説明するのに用いられる。本発明
の意味において、「病害生物」という用語は、昆虫、ダニ、線虫および／または植物病原
体を含む。
【００１６】
　本明細書で使用される場合、「生物防除」は、第２の生物を使用することによる病原体
および／または昆虫および／またはコナダニおよび／または線虫の防除として定義される
。生物防除の既知の機序には、根の表面上の空間または養分について真菌を殺すことによ
って根が腐るのを抑制する細菌などがある。抗生物質などの細菌毒素が病原体防除に使用
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されてきた。その毒素を単離し、植物に直接施用することができるか、その細菌種を投与
することで、それがその毒をイン・サイツで産生するようにすることができる。生物防除
を行う他の手段には、標的の植物病原体、昆虫、ダニまたは線虫に対して活性である成分
を産生する、または標的の有害生物／病原体を攻撃するある種の真菌の施用などがある。
本発明に関連して使用される「生物防除」は、植物の健康、成長、活力、ストレス応答ま
たは収量に対する有益な効果を有する微生物も包含し得る。
【００１７】
　施用経路には、噴霧施用、土壌施用および種子処理などがある。
【００１８】
　「代謝物」という用語は、農薬活性を有する化合物、物質または前記微生物の発酵の副
生成物を指す。
【００１９】
　「突然変異体」という用語は、親菌株の変異体ならびに親菌株によって発現される活性
より農薬活性が高い突然変異体または変異体を指す。「親菌株」は本明細書において、突
然変異前の原菌株と定義される。そのような突然変異体を得るため、親菌株を、Ｎ－メチ
ル－Ｎ′－ニトロ－Ｎ－ニトロソグアニジン、エチルメタンスルホンなどの化学物質で、
またはγ線、Ｘ線もしくはＵＶ照射を用いる照射を行い、または当業者に公知の他の手段
によって処理することができる。
【００２０】
　「変異体」とは、この文で指定の個々の寄託番号の全ての識別特性を有する菌株であり
、高厳密性の条件下で個々の寄託番号のゲノムにハイブリダイゼーションするゲノムを有
するものとして識別することができる。
【００２１】
　「ハイブリダイゼーション」とは、１以上のポリヌクレオチドが反応して、ヌクレオチ
ド残基の塩基間における水素結合を介して安定化させる複合体を形成する反応を指す。水
素結合は、ワトソン・クリック塩基対形成によって、フーグスティーン結合によって、ま
たは他のいずれか配列特異的形態で生じ得る。その複合体は、二本鎖構造を形成する２本
の鎖、多重鎖複合体を形成する３本以上の鎖、単一の自己ハイブリダイゼーション鎖、ま
たはこれらのいずれかの組み合わせを含むことができる。背部リット形成反応は、異なる
「厳密性」の条件下で行うことができる。概して、低厳密性ハイブリダイゼーション反応
は、１０×ＳＳＣまたは等価なイオン強度／温度の溶液中約４０℃で行う。中等度厳密性
ハイブリダイゼーションは代表的には、６×ＳＳＣ中約５０℃で行い，高厳密性ハイブリ
ダイゼーション反応は通常、１×ＳＳＣ中約６０℃で行う。
【００２２】
　指定の寄託番号の変異体も、指定の寄託番号のゲノムと８５％強、より好ましくは９０
％強、またはより好ましくは９５％強の配列同一性であるゲノム配列を有する菌株と定義
することができる。ポリヌクレオチドもしくはポリヌクレオチド領域（またはポリペプチ
ドもしくはポリペプチド領域）は、別の配列に対してある一定のパーセント（例えば、８
０％、８５％、９０％、または９５％）の「配列同一性」を有しており、それは、アライ
ンメントさせた場合に、塩基（またはアミノ酸）のそのパーセントが二つの配列を比較し
て同一であることを意味するものである。このアラインメントおよび相同性もしくは配列
同一性パーセントは、当業界で公知のソフトウェアプログラム、例えばＣｕｒｒｅｎｔ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌｓ　ｉｎ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　（Ｆ．　Ｍ．　Ａｕ
ｓｕｂｅｌ　ｅｔ　ａｌ．，　ｅｄｓ．，　１９８７）　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔ　３０，
　ｓｅｃｔｉｏｎ　７．　７．　１８、表７．７．１に記載のものを用いて求めることが
できる。
【００２３】
　ＡＧＡＬは、「オーストラリア分析研究所（Ａｕｓｔｒａｌｉａｎ　Ａｎａｌｙｔｉｃ
ａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）」の略称であり、それは現在、「国立測定研究所（Ｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ）（ＮＭＩ）」（住所：



(14) JP 2015-536350 A 2015.12.21

10

20

30

40

50

１,　Ｓｕａｋｉｎ　Ｓｔｒｅｅｔ，　Ｐｙｍｂｌｅ　ＮＳＷ　２０７３,　Ａｕｓｔｒａ
ｌｉａ）の名称である。
【００２４】
　ＣＢＳは、住所がＵｐｐｓａｌａｌａａｎ　８,　３５８４　ＣＴ　Ｕｔｒｅｃｈｔ,　
Ｎｅｔｈｅｒｌａｎｄｓである特許手続きのための微生物寄託の国際的承認に関するブダ
ペスト条約下での微生物株寄託に関する国際寄託当局である「Ｃｅｎｔｒａａｌｂｕｒｅ
ａｕ　ｖｏｏｒ　Ｓｃｈｉｍｍｅｌｃｕｌｔｕｒｅｓ」の略称である。
【００２５】
　ＤＭＳは、住所がＩｎｈｏｆｆｅｎｓｔｒ．　７８　ｉｎ　３８１２４　Ｂｒａｕｎｓ
ｃｈｗｅｉｇ,　Ｇｅｒｍａｎｙである「Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｓａｍｍｌｕｎｇ　ｖｏｎ
　Ｍｉｋｒｏｏｒｇａｎｉｓｍｅｎ　ｕｎｄ　Ｚｅｌｌｋｕｌｔｕｒｅｎ　ＧＭＢＨ」の
略称である。
【００２６】
　本発明で使用される生物農薬は、下記のように当業界で公知である。
【００２７】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１
　最近、プルプレオシリウム・リラシヌム（Ｐｒｕｐｕｒｅｏｃｉｌｌｉｕｍ　ｌｉｌａ
ｃｉｎｕｍ）と再分類されたペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌ
ｉｌａｃｉｎｕｓ）は、世界中で用容易に単離できる広く分布する腐生性土壌真菌である
。ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１（以下において、Ｂ１と称される場合がある）は、バナナ、ジャガイモ、パイナップル
、ワタ、コーヒー、イネ、ブラックペッパー、オクラ、アボカド、トマトなどの各種の農
場的に重要な作物を攻撃する植物病原性もしくはむしろ寄生性線虫に対して圃場条件下で
有効であることが示されている（ＷＯ９１／０２０５１）。それは、根瘤（ネコブセンチ
ュウ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ））、刺咬（ベロノライムス（Ｂｅｌｏｎｏｌａｉｍｕｓ
））、穿孔（ラドフォルス（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ））、嚢胞（グロボデラ（Ｇｌｏｂｏ
ｄｅｒ　ａ）およびヘテロデラ（Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ））、根腐れ（プラチレンクス（
Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ））および他の経済的に重要な線虫種などの多くの種類の寄生
性線虫に対して有効である。
【００２８】
　概して、本発明による組み合わせは、ミナミネグサレセンチュウ（メロイドジン・イン
コグニタ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｉｎｃｏｇｎｉｔａ））、ジャワネコブセンチュウ
（メロイドジン・ジャバニカ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｊａｖａｎｉｃａ））、キタネ
コブセンチュウ（メロイドジン・ハプラ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｈａｐｌａ））およ
びアレナリアネコブセンチュウ（メロイドジン・アレナリア（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　
ａｒｅｎａｒｉａ））などのネコブセンチュウ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ）属種の線虫；
ジチレンクス・デストルクトル（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ）およ
びジチレンクス・ディプサシ（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｄｉｐｓａｃｉ）などのジチレ
ンクス（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ）属種の線虫；キタネグサレセンチュウ（プラチレンク
ス・ペネトランス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｐｅｎｅｔｒａｎｓ））、キクネグサレ
センチュウ（プラチレンクス・ファラクス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｆａｌｌａｘ）
）、プラチレンクス・コフェアエ（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｃｏｆｆｅａｅ）、プラ
チレンクス・ローシ（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｌｏｏｓｉ）およびクルミネグサレセ
ンチュウ（プラチレンクス・ブルヌス（Ｐｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｖｕｌｎｕｓ））な
どのネグサレセンチュウ属種の線虫；グロボデラ・ロストチエンシス（Ｇｌｏｂｏｄｅｒ
ａ　ｒｏｓｔｏｃｈｉｅｎｓｉｓ）およびグロボデラ・パリダ（Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｐ
ａｌｌｉｄａ）などのグロボデラ（Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ）属種の線虫；ヘテロデラ・グリ
シネス（Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ）、ヘテロデラ・シャクチイ（Ｈｅｔ
ｅｒｏｄｅｒａ　ｓｃｈａｃｈｔｉｉ）などのヘテロデラ（Ｈｅｔｅｒｏｄｅｒａ）属種
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の線虫；イネシンガレセンチュウ（アフェレンコイデス・ベッセイ（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈ
ｏｉｄｅｓ　ｂｅｓｓｅｙｉ）、アフェレンコイデス・リツェマボシ（Ａｐｈｅｌｅｎｃ
ｈｏｉｄｅｓ　ｒｉｔｚｅｍａｂｏｓｉ）およびアフェレンコイデス・フラガリアエ（Ａ
ｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｅｓ　ｆｒａｇａｒｉａｅ）などのアフェレンコイデス（Ａｐｈ
ｅｌｅｎｃｈｏｉｄｅｓ）属種の線虫；アフェレンクス・アベナエ（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈ
ｕｓ　ａｖｅｎａｅ）などのアフェレンクス（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｕｓ）属種の線虫；ネ
モグリセンチュウ（ラドフォルス・シミリス（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｉｍｉｌｉｓ）
）などのラドフォルス（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ）属種の線虫；チレンクス・セミペネトラ
ンス（Ｔｙｌｅｎｃｈｕｌｕｓ　ｓｅｍｉｐｅｎｅｔｒａｎｓ）などのチレンクス（Ｔｙ
ｌｅｎｃｈｕｌｕｓ）属種の線虫；ロチレンクルス・レニフォルミス（Ｒｏｔｙｌｅｎｃ
ｈｕｌｕｓ　ｒｅｎｉｆｏｒｍｉｓ）などのロチレンクルス（Ｒｏｔｙｌｅｎｃｈｕｌｕ
ｓ）属種の線虫；マツノザイセンチュウ（ブルサフェレンクス・キシロフィルス（Ｂｕｒ
ｓａｐｈｅｌｅｎｃｈｕｓ　ｘｙｌｏｐｈｉｌｕｓ））および赤輪病線虫（Ｒｅｄ　Ｒｉ
ｎｇ　Ｎｅｍａｔｏｄｅ）（ブルサフェレンクス・ココフィルス（Ｂｕｒｓａｐｈｅｌｅ
ｎｃｈｕｓ　ｃｏｃｏｐｈｉｌｕｓ））などの樹木で棲息する線虫などに対して有効であ
る。
【００２９】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１を含む商業製品の例は、ＢｉｏＡｃｔ（登録商標）ＷＧおよびＭｅｌｏＣｏｎ　ＷＧで
ある。ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株
２５１の活性は特に、Ａ．　Ｋｈａｎ　ｅｔ　ａｌ．,　ＦＥＭＳ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ
ｏｇｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ,　２２７,　１０７－１１１,　２００３およびＳ．　Ｋｉｅｗ
ｎｉｃｋ　ａｔ　ａｌ．　Ｂｉｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　３８,　１７９－１
８７,　２００６に記載されている。それの単離および特徴的特性が、ＷＯ９１／０２０
５１（参照によって本明細書に組み込まれる。）に開示されている。その株は寄託番号８
９／０３０５５０で１９８９年にオーストラリア政府分析研究所（ＡＧＡＬ）に寄託され
ている。
【００３０】
　本発明のペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ
）株２５１は公知であり、例えばＷＯ９１／０２０５１に記載の当業界で公知の方法を用
いて培養または胞子形成させることができる。胞子の回収は好ましくは、振盪、掻き取り
、洗浄および遠心などの熱を生じない条件下で行う。次に、胞子材料を、風乾、凍結乾燥
または好適な乾燥剤を用いる乾燥などの好適な方法によって乾燥させ、不活性充填剤また
は新たな,増殖材料を加えることで再製剤して、製造物単位量当たりの好適な胞子数を提
供することができる。
【００３１】
　通常、当該株は、担体、好ましくは水溶性糖担体で、１×１０５から約１×１０１０胞
子／ｇ担体、好ましくは５×１０７から約５×１０９胞子／ｇ担体の濃度で製剤する。し
かしながら、約１×１０１０胞子／ｇ、約２×１０１０胞子／ｇ、約５×１０１０胞子／
ｇ、約１×１０１１胞子／ｇまたはさらには約２×１０１１胞子／ｇまたは約３×１０１

１胞子／ｇまでの製剤も得ることができる。担体は、例えば、多糖類またはコーンミール
などの粗植物製造物から選択して、真菌の増殖を助けることができる。同様に、コムギま
たはゴマなどの全種子を用いて真菌を提供することができる。シリカおよびバーミキュラ
イトなどの無機物も加えることができる。ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍ
ｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１は、粉剤として、またはペレット形態で製剤す
ることができる。この場合、担体は好ましくは、施用後のかなりの期間にわたって胞子の
緩やかな放出が得られるように製剤する。ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍ
ｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１の感染性繁殖体を、適宜に好適な殺線虫性担体
とともに懸濁液で、またはそれより好ましさは低いが固体製剤として、好適な賦形剤とと
もに作物に施用することができる。
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【００３２】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１の感染性繁殖体の最終用量は通常、苗床施用の場合および圃場施用の場合は、１×約１
０５から約１×１０７、好ましくは約１×１０５から約１×１０６胞子／ｇ土壌のレベル
である。
【００３３】
　それは、当業界で公知のいずれかの方法を用いて作物に施用することができる。本発明
の組成物を根の環境に施用して、線虫によって生じる根の損傷を低減することが有利な場
合がある。これは、種子を本発明の組成物でコーティングして、根が発生したら、その環
境に真菌が接種させるようにすることで；苗床の状況で苗もしくは種子のトレーの根領域
を浸漬または噴霧することで、または組成物を懸濁液または固体のいずれかで植え付け場
所に施用することで達成することができる。本発明の組成物を、線虫によって冒された植
物根圏の領域に具体的に施用することが特に好ましい。その組成物は、土壌灌水としてま
たは点滴（滴下）またはスプリンクラー（マイクロジェット）灌漑システムによって施用
することができる。野菜および他の移植物は、移植直前に土壌灌水で処理して、圃場での
発育中の根鉢に線虫が進入するのを防ぐことができる。燻蒸していない圃場土壌は、播種
または移植の２週間前に組成物で処理して、初期線虫侵入を減らすべきである。次に、例
えば６週間間隔で施用を繰り返すことができる。
【００３４】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１の胞子は、土壌中で線虫の卵、幼若期および成体と接触すると出芽する。その増殖する
真菌は数日の期間にわたって線虫を巻き込み、それに侵入して、それの身体内容物を消費
することでそれを殺す。
【００３５】
　ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５
１は線虫の偏性寄生生物であり、それは根にコロニー形成せず、根滲出液を餌とする。線
虫がいないと、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎ
ｕｓ）株２５１の胞子は、土壌の種類および温度によって決まる速度で、３から６週間の
期間をかけて土壌中で減少する。
【００３６】
　本発明によれば、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃ
ｉｎｕｓ）株２５１は、個々の株の全ての識別特性を有する突然変異体、および／または
線虫および／または昆虫に対して活性を示す個々の株によって産生される少なくとも一つ
の代謝物を包含するものである。
【００３７】
　トリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ
１
　トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）は、土壌、根圏および葉圏にコロニー形成す
ることができる普遍真菌属である。トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）属種は非常
に多くの場合、朽ちつつある木材および野菜材料で認められる。いくつかのトリコデルマ
（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）株が、工業的酵素の経済的に重要な産生株である。いくつか
のトリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ）株は、多くの植物病原体に対する生物農薬と
してすでに使用されており、かなり多くが圃場および温室作物用の商業的（すなわち、Ｔ
ｒｉｃｈｏｄｅｘ（登録商標）またはＴｒｉａｎｕｍ（登録商標）として知られるトリコ
デルマ・ハルジアヌム（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｈａｒｚｉａｎｕｍ）、ＳｏｉｌＧａ
ｒｄ（登録商標）として知られるトリコデルマ・ビレンス（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｖ
ｉｒｅｎｓ）、およびＥｓｑｕｉｖｅ（登録商標）として知られるトリコデルマ・アトロ
ビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ））生物農薬製品としての使用
に向けて開発されている。
【００３８】
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　トリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ
１（下記において、Ｂ２と称される場合がある）は、灰色カビ菌（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃ
ｉｎｅｒｅａ）およびアルミラリア属種（Ａｒｍｉｌｌａｒｉａ　ｓｐｐ．）によって生
じる病害、ウドンコ病および木材病害（エスカ病）などの植物病原体、特には果実および
根腐れの発達を抑制および予防することが知られている（ＷＯ２００９／１１６１０６；
参照によって本明細書に組み込まれる。）。それは、寄託番号ＣＢＳ番号１２２０８９下
に寄託されている。
【００３９】
　ほとんどのトリコデルマ属種（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ．）のように、トリコ
デルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ１は中温
真菌であり、炭素源および窒素源として広範囲の化合物を利用することができる。従って
、それは長期間にわたり有効なレベルで土壌中に生存する（１年超）。
【００４０】
　しかしながら、培地での真菌増殖は、酵母抽出物、亜硝酸塩、トリプトン、ペプトン、
グルタミンおよびアスパラギンなどのいくつかの窒素源またはマンノース、ガラクトース
、ショ糖、麦芽エキス、セロビオースグルコースおよびトレハロース（ｔｈｒｅａｌｏｓ
ｅ）などのいくつかの炭素源を加えることで、より優れたものとなる。トリコデルマ・ア
トロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ１組成物の調製にお
いては、当業者には公知の方法によって胞子を培養する。例えば、それは、懸濁液中の一
般的な栄養基質上または固体基質上にトリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒ
ｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）ＳＣ１を接種することで、好ましくは少なくとも１０２か
ら１０３分生子／（ｍＬまたはｇ）（活性濃度）、好ましくは約１×１０４から約１×１
０８分生子／（ｍＬまたはｇ）を得ることができ、それを次に、好ましくは有効量のこの
株を少なくとも１０２から１０３分生子／（ｍＬまたはｇ）、好ましくは約１×１０４か
ら１×１０８分生子／（ｍＬまたはｇ）の量で含む組成物で用いる。他の培養法が、ＷＯ
２００９／１１６１０６に開示されている。
【００４１】
　土壌施用の場合、約１×１０２から約１×１０５胞子／（ｍＬまたはｇ）土壌の土壌中
での分生子の最終濃度が想到される。茎葉施用の際には、施用される量は、約１×１０１

１から約１×１０１３胞子／ヘクタール、好ましくは約１×１０１２胞子／ヘクタールの
範囲である。
【００４２】
　植物の治療および／または予防は、液体もしくは半固体培地中または固体基質上で増殖
させたトリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）
ＳＣ１培養物を用い、そしてこの懸濁液を植物の一部に施用することで、またはそのよう
な処置を必要とする植物に非常に近いゾル（ｓｏｌ）上またはその中に豊富化した基質を
施用することで行う。その処理は、農業組成物を、植物に、植物の葉上に、切り取りまた
は剪定時に生じた傷上に、またはゾル（ｓｏｌ）に施用することで行って（ａｆｆｅｃｔ
ｅｄ）、根表面での真菌病の発達を抑制することができる。その処理は、植物の生育期間
中または休眠中に行うことができる。その処理は、１回（すなわち、植え付け時に土壌に
）または必要に応じて繰り返し施用することができる。
【００４３】
　本発明によれば、トリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖ
ｉｒｉｄｅ）ＳＣ１は、個々の株の全ての識別特性を有する突然変異体、および／または
病原性真菌に対して活性を示す個々の株によって産生された少なくとも一つの代謝物を包
含する。
【００４４】
　コニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）株ＣＯ
Ｎ／Ｍ／９１－０８
　天然真菌コニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ
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）は１９４７年に最初に確認され、世界中の土壌で認めることができる。それはスクレオ
チニア・スクレロチオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）、ス
クレオチニア・ミノル（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｍｉｎｏｒ）、他のスクレオチニア（
Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ）属種およびスクレロチウム・セピボルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕ
ｍ　ｃｅｐｉｖｏｒｕｍ）の菌核（越冬または生存構造）を攻撃および破壊する。これら
の病原体は数百種類の植物の広宿主域（多くの野菜および観賞植物など）を有する。それ
らは一般に、コール作物および豆類で白カビ病を生じさせ、トマトおよびコショウ類で認
められる場合がる。さらに、それらはレタスでの落葉およびニンジンでの白カビ病を生じ
させる。通常、これらの菌核は、春および夏に出芽し、多くの作物に感染する胞子を作り
、白カビ病を進行させることができる。菌株コニオチルム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈ
ｙｒｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）株ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（下記において、Ｂ３と称され
る場合がある）は、Ｃｏｎｔａｎｓ（登録商標）として市販されている。
【００４５】
　コニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）株ＣＯ
Ｎ／Ｍ／９１－０８は、ＷＯ９６／２１３５８（参照によって本明細書に組み込まれる）
に記載の方法に従って培養することができる。例えば、この菌株は、穀物の種子、糠、わ
らその他の植物材料など、または菌類学で一般的な寒天培地の助けを得て、ジャガイモブ
ドウ糖寒天もしくは麦芽ペプトン寒天などの好適な基質上で、または培地を加えておいた
好適な支持材料上で、ならびに寒天を加えずに液体栄養培地中で培養することができる。
【００４６】
　通常、当該株は、担体上、好ましくは水溶性糖担体上で、１×１０９から約１×１０１

５胞子／ｇ担体、好ましくは１×１０１０から約１×１０１３胞子／ｇ担体の濃度で製剤
される。最も好ましくは、その濃度は約１×１０８から約１×１０１０胞子／ｇ担体であ
り、例えば約１×１０９胞子／ｇ担体である。特には、水溶性糖はショ糖である。
【００４７】
　本発明によれば、コニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉ
ｔａｎｓ）株ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８は、個々の株の全ての識別特性を有する突然変異体
、および／またはスクレロチニア・スクレロチオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌ
ｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）および／またはスクレロチニア・ミノル（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ
　ｍｉｎｏｒ）および／またはスクレロチニア・セピボルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｃ
ｅｐｉｖｏｒｕｍ）などのスクレロチニア属種（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｐｐ．）に
対する活性を示す個々の株によって産生される少なくとも一つの代謝物を包含するもので
ある。
【００４８】
　本発明の１実施形態によれば、生物農薬は、個々の微生物の単離された純粋な培養物だ
けでなく、全肉汁培養液もしくは代謝物を含有する上清または菌株の全肉汁培養液から得
られた純粋な代謝物も含む。「全肉汁培養液」とは、細胞と培養液の両方を含む液体培地
を指す。「上清」は、肉汁で増殖した細胞を遠心、濾過、沈降または当業界で公知の他の
手段によって除去した場合に残る液体肉汁を指す。
【００４９】
　非病原性微生物によって産生される上記の代謝物には、抗生物質、酵素、シデロホアお
よび成長促進剤などがある。
【００５０】
　本発明によれば、当該生物農薬は、活性状態もしくは休眠状態などのいずれの生理状態
でも利用もしくは使用することが可能である。
【００５１】
　好ましくは、生物農薬は、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌ
ｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５０）、および／またはこの
株の全ての識別特性を有するこの株の突然変異体、および／または線虫、昆虫および／ま
たは植物病原体に対して活性を示すこの株によって産生される少なくとも一つの代謝物で
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ある。特に、本発明による組成物で処理された種子の場合、この菌株、それの突然変異体
および／または上記で定義の代謝物が好ましい。別の好ましい実施形態において、上記で
定義の菌株、それの突然変異体および／または代謝物は、土壌施用または茎葉施用で使用
される。
【００５２】
　殺虫剤
　「殺虫剤」ならびに「殺虫性」という用語は、物質が昆虫の死亡率を高め、成長速度を
阻害する能力を指す。本明細書で使用される場合、「昆虫」という用語は、「昆虫」綱の
全ての生物を含む。「成虫前」昆虫という用語は、成虫段階前の生物形態を指し、例えば
卵、幼虫および若虫である。
【００５３】
　「殺線虫剤」および「殺線虫性」とは、物質が線虫の死亡率を高め、成長速度を阻害す
る能力を指す。概して、「線虫」という用語は、当該生物の卵、幼虫、若虫および成虫形
を含む。
【００５４】
　「殺ダニ剤」および「殺ダニ性」は、蛛形綱ダニ亜綱に属する外寄生生物の死亡率を高
め、成長速度を阻害する物質の能力を指す。
【００５５】
　「一般名」によって本明細書で特定される有効成分は公知であり、例えばＰｅｓｔｉｃ
ｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ（「Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ」、１４版、Ｂｒ
ｉｔｉｓｈ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏｕｎｃｉｌ　２００６）に記載され
ているか、インターネットで検索することができる（例えば、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａ
ｌａｎｗｏｏｄ．ｎｅｔ／ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ）。
【００５６】
　「少なくとも一つ」という用語は、いかなる場合も、代謝物または殺虫剤などの指定さ
れた物質が、本発明による組成物中に存在することを示す。しかしながら、（少なくとも
）２、（少なくとも）３、（少なくとも）４、（少なくとも）５またはさらに多くなどの
複数のそのような物質が、本発明による組成物中に存在しても良い。
【００５７】
　殺虫剤（Ｉ）
　本発明によれば、前記少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）は、アセチルコリンエステラーゼ
（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、ニコチン
性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤、ニコチン性アセチルコ
リン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およびリアノジン受容体調節剤からなる群か
ら選択される。
【００５８】
　好ましくは、アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬は、カーバメート類およ
び有機リン酸化合物からなる群から選択される。やはり好ましくは、ニコチン性アセチル
コリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬は、ネオニコチノイドである。やはり好ましくは、ニ
コチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤はスピノシン類で
ある。やはり好ましくは、リアノジン受容体調節剤はジアミドである。
【００５９】
　好ましい実施形態において、アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬は、カー
バメート類、例えばアラニカルブ（Ｉ１）、アルジカルブ（Ｉ２）、ベンジオカルブ（Ｉ
３）、ベンフラカルブ（Ｉ４）、ブトカルボキシム（Ｉ５）、ブトキシカルボキシム（Ｉ
６）、カルバリル（Ｉ７）、カルボフラン（Ｉ８）、カルボスルファン（Ｉ９）、エチオ
フェンカルブ（Ｉ１０）、フェノブカルブ（Ｉ１１）、ホルメタナート（Ｉ１２）、フラ
チオカルブ（Ｉ１３）、イソプロカルブ（Ｉ１４）、メチオカルブ（Ｉ１５）、メソミル
（Ｉ１６）、メトルカルブ（Ｉ１７）、オキサミル（Ｉ１８）、ピリミカーブ（Ｉ１９）
、プロポキスル（Ｉ２０）、チオジカルブ（Ｉ２１）、チオファノックス（Ｉ２２）、ト
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リアザメート（Ｉ２３）、トリメタカルブ（Ｉ２４）、ＸＭＣ（Ｉ２５）、およびキシリ
ルカルブ（Ｉ２６）；または有機リン酸エステル類、例えばアセフェート（Ｉ２７）、ア
ザメチホス（Ｉ２８）、アジンホスエチル（Ｉ２９）、アジンホス－メチル（Ｉ３０）、
カズサホス（Ｉ３１）、クロルエトキシホス（Ｉ３２）、クロルフェンビンホス（Ｉ３３
）、クロルメホス（Ｉ３４）、クロルピリホス（Ｉ３５）、クロルピリホス－メチル（Ｉ
３６）、クマホス（Ｉ３７）、シアノホス（Ｉ３８）、デメトン－Ｓ－メチル（Ｉ３９）
、ダイアジノン（Ｉ４０）、ジクロルボス／ＤＤＶＰ（Ｉ４１）、ジクロトホス（Ｉ４２
）、ジメトエート（Ｉ４３）、ジメチルビンホス（Ｉ４４）、ジスルホトン（Ｉ４５）、
ＥＰＮ（Ｉ４６）、エチオン（Ｉ４７）、エトプロホス（Ｉ４８）、ファンファー（Ｉ４
９）、フェナミホス（Ｉ５０）、フェニトロチオン（Ｉ５１）、フェンチオン（Ｉ５２）
、ホスチアゼート（Ｉ５３）、ヘプテノホス（Ｉ５４）、イミシアホス（Ｉ５５）、イソ
フェンホス（Ｉ５６）、Ｏ－（メトキシアミノチオホスホルイル）サリチル酸イソプロピ
ル（Ｉ５７）、イソキサチオン（Ｉ５８）、マラチオン（Ｉ５９）、メカルバム（Ｉ６０
）、メタミドホス（Ｉ６１）、メチダチオン（Ｉ６２）、メビンホス（Ｉ６３）、モノク
ロトホス（Ｉ６４）、ナレド（Ｉ６５）、オメトエート（Ｉ６６）、オキシデメトン－メ
チル（Ｉ６７）、パラチオン（Ｉ６８）、パラチオン－メチル（Ｉ６９）、フェントエー
ト（Ｉ７０）、ホラート（Ｉ７１）、ホサロン（Ｉ７２）、ホスメット（Ｉ７３）、ホス
ファミドン（Ｉ７４）、ホキシム（Ｉ７５）、ピリミホス－メチル（Ｉ７６）、プロフェ
ノホス（Ｉ７７）、プロペタンホス（Ｉ７８）、プロチオホス（Ｉ７９）、ピラクロホス
（Ｉ８０）、ピリダフェンチオン（Ｉ８１）、キナルホス（Ｉ８２）、スルホテップ（Ｉ
８３）、テブピリムホス（Ｉ８４）、テメホス（Ｉ８５）、テルブホス（Ｉ８６）、テト
ラクロルビンホス（Ｉ８７）、チオメトン（Ｉ８８）、トリアゾホス（Ｉ８９）、トリク
ロルホン（Ｉ９０）およびバミドチオン（Ｉ９１）からなる群から選択される。
【００６０】
　別の好ましい実施形態において、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動
薬は、アセタミプリド（Ｉ１４１）、クロチアニジン（Ｉ１４２）、ジノテフラン（Ｉ１
４３）、イミダクロプリド（Ｉ１４４）、ニテンピラム（Ｉ１４５）、チアクロプリド（
Ｉ１４６）およびチアメトキサム（Ｉ１４７）；またはニコチン（Ｉ１４８）；またはス
ルホクサフロール（Ｉ１４９）からなる群から選択される。
【００６１】
　別の好ましい実施形態において、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロ
ステリック活性化剤は、スピネトラム（Ｉ１５０）およびスピノサド（Ｉ１５１）からな
る群から選択される。
【００６２】
　やはり別の好ましい実施形態において、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ
）チャンネル遮断薬は、ベンスルタップ（Ｉ１８７）、カルタップ塩酸塩（Ｉ１８８）、
チオシクラム（Ｉ１８９）、およびチオスルタップ－ナトリウム（Ｉ１９０）からなる群
から選択される。
【００６３】
　やはり別の好ましい実施形態において、リアノジン受容体調節剤は、クロラントラニリ
プロール（Ｉ２３１）、シアントラニリプロール（Ｉ２３２）およびフルベンジアミド（
Ｉ２３３）からなる群から選択される。
【００６４】
　好ましい実施形態において、殺虫剤（Ｉ）は、カルボフラン（Ｉ８）、メチオカルブ（
Ｉ１５）、チオジカルブ（Ｉ２１）、アセフェート（Ｉ２７）、クロルピリホス（Ｉ３５
）、プロフェノホス（Ｉ７７）、アセタミプリド（Ｉ１４１）、クロチアニジン（Ｉ１４
２）、ジノテフラン（Ｉ１４３）、イミダクロプリド（Ｉ１４４）、チアクロプリド（Ｉ
１４６）、チアメトキサム（Ｉ１４７）、スルホクサフロール（Ｉ１４９）、スピネトラ
ム（Ｉ１５０）、スピノサド（Ｉ１５１）、クロラントラニリプロール（Ｉ２３１）、シ
アントラニリプロール（Ｉ２３２）、およびフルベンジアミド（Ｉ２３３）からなる群か
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ら選択される。
【００６５】
　本発明の１実施形態において、殺虫剤（Ｉ）、例えば種子処理で使用される殺虫剤（Ｉ
）は、カルボフラン（Ｉ８）、メチオカルブ（Ｉ１５）、チオジカルブ（Ｉ２１）、クロ
チアニジン（Ｉ１４２）、イミダクロプリド（Ｉ１４４）、チアメトキサム（Ｉ１４７）
、スルホクサフロール（Ｉ１４９）およびスピノサド（Ｉ１５１）からなる群から選択さ
れる。
【００６６】
　本発明の１実施形態において、殺虫剤（Ｉ）、例えば種子処理、茎葉施用または土壌施
用で使用される殺虫剤（Ｉ）は、シアントラニリプロール（Ｉ２３２）、クロラントラニ
リプロール（Ｉ２３１）、メチオカルブ（Ｉ１５）、スピネトラム（Ｉ１５０）、スピノ
サド（Ｉ１５１）、チオジカルブ（Ｉ２１）、クロチアニジン（Ｉ１４２）、チアクロプ
リド（Ｉ１４６）およびチアメトキサム（Ｉ１４７）からなる群から選択される。
【００６７】
　本発明による組成物
　本発明によれば、当該組成物は、相乗的に有効量で、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａ
ｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌａｃｉｎｕｓ）株２５１（ＡＧＡＬ番号８９／０３０５５
０）、トリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）
ＳＣ１（ＣＢＳ番号１２２０８９）、およびコニオチリウム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔ
ｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０８（ＤＳＭ９６６０）および／
または個々の株の全ての識別特性を有するこれら株の突然変異体、および／または線虫、
昆虫および／または植物病原体に対して活性を示す個々の株によって産生される少なくと
も一つの代謝物からなる群から選択される少なくとも一つの生物農薬、およびアセチルコ
リンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）
作動薬、ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤、ニコ
チン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬およびリアノジン受容体調
節剤からなる群から選択される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）を含む。
【００６８】
　本発明による「相乗的に有効量」は、生物農薬または殺虫剤のみの場合と比較して、昆
虫、ダニ、線虫および／または植物病原体に対して統計的に有意に有効性が高い生物農薬
と殺虫剤の組み合わせの量を表す。
【００６９】
　好ましい実施形態において、本発明による組成物は、次の組み合わせを含む。
【００７０】
　Ｂ１＋Ｉ１、Ｂ１＋Ｉ２、Ｂ１＋Ｉ３、Ｂ１＋Ｉ４、Ｂ１＋Ｉ５、Ｂ１＋Ｉ６、Ｂ１＋
Ｉ７、Ｂ１＋Ｉ８、Ｂ１＋Ｉ９、Ｂ１＋Ｂ１０、Ｂ１＋Ｉ１１、Ｂ１＋Ｉ１２、Ｂ１＋Ｉ
１３、Ｂ１＋Ｉ１４、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ１６、Ｂ１＋Ｉ１７、Ｂ１＋Ｉ１８、Ｂ１
＋Ｉ１９、Ｂ１＋Ｉ２０、Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ２２、Ｂ１＋Ｉ２３、Ｂ１＋Ｉ２４、
Ｂ１＋Ｉ２５、Ｂ１＋Ｉ２６、Ｂ１＋Ｉ２７、Ｂ１＋Ｉ２８、Ｂ１＋Ｉ２９、Ｂ１＋Ｉ３
０、Ｂ１＋Ｉ３１、Ｂ１＋Ｉ３２、Ｂ１＋Ｉ３３、Ｂ１＋Ｉ３４、Ｂ１＋Ｉ３５、Ｂ１＋
Ｉ３６、Ｂ１＋Ｉ３７、Ｂ１＋Ｉ３８、Ｂ１＋Ｉ３９、Ｂ１＋Ｉ４０、Ｂ１＋Ｉ４１、Ｂ
１＋Ｉ４２、Ｂ１＋Ｉ４３、Ｂ１＋Ｉ４４、Ｂ１＋Ｉ４５、Ｂ１＋Ｉ４６、Ｂ１＋Ｉ４７
、Ｂ１＋Ｉ４８、Ｂ１＋Ｉ４９、Ｂ１＋Ｉ５０、Ｂ１＋Ｉ５１、Ｂ１＋Ｉ５２、Ｂ１＋Ｉ
５３、Ｂ１＋Ｉ５４、Ｂ１＋Ｉ５５、Ｂ１＋Ｉ５６、Ｂ１＋Ｉ５７、Ｂ１＋Ｉ５８、Ｂ１
＋Ｉ５９、Ｂ１＋Ｉ６０、Ｂ１＋Ｉ６１、Ｂ１＋Ｉ６２、Ｂ１＋Ｉ６３、Ｂ１＋Ｉ６４、
Ｂ１＋Ｉ６５、Ｂ１＋Ｉ６６、Ｂ１＋Ｉ６７、Ｂ１＋Ｉ６８、Ｂ１＋Ｉ６９、Ｂ１＋Ｉ７
０、Ｂ１＋Ｉ７１、Ｂ１＋Ｉ７２、Ｂ１＋Ｉ７３、Ｂ１＋Ｉ７４、Ｂ１＋Ｉ７５、Ｂ１＋
Ｉ７６、Ｂ１＋Ｉ７７、Ｂ１＋Ｉ７８、Ｂ１＋Ｉ７９、Ｂ１＋Ｉ８０、Ｂ１＋Ｉ８１、Ｂ
１＋Ｉ８２、Ｂ１＋Ｉ８３、Ｂ１＋Ｉ８４、Ｂ１＋Ｉ８５、Ｂ１＋Ｉ８６、Ｂ１＋Ｉ８７
、Ｂ１＋Ｉ８８、Ｂ１＋Ｉ８９、Ｂ１＋Ｉ９０、Ｂ１＋Ｉ９１、Ｂ１＋Ｉ１４１、Ｂ１＋
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Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｉ１４３、Ｂ１＋Ｉ１４４、Ｂ１＋Ｉ１４５、Ｂ１＋Ｉ１４６、Ｂ１＋
Ｉ１４７、Ｂ１＋Ｉ１４８、Ｂ１＋Ｉ１４９、Ｂ１＋Ｉ１５０、Ｂ１＋Ｉ１５１、Ｂ１＋
Ｉ１８７、Ｂ１＋Ｉ１８８、Ｂ１＋Ｉ１８９、Ｂ１＋Ｉ１９０、Ｂ１＋Ｉ２３１、Ｂ１＋
Ｉ２３２、Ｂ１＋Ｉ２３３；
　Ｂ２＋Ｉ１、Ｂ２＋Ｉ２、Ｂ２＋Ｉ３、Ｂ２＋Ｉ４、Ｂ２＋Ｉ５、Ｂ２＋Ｉ６、Ｂ２＋
Ｉ７、Ｂ２＋Ｉ８、Ｂ２＋Ｉ９、Ｂ２＋Ｂ２０、Ｂ２＋Ｉ１１、Ｂ２＋Ｉ１２、Ｂ２＋Ｉ
１３、Ｂ２＋Ｉ１４、Ｂ２＋Ｉ１５、Ｂ２＋Ｉ１６、Ｂ２＋Ｉ１７、Ｂ２＋Ｉ１８、Ｂ２
＋Ｉ１９、Ｂ２＋Ｉ２０、Ｂ２＋Ｉ２１、Ｂ２＋Ｉ２２、Ｂ２＋Ｉ２３、Ｂ２＋Ｉ２４、
Ｂ２＋Ｉ２５、Ｂ２＋Ｉ２６、Ｂ２＋Ｉ２７、Ｂ２＋Ｉ２８、Ｂ２＋Ｉ２９、Ｂ２＋Ｉ３
０、Ｂ２＋Ｉ３１、Ｂ２＋Ｉ３２、Ｂ２＋Ｉ３３、Ｂ２＋Ｉ３４、Ｂ２＋Ｉ３５、Ｂ２＋
Ｉ３６、Ｂ２＋Ｉ３７、Ｂ２＋Ｉ３８、Ｂ２＋Ｉ３９、Ｂ２＋Ｉ４０、Ｂ２＋Ｉ４１、Ｂ
２＋Ｉ４２、Ｂ２＋Ｉ４３、Ｂ２＋Ｉ４４、Ｂ２＋Ｉ４５、Ｂ２＋Ｉ４６、Ｂ２＋Ｉ４７
、Ｂ２＋Ｉ４８、Ｂ２＋Ｉ４９、Ｂ２＋Ｉ５０、Ｂ２＋Ｉ５１、Ｂ２＋Ｉ５２、Ｂ２＋Ｉ
５３、Ｂ２＋Ｉ５４、Ｂ２＋Ｉ５５、Ｂ２＋Ｉ５６、Ｂ２＋Ｉ５７、Ｂ２＋Ｉ５８、Ｂ２
＋Ｉ５９、Ｂ２＋Ｉ６０、Ｂ２＋Ｉ６１、Ｂ２＋Ｉ６２、Ｂ２＋Ｉ６３、Ｂ２＋Ｉ６４、
Ｂ２＋Ｉ６５、Ｂ２＋Ｉ６６、Ｂ２＋Ｉ６７、Ｂ２＋Ｉ６８、Ｂ２＋Ｉ６９、Ｂ２＋Ｉ７
０、Ｂ２＋Ｉ７１、Ｂ２＋Ｉ７２、Ｂ２＋Ｉ７３、Ｂ２＋Ｉ７４、Ｂ２＋Ｉ７５、Ｂ２＋
Ｉ７６、Ｂ２＋Ｉ７７、Ｂ２＋Ｉ７８、Ｂ２＋Ｉ７９、Ｂ２＋Ｉ８０、Ｂ２＋Ｉ８１、Ｂ
２＋Ｉ８２、Ｂ２＋Ｉ８３、Ｂ２＋Ｉ８４、Ｂ２＋Ｉ８５、Ｂ２＋Ｉ８６、Ｂ２＋Ｉ８７
、Ｂ２＋Ｉ８８、Ｂ２＋Ｉ８９、Ｂ２＋Ｉ９０、Ｂ２＋Ｉ９１、Ｂ２＋Ｉ１４１、Ｂ２＋
Ｉ１４２、Ｂ２＋Ｉ１４３、Ｂ２＋Ｉ１４４、Ｂ２＋Ｉ１４５、Ｂ２＋Ｉ１４６、Ｂ２＋
Ｉ１４７、Ｂ２＋Ｉ１４８、Ｂ２＋Ｉ１４９、Ｂ２＋Ｉ１５０、Ｂ２＋Ｉ１５１、Ｂ２＋
Ｉ１８７、Ｂ２＋Ｉ１８８、Ｂ２＋Ｉ１８９、Ｂ２＋Ｉ１９０、Ｂ２＋Ｉ２３１、Ｂ２＋
Ｉ２３２、Ｂ２＋Ｉ２３３；
　Ｂ３＋Ｉ１、Ｂ３＋Ｉ２、Ｂ３＋Ｉ３、Ｂ３＋Ｉ４、Ｂ３＋Ｉ５、Ｂ３＋Ｉ６、Ｂ３＋
Ｉ７、Ｂ３＋Ｉ８、Ｂ３＋Ｉ９、Ｂ３＋Ｂ３０、Ｂ３＋Ｉ１１、Ｂ３＋Ｉ１２、Ｂ３＋Ｉ
１３、Ｂ３＋Ｉ１４、Ｂ３＋Ｉ１５、Ｂ３＋Ｉ１６、Ｂ３＋Ｉ１７、Ｂ３＋Ｉ１８、Ｂ３
＋Ｉ１９、Ｂ３＋Ｉ２０、Ｂ３＋Ｉ２１、Ｂ３＋Ｉ２２、Ｂ３＋Ｉ２３、Ｂ３＋Ｉ２４、
Ｂ３＋Ｉ２５、Ｂ３＋Ｉ２６、Ｂ３＋Ｉ２７、Ｂ３＋Ｉ２８、Ｂ３＋Ｉ２９、Ｂ３＋Ｉ３
０、Ｂ３＋Ｉ３１、Ｂ３＋Ｉ３２、Ｂ３＋Ｉ３３、Ｂ３＋Ｉ３４、Ｂ３＋Ｉ３５、Ｂ３＋
Ｉ３６、Ｂ３＋Ｉ３７、Ｂ３＋Ｉ３８、Ｂ３＋Ｉ３９、Ｂ３＋Ｉ４０、Ｂ３＋Ｉ４１、Ｂ
３＋Ｉ４２、Ｂ３＋Ｉ４３、Ｂ３＋Ｉ４４、Ｂ３＋Ｉ４５、Ｂ３＋Ｉ４６、Ｂ３＋Ｉ４７
、Ｂ３＋Ｉ４８、Ｂ３＋Ｉ４９、Ｂ３＋Ｉ５０、Ｂ３＋Ｉ５１、Ｂ３＋Ｉ５２、Ｂ３＋Ｉ
５３、Ｂ３＋Ｉ５４、Ｂ３＋Ｉ５５、Ｂ３＋Ｉ５６、Ｂ３＋Ｉ５７、Ｂ３＋Ｉ５８、Ｂ３
＋Ｉ５９、Ｂ３＋Ｉ６０、Ｂ３＋Ｉ６１、Ｂ３＋Ｉ６２、Ｂ３＋Ｉ６３、Ｂ３＋Ｉ６４、
Ｂ３＋Ｉ６５、Ｂ３＋Ｉ６６、Ｂ３＋Ｉ６７、Ｂ３＋Ｉ６８、Ｂ３＋Ｉ６９、Ｂ３＋Ｉ７
０、Ｂ３＋Ｉ７１、Ｂ３＋Ｉ７２、Ｂ３＋Ｉ７３、Ｂ３＋Ｉ７４、Ｂ３＋Ｉ７５、Ｂ３＋
Ｉ７６、Ｂ３＋Ｉ７７、Ｂ３＋Ｉ７８、Ｂ３＋Ｉ７９、Ｂ３＋Ｉ８０、Ｂ３＋Ｉ８１、Ｂ
３＋Ｉ８２、Ｂ３＋Ｉ８３、Ｂ３＋Ｉ８４、Ｂ３＋Ｉ８５、Ｂ３＋Ｉ８６、Ｂ３＋Ｉ８７
、Ｂ３＋Ｉ８８、Ｂ３＋Ｉ８９、Ｂ３＋Ｉ９０、Ｂ３＋Ｉ９１、Ｂ３＋Ｉ１４１、Ｂ３＋
Ｉ１４２、Ｂ３＋Ｉ１４３、Ｂ３＋Ｉ１４４、Ｂ３＋Ｉ１４５、Ｂ３＋Ｉ１４６、Ｂ３＋
Ｉ１４７、Ｂ３＋Ｉ１４８、Ｂ３＋Ｉ１４９、Ｂ３＋Ｉ１５０、Ｂ３＋Ｉ１５１、Ｂ３＋
Ｉ１８７、Ｂ３＋Ｉ１８８、Ｂ３＋Ｉ１８９、Ｂ３＋Ｉ１９０、Ｂ３＋Ｉ２３１、Ｂ３＋
Ｉ２３２、Ｂ３＋Ｉ２３３。
【００７１】
　別の好ましい実施形態において、本発明による組成物は、次の組み合わせを含む。
【００７２】
　Ｂ１＋Ｉ１、Ｂ１＋Ｉ２、Ｂ１＋Ｉ３、Ｂ１＋Ｉ４、Ｂ１＋Ｉ５、Ｂ１＋Ｉ６、Ｂ１＋
Ｉ７、Ｂ１＋Ｉ８、Ｂ１＋Ｉ９、Ｂ１＋Ｂ１０、Ｂ１＋Ｉ１１、Ｂ１＋Ｉ１２、Ｂ１＋Ｉ
１３、Ｂ１＋Ｉ１４、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ１６、Ｂ１＋Ｉ１７、Ｂ１＋Ｉ１８、Ｂ１
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＋Ｉ１９、Ｂ１＋Ｉ２０、Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ２２、Ｂ１＋Ｉ２３、Ｂ１＋Ｉ２４、
Ｂ１＋Ｉ２５、Ｂ１＋Ｉ２６、Ｂ１＋Ｉ２７、Ｂ１＋Ｉ２８、Ｂ１＋Ｉ２９、Ｂ１＋Ｉ３
０、Ｂ１＋Ｉ３１、Ｂ１＋Ｉ３２、Ｂ１＋Ｉ３３、Ｂ１＋Ｉ３４、Ｂ１＋Ｉ３５、Ｂ１＋
Ｉ３６、Ｂ１＋Ｉ３７、Ｂ１＋Ｉ３８、Ｂ１＋Ｉ３９、Ｂ１＋Ｉ４０、Ｂ１＋Ｉ４１、Ｂ
１＋Ｉ４２、Ｂ１＋Ｉ４３、Ｂ１＋Ｉ４４、Ｂ１＋Ｉ４５、Ｂ１＋Ｉ４６、Ｂ１＋Ｉ４７
、Ｂ１＋Ｉ４８、Ｂ１＋Ｉ４９、Ｂ１＋Ｉ５０、Ｂ１＋Ｉ５１、Ｂ１＋Ｉ５２、Ｂ１＋Ｉ
５３、Ｂ１＋Ｉ５４、Ｂ１＋Ｉ５５、Ｂ１＋Ｉ５６、Ｂ１＋Ｉ５７、Ｂ１＋Ｉ５８、Ｂ１
＋Ｉ５９、Ｂ１＋Ｉ６０、Ｂ１＋Ｉ６１、Ｂ１＋Ｉ６２、Ｂ１＋Ｉ６３、Ｂ１＋Ｉ６４、
Ｂ１＋Ｉ６５、Ｂ１＋Ｉ６６、Ｂ１＋Ｉ６７、Ｂ１＋Ｉ６８、Ｂ１＋Ｉ６９、Ｂ１＋Ｉ７
０、Ｂ１＋Ｉ７１、Ｂ１＋Ｉ７２、Ｂ１＋Ｉ７３、Ｂ１＋Ｉ７４、Ｂ１＋Ｉ７５、Ｂ１＋
Ｉ７６、Ｂ１＋Ｉ７７、Ｂ１＋Ｉ７８、Ｂ１＋Ｉ７９、Ｂ１＋Ｉ８０、Ｂ１＋Ｉ８１、Ｂ
１＋Ｉ８２、Ｂ１＋Ｉ８３、Ｂ１＋Ｉ８４、Ｂ１＋Ｉ８５、Ｂ１＋Ｉ８６、Ｂ１＋Ｉ８７
、Ｂ１＋Ｉ８８、Ｂ１＋Ｉ８９、Ｂ１＋Ｉ９０、Ｂ１＋Ｉ９１、Ｂ１＋Ｉ１４１、Ｂ１＋
Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｉ１４３、Ｂ１＋Ｉ１４４、Ｂ１＋Ｉ１４５、Ｂ１＋Ｉ１４６、Ｂ１＋
Ｉ１４７、Ｂ１＋Ｉ１４８、Ｂ１＋Ｉ１４９、Ｂ１＋Ｉ１５０、Ｂ１＋Ｉ１５１、Ｂ１＋
Ｉ１８７、Ｂ１＋Ｉ１８８、Ｂ１＋Ｉ１８９、Ｂ１＋Ｉ１９０、Ｂ１＋Ｉ２３１、Ｂ１＋
Ｉ２３２、Ｂ１＋Ｉ２３３。
【００７３】
　非常に好ましい実施形態において、本発明は、次の組み合わせを含む組成物に関するも
のである。
【００７４】
　Ｂ１＋Ｉ８、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ２７、Ｂ１＋Ｉ３５、Ｂ１＋Ｉ７
７、Ｂ１＋Ｉ１４１、Ｂ１＋Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｉ１４３、Ｂ１＋Ｉ１４４、Ｂ１＋Ｉ１４
６、Ｂ１＋Ｉ１４７、Ｂ１＋Ｉ１４９、Ｂ１＋Ｉ１５０、Ｂ１＋Ｉ１５１、Ｂ１＋Ｉ２３
１、Ｂ１＋Ｉ２３２、Ｂ１＋Ｉ２３３；
　Ｂ２＋Ｉ８、Ｂ２＋Ｉ１５、Ｂ２＋Ｉ２１、Ｂ２＋Ｉ２７、Ｂ２＋Ｉ３５、Ｂ２＋Ｉ７
７、Ｂ２＋Ｉ１４１、Ｂ２＋Ｉ１４２、Ｂ２＋Ｉ１４３、Ｂ２＋Ｉ１４４、Ｂ２＋Ｉ１４
６、Ｂ２＋Ｉ１４７、Ｂ２＋Ｉ１４９、Ｂ２＋Ｉ１５０、Ｂ２＋Ｉ１５１、Ｂ２＋Ｉ２３
１、Ｂ２＋Ｉ２３２、Ｂ２＋Ｉ２３３；
Ｂ３＋Ｉ８、Ｂ３＋Ｉ１５、Ｂ３＋Ｉ２１、Ｂ３＋Ｉ２７、Ｂ３＋Ｉ３５、Ｂ３＋Ｉ７７
、Ｂ３＋Ｉ１４１、Ｂ３＋Ｉ１４２、Ｂ３＋Ｉ１４３、Ｂ３＋Ｉ１４４、Ｂ３＋Ｉ１４６
、Ｂ３＋Ｉ１４７、Ｂ３＋Ｉ１４９、Ｂ３＋Ｉ１５０、Ｂ３＋Ｉ１５１、Ｂ３＋Ｉ２３１
、Ｂ３＋Ｉ２３２、Ｂ３＋Ｉ２３３。
【００７５】
　別の非常に好ましい実施形態において、本発明は、次の組み合わせを含む組成物に関す
るものである。
【００７６】
　Ｂ１＋Ｉ８、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ２７、Ｂ１＋Ｉ３５、Ｂ１＋Ｉ７
７、Ｂ１＋Ｉ１４１、Ｂ１＋Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｉ１４３、Ｂ１＋Ｉ１４４、Ｂ１＋Ｉ１４
６、Ｂ１＋Ｉ１４７、Ｂ１＋Ｉ１４９、Ｂ１＋Ｉ１５０、Ｂ１＋Ｉ１５１、Ｂ１＋Ｉ２３
１、Ｂ１＋Ｉ２３２、Ｂ１＋Ｉ２３３。
【００７７】
　本発明の１実施形態において、種子処理で用いられる組成物は、次の組み合わせを含む
。
【００７８】
　Ｂ１＋Ｉ８、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｂ１４４、Ｂ１＋
Ｉ１４７、Ｂ１＋Ｉ１４９、Ｂ１＋Ｉ１５１。
【００７９】
　別の実施形態において、茎葉施用または土壌施用で用いられる組成物は、次の組み合わ
せを含む。
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【００８０】
　Ｂ１＋Ｉ２３２、Ｂ１＋Ｉ２３１、Ｂ１＋Ｉ１５、Ｂ１＋Ｉ１５０、Ｂ１＋Ｉ１５１、
Ｂ１＋Ｉ２１、Ｂ１＋Ｉ１４２、Ｂ１＋Ｉ１４６およびＢ１＋Ｉ１４７；
　Ｂ３＋ＩＩ２３２、Ｂ３＋Ｉ２３１、Ｂ３＋Ｉ１５０、Ｂ３＋Ｉ２１およびＢ３＋Ｉ１
４６。
【００８１】
　好ましい実施形態において、本発明による組成物はさらに、少なくとも一つの別の殺虫
剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤を含み、ただし殺虫剤（ＩＩ）は殺虫
剤（Ｉ）と同一ではなく、生物農薬は殺菌剤と同一ではない。．
　殺虫剤（ＩＩ）
　殺虫剤（ＩＩ）は殺虫剤（Ｉ）とは異なる。本発明の好ましい実施形態において、殺虫
剤（ＩＩ）は合成殺虫剤である。本明細書で使用される場合、「合成」という用語は、生
物農薬から得られたものではない化合物を定義するものである。特に、合成殺虫剤または
殺菌剤は、本発明による生物農薬の代謝物ではない。
【００８２】
　本発明の１実施形態によれば、好ましい殺虫剤は、
　（１）アセチルコリンエステラーゼ（ＡＣｈＥ）阻害剤、例えば
　カルバメート類、例えば、アラニカルブ（Ｉ１）、アルジカルブ（Ｉ２）、ベンジオカ
ルブ（Ｉ３）、ベンフラカルブ（Ｉ４）、ブトカルボキシム（Ｉ５）、ブトキシカルボキ
シム（Ｉ６）、カルバリル（Ｉ７）、カルボフラン（Ｉ８）、カルボスルファン（Ｉ９）
、エチオフェンカルブ（Ｉ１０）、フェノブカルブ（Ｉ１１）、ホルメタナート（Ｉ１２
）、フラチオカルブ（Ｉ１３）、イソプロカルブ（Ｉ１４）、メチオカルブ（Ｉ１５）、
メソミル（Ｉ１６）、メトルカルブ（Ｉ１７）、オキサミル（Ｉ１８）、ピリミカーブ（
Ｉ１９）、プロポキスル（Ｉ２０）、チオジカルブ（Ｉ２１）、チオファノックス（Ｉ２
２）、トリアザメート（Ｉ２３）、トリメタカルブ（Ｉ２４）、ＸＭＣ（Ｉ２５）、およ
びキシリルカルブ（Ｉ２６）；または
　有機リン酸エステル類、例えばアセフェート（Ｉ２７）、アザメチホス（Ｉ２８）、ア
ジンホスエチル（Ｉ２９）、アジンホスメチル（Ｉ３０）、カズサホス（Ｉ３１）、クロ
ルエトキシホス（Ｉ３２）、クロルフェンビンホス（Ｉ３３）、クロルメホス（Ｉ３４）
、クロルピリホス（Ｉ３５）、クロルピリホス－メチル（Ｉ３６）、クマホス（Ｉ３７）
、シアノホス（Ｉ３８）、デメトン－Ｓ－メチル（Ｉ３９）、ダイアジノン（Ｉ４０）、
ジクロルボス／ＤＤＶＰ（Ｉ４１）、ジクロトホス（Ｉ４２）、ジメトエート（Ｉ４３）
、ジメチルビンホス（Ｉ４４）、ジスルホトン（Ｉ４５）、ＥＰＮ（Ｉ４６）、エチオン
（Ｉ４７）、エトプロホス（Ｉ４８）、ファンファー（Ｉ４９）、フェナミホス（Ｉ５０
）、フェニトロチオン（Ｉ５１）、フェンチオン（Ｉ５２）、ホスチアゼート（Ｉ５３）
、ヘプテノホス（Ｉ５４）、イミシアホス（Ｉ５５）、イソフェンホス（Ｉ５６）、Ｏ－
（メトキシアミノチオホスホルイル）サリチル酸イソプロピル（Ｉ５７）、イソキサチオ
ン（Ｉ５８）、マラチオン（Ｉ５９）、メカルバム（Ｉ６０）、メタミドホス（Ｉ６１）
、メチダチオン（Ｉ６２）、メビンホス（Ｉ６３）、モノクロトホス（Ｉ６４）、ナレド
（Ｉ６５）、オメトエート（Ｉ６６）、オキシデメトンメチル（Ｉ６７）、パラチオン（
Ｉ６８）、パラチオンメチル（Ｉ６９）、フェントエート（Ｉ７０）、ホラート（Ｉ７１
）、ホサロン（Ｉ７２）、ホスメット（Ｉ７３）、ホスファミドン（Ｉ７４）、ホキシム
（Ｉ７５）、ピリミホス－メチル（Ｉ７６）、プロフェノホス（Ｉ７７）、プロペタンホ
ス（Ｉ７８）、プロチオホス（Ｉ７９）、ピラクロホス（Ｉ８０）、ピリダフェンチオン
（Ｉ８１）、キナルホス（Ｉ８２）、スルホテップ（Ｉ８３）、テブピリムホス（Ｉ８４
）、テメホス（Ｉ８５）、テルブホス（Ｉ８６）、テトラクロルビンホス（Ｉ８７）、チ
オメトン（Ｉ８８）、トリアゾホス（Ｉ８９）、トリクロルホン（Ｉ９０）およびバミド
チオン（Ｉ９１）；
　（２）ＧＡＢＡ－依存性塩素イオンチャンネル拮抗薬、例えば
　シクロジエン有機系塩素化合物、例えばクロルデン（Ｉ９２）およびエンドスルファン
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（Ｉ９３）；または
　フェニルピラゾール類（フィプロール類）、例えばエチプロール（Ｉ９４）およびフィ
プロニル（Ｉ９５）；
　（３）ナトリウムチャネル調節剤／電位依存性ナトリウムチャンネル遮断薬、例えばピ
レスロイド類、例えばアクリナトリン（Ｉ９６）、アレトリン（Ｉ９７）、ｄ－シス－ト
ランスアレトリン（Ｉ９８）、ｄ－トランスアレトリン（Ｉ９９）、ビフェントリン（Ｉ
１００）、ビオアレトリン（Ｉ１０１）、ビオアレトリンＳ－シクロペンテニル異性体（
Ｉ１０２）、ビオレスメトリン（Ｉ１０３）、シクロプロトリン（Ｉ１０４）、シフルト
リン（Ｉ１０５）、β－シフルトリン（Ｉ１０６）、シハロトリン（Ｉ１０７）、λ－シ
ハロトリン（Ｉ１０８）、γ－シハロトリン（Ｉ１０９）、シペルメトリン（Ｉ１１０）
、α－シペルメトリン（Ｉ１１１）、β－シペルメトリン（Ｉ１１２）、θ－シペルメト
リン（Ｉ１１３）、ζ－シペルメトリン（Ｉ１１４）、シフェノトリン［（１Ｒ）－トラ
ンス異性体］（Ｉ１１５）、デルタメトリン（Ｉ１１６）、エンペントリン［（ＥＺ）－
（１Ｒ）異性体）（Ｉ１１７）、エスフェンバレレート（Ｉ１１８）、エトフェンプロッ
クス（Ｉ１１９）、フェンプロパトリン（Ｉ１２０）、フェンバレレート（Ｉ１２１）、
フルシトリネート（Ｉ１２２）、フルメトリン（Ｉ１２３）、τ－フルバリネート（Ｉ１
２４）、ハルフェンプロックス（Ｉ１２５）、イミプロトリン（Ｉ１２６）、カデトリン
（Ｉ１２７）、ペルメトリン（Ｉ１２８）、フェノトリン［（１Ｒ）－トランス異性体］
（Ｉ１２９）、プラレトリン（Ｉ１３０）、ピレトリン（除虫菊）（Ｉ１３１）、レスメ
トリン（Ｉ１３２）、シラフルオフェン（Ｉ１３３）、テフルトリン（Ｉ１３４）、テト
ラメトリン（Ｉ１３５）、テトラメトリン［（１Ｒ）異性体］（Ｉ１３６）、トラロメト
リン（Ｉ１３７）およびトランスフルトリン（Ｉ１３８）；またはＤＤＴ（Ｉ１３９）；
またはメトキシクロル（Ｉ１４０）；
　（４）ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）作動薬、例えば
　ネオニコチノイド類、例えばアセタミプリド（Ｉ１４１）、クロチアニジン（Ｉ１４２
）、ジノテフラン（Ｉ１４３）、イミダクロプリド（Ｉ１４４）、ニテンピラム（Ｉ１４
５）、チアクロプリド（Ｉ１４６）およびチアメトキサム（Ｉ１４７）；またはニコチン
（Ｉ１４８）；またはスルホクサフロール（Ｉ１４９）；
　（５）ニコチン性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）アロステリック活性化剤、例え
ば、スピノシン類、例えばスピネトラム（Ｉ１５０）およびスピノサド（Ｉ１５１）；
　（６）塩素イオンチャンネル活性化剤、例えばアベルメクチン類／ミルベマイシン類、
例えばアバメクチン（Ｉ１５２）、エマメクチンベンゾエート（Ｉ１５３）、レピメクチ
ン（Ｉ１５４）、およびミルベメクチン（Ｉ１５５）；
　（７）幼若ホルモン模倣剤、例えば幼若ホルモン類似体、例えば、ハイドロプレン（Ｉ
１５６）、キノプレン（Ｉ１５７）、およびメトプレン（Ｉ１５８）；またはフェノキシ
カルブ（Ｉ１５９）；またはピリプロキシフェン（Ｉ１６０）；
　（８）種々の非特異的（多部位）阻害薬、例えばハロゲン化アルキル、例えば臭化メチ
ル（Ｉ１６１）および他のハロゲン化アルキル；またはクロロピクリン（Ｉ１６２）；ま
たはフッ化スルフリル（Ｉ１６３）；またはホウ砂（Ｉ１６４）；または吐酒石（Ｉ１６
５）；
　（９）選択的同翅類摂食阻害薬、例えばピメトロジン（Ｉ１６６）；またはフロニカミ
ド（Ｉ１６７）；
　（１０）ダニ成長阻害薬、例えばクロフェンテジン（Ｉ１６８）、ヘキシチアゾクス（
Ｉ１６９）およびジフロビダジン（Ｉ１７０）；またはエトキサゾール（Ｉ１７１）；
　（１１）昆虫の中腸膜の微生物攪乱物質、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（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉ
ｅｓ　ｉｓｒａｅｌｅｎｓｉｓ）（Ｉ１７２）、バチルス・チューリンゲンシス亜種アイ
ザワイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ａｉ
ｚａｗａｉ）（Ｉ１７３）、バチルス・チューリンゲンシス亜種クルスタキ（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ｋｕｒｓｔａｋｉ）（Ｉ
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１７４）、バチルス・チューリンゲンシス亜種テネブリオニス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈ
ｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐｅｃｉｅｓ　ｔｅｎｅｂｒｉｏｎｉｓ）（Ｉ１７５
）、およびＢ．ｔ．作物タンパク質：Ｃｒｙ１Ａｂ、Ｃｒｙ１Ａｃ、Ｃｒｙ１Ｆａ、Ｃｒ
ｙ１Ａ．１０５、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｖｉｐ３Ａ、ｍＣｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ａｂ、Ｃｒｙ３Ｂ
ｂ、Ｃｒｙ３４　Ａｂ１／３５Ａｂ１　（Ｉ１７６）；またはバチルス・スファエリクス
（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｈａｅｒｉｃｕｓ）（Ｉ１７７）；
　（１２）ミトコンドリアＡＴＰ合成酵素の阻害薬、例えばジアフェンチウロン（Ｉ１７
８）；または有機スズ系殺ダニ剤、例えばアゾシクロチン（Ｉ１７９）、シヘキサチン（
Ｉ１８０）、およびフェンブタチンオキシド（Ｉ１８１）；またはプロパルギット（Ｉ１
８２）；またはテトラジホン（Ｉ１８３）；
　（１３）プロトン勾配を遮断することにより作用する酸化的リン酸化の脱共役剤、例え
ばクロルフェナピル（Ｉ１８４）、ＤＮＯＣ（Ｉ１８５）およびスルフルラミド（Ｉ１８
６）；
　（１４）ニコチン作用性アセチルコリン受容体（ｎＡＣｈＲ）チャンネル遮断薬、例え
ばベンスルタップ（Ｉ１８７）、カルタップ塩酸塩（Ｉ１８８）、チオシクラム（Ｉ１８
９）、およびチオスルタップ－ナトリウム（Ｉ１９０）；
　（１５）キチン生合成阻害剤、０型、例えばビストリフルロン（Ｉ１９１）、クロルフ
ルアズロン（Ｉ１９２）、ジフルベンズロン（Ｉ１９３）、フルシクロクスロン（Ｉ１９
４）、フルフェノクスロン（Ｉ１９５）、ヘキサフルムロン（Ｉ１９６）、ルフェヌロン
（Ｉ１９７）、ノバルロン（Ｉ１９８）、ノビフルムロン（Ｉ１９９）、テフルベンズロ
ン（Ｉ２００）およびトリフルムロン（Ｉ２０１）；
　（１６）キチン生合成阻害剤、１型、例えばブプロフェジン（Ｉ２０２）；
　（１７）脱皮攪乱物質、例えばシロマジン（Ｉ２０３）；
　（１８）エクジソン受容体作動薬、例えばクロマフェノジド（Ｉ２０４）、ハロフェノ
ジド（Ｉ２０５）、メトキシフェノジド（Ｉ２０６）およびテブフェノジド（Ｉ２０７）
；
　（１９）オクトパミン受容体作動薬、例えばアミトラズ（Ｉ２０８）；
　（２０）ミトコンドリア複合体ＩＩＩ電子伝達阻害剤、例えばヒドラメチルノン（Ｉ２
０９）；またはアセキノシル（Ｉ２１０）；またはフルアクリピリム（Ｉ２１１）；
　（２１）ミトコンドリア複合体Ｉ電子伝達阻害剤、例えばＭＥＴＩ系殺ダニ剤、例えば
フェナザキン（Ｉ２１２）、フェンピロキシメート（Ｉ２１３）、ピリミジフェン（Ｉ２
１４）、ピリダベン（Ｉ２１５）、テブフェンピラド（Ｉ２１６）およびトルフェンピラ
ド（Ｉ２１７）；またはロテノン（デリス）（Ｉ２１８）；
　（２２）電圧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（Ｉ２１９
）；またはメタフルミゾン（Ｉ２２０）；
　（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および
テトラミン酸誘導体、例えばスピロジクロフェン（Ｉ２２１）、スピロメシフェン（Ｉ２
２２）およびスピロテトラマト（Ｉ２２３）；
　（２４）ミトコンドリア複合体ＩＶ電子伝達阻害剤、例えばホスフィン類、例えばリン
化アルミニウム（Ｉ２２４）、リン化カルシウム（Ｉ２２５）、ホスフィン（Ｉ２２６）
およびリン化亜鉛（Ｉ２２７）；またはシアン化物（Ｉ２２８）；
　（２５）ミトコンドリア複合体ＩＩ電子伝達阻害剤、例えばβ－ケトニトリル誘導体、
例えばシエノピラフェン（Ｉ２２９）およびシフルメトフェン（Ｉ２３０）；
　（２６）リアノジン受容体調節剤、例えばジアミド系、例えばクロラントラニリプロー
ル（Ｉ２３１）、シアントラニリプロール（Ｉ２３２）およびフルベンジアミド（Ｉ２３
３）；
　作用機序が未知もしくは未確定のさらなる有効成分、例えばアミドフルメット（Ｉ２３
４）、アザジラクチン（Ｉ２３５）、ベンクロチアズ（Ｉ２３６）、ベンゾキシメート（
Ｉ２３７）、ビフェナゼート（Ｉ２３８）、ブロモプロピレート（Ｉ２３９）、キノメチ
オナ－ト（Ｉ２４０）、氷晶石（Ｉ２４１）、ジコホル（Ｉ２４２）、ジフロビダジン（
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Ｉ２４３）、フルエンスルホン（Ｉ２４４）、フルフェネリム（Ｉ２４５）、フルフィプ
ロール（Ｉ２４６）、フルオピラム（Ｉ２４７）、フフェノジド（Ｉ２４８）、イミダク
ロチズ（Ｉ２４９）、イプロジオン（Ｉ２５０）、メペルフルスリン（Ｉ２５１）、ピリ
ダリル（Ｉ２５２）、ピリフルキナゾン（Ｉ２５３）、テトラメチルフルスリン（Ｉ２５
４）、およびヨードメタン（Ｉ２５５）；そしてさらに、バチルス・ファーマス（Ｂａｃ
ｉｌｌｕｓ　ｆｉｒｍｕｓ）（特に菌株ＣＮＣＭ　Ｉ－１５８２、例えばＶＯＴｉＶＯ（
商標名）、ＢｉｏＮｅｍなど（これに限定されるものではない））（Ｉ２５６）、または
以下の既知の活性化合物に基づいた製剤：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（Ｉ２５７）（ＷＯ２００５
／０７７９３４から公知）、４－｛［（６－ブロモピリジン－３－イル）メチル］（２－
フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２５８）（ＷＯ２００７／１１
５６４４から公知）、４－｛［（６－フルオロピリジン－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（Ｉ２５９）（ＷＯ２００７／１
１５６４４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）－オン（Ｉ２６０）（ＷＯ２００
７／１１５６４４から公知）、４－｛［（６－クロルピリジン－３－イル）メチル］（２
－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２６１）（ＷＯ２００７／１
１５６４４から公知）、フルピラジフロン（Ｉ２６２）、４－｛［（６－クロル－５－フ
ルオロピリジン－３－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ
２６３）（ＷＯ２００７／１１５６４３から公知）、４－｛［（５，６－ジクロロピリジ
ン－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ
２６４）（ＷＯ２００７／１１５６４６から公知）、４－｛［（６－クロロ－５－フルオ
ロピリジン－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン
（Ｉ２６５）（ＷＯ２００７／１１５６４３から公知）、４－｛［（６－クロロピリジン
－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２６６
）（ＥＰ－Ａ－０５３９５８８から公知）、４－｛［（６－クロルピリジン－３－イル）
メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２６７）（ＥＰ－Ａ－０５３
９５８８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（Ｉ２６８）（ＷＯ２００７／１４９１３
４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－λ４－スルファニリデン｝シアナミド（Ａ）（
Ｉ２６９）、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－λ４－スルファニリデン｝シアナミド（Ｂ）（Ｉ２７０）（ＷＯ２００
７／１４９１３４からも公知）ならびにジアステレオマーであるジアステレオマーＡの群
と称される［（Ｒ）－メチル（オキシド）｛（１Ｒ）－１－［６－（トリフルオロメチル
）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］シアナミド（Ａ１）（Ｉ２
７１）、および［（Ｓ）－メチル（オキシド）｛（１Ｓ）－１－［６－（トリフルオロメ
チル）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］シアナミド（Ａ２）（
Ｉ２７２）（ＷＯ２０１０／０７４７４７、ＷＯ２０１０／０７４７５１から公知）、ジ
アステレオマーＢの群と称される［（Ｒ）－メチル（オキシド）｛（１Ｓ）－１－［６－
（トリフルオロメチル）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］シア
ナミド（Ｂ１）（Ｉ２７３）、および［（Ｓ）－メチル（オキシド）｛（１Ｒ）－１－［
６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデン］
シアナミド（Ｂ２）（Ｉ２７４）（ＷＯ２０１０／０７４７４７、ＷＯ２０１０／０７４
７５１からも公知）、および１１－（４－クロロ－２，６－ジメチルフェニル）－１２－
ヒドロキシ－１，４－ジオキサ－９－アザジスピロ［４．２．４．２］テトラデク－１１
－エン－１０－オン（Ｉ２７５）（ＷＯ２００６／０８９６３３から公知）、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］デク－３－エン－２－オン（Ｉ２７６）（ＷＯ２００８／０６
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７９１１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）－１Ｈ－１，２，
４－トリアゾール－５－アミン（Ｉ２７７）（ＷＯ２００６／０４３６３５から公知）、
アフィドピロペン　シクロプロパンカルボン酸［（３Ｓ，４ａＲ，１２Ｒ，１２ａＳ，１
２ｂＳ）－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（Ｉ２７８）（ＷＯ２００８／０６６１５３
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（Ｉ２７９）（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（Ｉ２８０）（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（Ｉ２８１）（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－ジオキシド（Ｉ２８２）（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（Ｉ２８３）（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（Ｉ２８４）（ＷＯ２００３／１０６４５７
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（Ｉ２８５）（ＷＯ２００９／０
４９８５１から公知）、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－イルエチルカーボネート（Ｉ２
８６）（ＷＯ２００９／０４９８５１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（Ｉ２
８７）（ＷＯ２００４／０９９１６０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（Ｉ２
８８）（ＷＯ２００５／０６３０９４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（Ｉ２８９）（ＷＯ２００５／０６３０９４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（Ｉ２９０）（
ＷＯ２００７／０４０２８０から公知）、フロメトキン（Ｉ２９１）、ＰＦ１３６４（Ｃ
ＡＳ登録番号１２０４７７６－６０－２）（Ｉ２９２）（ＪＰ２０１０／０１８５８６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（Ｉ２９３）（ＷＯ２００７／０７５４５９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－（１Ｈ－１，２，４－トリアゾ
ール－１－イル）ベンゾニトリル（Ｉ２９４）（ＷＯ２００７／０７５４５９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（Ｉ２９５）（ＷＯ２
００５／０８５２１６から公知）、４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］
（シクロプロピル）アミノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２９６）、
４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミ
ノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２９７）、４－｛［（６－クロロピ
リジン－３－イル）メチル］（エチル）アミノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－
オン（Ｉ２９８）、４－｛［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（メチル）アミ
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ノ｝－１，３－オキサゾール－２（５Ｈ）－オン（Ｉ２９９）（すべてＷＯ２０１０／０
０５６９２から公知）、ピフルブミドＮ－［４－（１，１，１，３，３，３－ヘキサフル
オロ－２－メトキシプロパン－２－イル）－３－イソブチルフェニル］－Ｎ－イソブチリ
ル－１，３，５－トリメチル－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド（Ｉ３００）（Ｗ
Ｏ２００２／０９６８８２から公知）、２－［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）－５－クロ
ロ－３－メチルベンゾイル］－２－メチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３０１）（Ｗ
Ｏ２００５／０８５２１６から公知）、２－［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）－５－シア
ノ－３－メチルベンゾイル］－２－エチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３０２）（Ｗ
Ｏ２００５／０８５２１６から公知）、２－［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）－５－シア
ノ－３－メチルベンゾイル］－２－メチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３０３）（Ｗ
Ｏ２００５／０８５２１６から公知）、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－ジエチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３０４）（Ｗ
Ｏ２００５／０８５２１６から公知）、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］－２－エチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３０５）（ＷＯ２０
０５／０８５２１６から公知）、（５ＲＳ，７ＲＳ；５ＲＳ，７ＳＲ）－１－（６－クロ
ロ－３－ピリジルメチル）－１，２，３，５，６，７－ヘキサヒドロ－７－メチル－８－
ニトロ－５－プロポキシイミダゾ［１，２－ａ］ピリジン（Ｉ３０６）（ＷＯ２００７／
１０１３６９から公知）、２－｛６－［２－（５－フルオロピリジン－３－イル）－１，
３－チアゾール－５－イル］ピリジン－２－イル｝ピリミジン（Ｉ３０７）（ＷＯ２０１
０
／００６７１３から公知）、２－｛６－［２－（ピリジン－３－イル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］ピリジン－２－イル｝ピリミジン（Ｉ３０８）（ＷＯ２０１０／００６
７１３から公知）、１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メ
チル－６－（メチルカルバモイル）フェニル］－３－｛［５－（トリフルオロメチル）－
１Ｈ－テトラゾール－１－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド（Ｉ
３０９）（ＷＯ２０１０／０６９５０２から公知）、１－（３－クロロピリジン－２－イ
ル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フェニル］－３－｛
［５－（トリフルオロメチル）－２Ｈ－テトラゾール－２－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラ
ゾール－５－カルボキサミド（Ｉ３１０）（ＷＯ２０１０／０６９５０２から公知）、Ｎ
－［２－（ｔｅｒｔ－ブチルカルバモイル）－４－シアノ－６－メチルフェニル］－１－
（３－クロロピリジン－２－イル）－３－｛［５－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－テト
ラゾール－１－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド（Ｉ３１１）（
ＷＯ２０１０／０６９５０２から公知）、Ｎ－［２－（ｔｅｒｔ－ブチルカルバモイル）
－４－シアノ－６－メチルフェニル］－１－（３－クロロピリジン－２－イル）－３－｛
［５－（トリフルオロメチル）－２Ｈ－テトラゾール－２－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラ
ゾール－５－カルボキサミド（Ｉ３１２）（ＷＯ２０１０／０６９５０２から公知）、（
１Ｅ）－Ｎ－［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］－Ｎ′－シアノ－Ｎ－（２，
２－ジフルオロエチル）エタンイミドアミド（Ｉ３１３）（ＷＯ２００８／００９３６０
から公知）、Ｎ－［２－（５－アミノ－１，３，４－チアジアゾール－２－イル）－４－
クロロ－６－メチルフェニル］－３－ブロモ－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（Ｉ３１４）（ＣＮ１０２０５７９２５から公知
）、および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］－２－
エチル－１－メチルヒドラジンカルボン酸メチル（Ｉ３１５）（ＷＯ２０１１／０４９２
３３から公知）；
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からなる群から選択される。
【００８３】
　本発明の１実施形態において、前記別の殺虫剤（ＩＩ）は、アバメクチン（Ｉ１５２）
、アセフェート（Ｉ２７）、アセタミプリド（Ｉ１４１）、アクリナトリン（Ｉ９６）、
α－シペルメトリン（Ｉ１１１）、β－シフルトリン（Ｉ１０６）、ビフェントリン（Ｉ
１００）、ブプロフェジン（Ｉ２０２）、クロチアニジン（Ｉ１４２）、クロラントラニ
リプロール（Ｉ２３１）、クロルフェナピル（Ｉ１８４）、テトラメトリン（Ｉ３５）、
カルボフラン（Ｉ８）、シアントラニリプロール（Ｉ２３２）、シエノピラフェン（Ｉ２
２９）、シフルメトフェン（Ｉ２３０）、シフルトリン（Ｉ１０５）、シペルメトリン（
Ｉ１１０）、デルタメトリン（Ｉ１１６）、ジアフェンチウロン（Ｉ１７８）、ジノテフ
ラン（Ｉ１４３）、エマメクチン－ベンゾエート（Ｉ１５３）、エチプロール（Ｉ９４）
、フェンピロキシメート（Ｉ２１３）、フィプロニル（Ｉ９５）、フロメトキン（Ｉ２９
１）、フルベンジアミド（Ｉ２３３）、フルエンスルホン（Ｉ２４４）、フルオピラム（
Ｉ２４７）、フルピラジフロン（Ｉ２６２）、γ－シハロトリン（Ｉ１０９）、イミダク
ロプリド（Ｉ１４４）、インドキサカルブ（Ｉ２１９）、λ－シハロトリン（Ｉ１０８）
、ルフェヌロン（Ｉ１９７）、メタフルミゾン（Ｉ２２０）、メチオカルブ（Ｉ１５）、
メトキシフェノジド（Ｉ２０６）、ミルベメクチン（Ｉ１５５）、プロフェノホス（Ｉ７
７）、ピフルブミド（Ｉ３００）、ピリフルキナゾン（Ｉ２５３）、スピネトラム（Ｉ１
５０）、スピノサド（Ｉ１５１）、スピロジクロフェン（Ｉ２２１）、スピロメシフェン
（Ｉ２２２）、スピロテトラマト（Ｉ２２３）、スルホクサフロール（Ｉ１４９）、テブ
フェンピラド（Ｉ２１６）、テフルトリン（Ｉ１３４）、チアクロプリド（Ｉ１４６）、
チアメトキサム（Ｉ１４７）、チオジカルブ（Ｉ２１）、トリフルムロン（Ｉ２０１）、
１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シアノ－２－メチル－６－（メチル
カルバモイル）フェニル］－３－｛［５－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－テトラゾール
－１－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボキサミド（Ｉ３０９）（ＷＯ２０
１０／０６９５０２から公知）、１－（３－クロロピリジン－２－イル）－Ｎ－［４－シ
アノ－２－メチル－６－（メチルカルバモイル）フェニル］－３－｛［５－（トリフルオ
ロメチル）－２Ｈ－テトラゾール－２－イル］メチル｝－１Ｈ－ピラゾール－５－カルボ
キサミド（Ｉ３１０）（ＷＯ２０１０／０６９５０２から公知）および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）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール－５－アミン（Ｉ２７
７）からなる群から選択される。
【００８４】
　別の実施形態によれば、本発明による組成物はさらに、少なくとも一つの殺菌剤を含み
、ただし生物農薬は殺菌剤と同一ではない。
【００８５】
　殺菌剤
　概して、「殺菌性」とは物質が真菌の死亡率を高め成長速度を阻害する能力を意味する
。
【００８６】
　「真菌」または「真菌類」という用語は、クロロフィルを持たない非常に多様な有核の
有芽胞子性生物を含むものである。真菌の例には、酵母類、カビ類、白カビ類、さび菌類
、およびキノコ類などがある。
【００８７】
　好ましくは、殺菌剤は、本発明による生物農薬に対して殺菌剤活性を持たないように選
択する。
【００８８】
　本発明の１実施形態によれば、好ましい殺菌剤は、
　（１）エルゴステロール生合成の阻害剤、例えば、（Ｆ．１）アルジモルフ（１７０４
－２８－５）、（Ｆ．２）アザコナゾール（６０２０７－３１－０）、（Ｆ３）ビテルタ
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ノール（５５１７９－３１－２）、（Ｆ４）ブロムコナゾール（１１６２５５－４８－２
）、（Ｆ５）シプロコナゾール（１１３０９６－９９－４）、（Ｆ６）ジクロブトラゾー
ル（７５７３６－３３－３）、（Ｆ７）ジフェノコナゾール（１１９４４６－６８－３）
、（Ｆ８）ジニコナゾール（８３６５７－２４－３）、（Ｆ９）ジニコナゾール－Ｍ（８
３６５７－１８－５）、（Ｆ１０）ドデモルフ（１５９３－７７－７）、（Ｆ１１）酢酸
ドデモルフ（３１７１７－８７－０）、（Ｆ１２）エポキシコナゾール（１０６３２５－
０８－０）、（Ｆ１３）エタコナゾール（６０２０７－９３－４）、（Ｆ１４）フェナリ
モール（６０１６８－８８－９）、（Ｆ１５）フェンブコナゾール（１１４３６９－４３
－６）、（Ｆ１６）フェンヘキサミド（１２６８３３－１７－８）、（Ｆ１７）フェンプ
ロピジン（６７３０６－００－７）、（Ｆ１８）フェンプロピモルフ（６７３０６－０３
－０）、（Ｆ１９）フルキンコナゾール（１３６４２６－５４－５）、（Ｆ２０）フルル
プリミドール（５６４２５－９１－３）、（Ｆ２１）フルシラゾール（８５５０９－１９
－９）、（Ｆ２２）フルトリアホール（７６６７４－２１－０）、（Ｆ２３）フルコナゾ
ール（１１２８３９－３３－５）、（Ｆ２４）フルコナゾール－シス（１１２８３９－３
２－４）、（Ｆ２５）ヘキサコナゾール（７９９８３－７１－４）、（Ｆ２６）イマザリ
ル（６０５３４－８０－７）、（Ｆ２７）硫酸イマザリル（５８５９４－７２－２）、（
Ｆ２８）イミベンコナゾール（８６５９８－９２－７）、（Ｆ２９）イプコナゾール（１
２５２２５－２８－７）、（Ｆ３０）メトコナゾール（１２５１１６－２３－６）、（Ｆ
３１）ミクロブタニル（８８６７１－８９－０）、（Ｆ３２）ナフチフィン（６５４７２
－８８－０）、（Ｆ３３）ヌアリモール（６３２８４－７１－９）、（Ｆ３４）オキシポ
コナゾール（１７４２１２－１２－５）、（Ｆ３５）パクロブトラゾール（７６７３８－
６２－０）、（Ｆ３６）ペフラゾエート（１０１９０３－３０－４）、（Ｆ３７）ペンコ
ナゾール（６６２４６－８８－６）、（Ｆ３８）ピペラリン（３４７８－９４－２）、（
Ｆ３９）プロクロラズ（６７７４７－０９－５）、（Ｆ４０）プロピコナゾール（６０２
０７－９０－１）、（Ｆ４１）プロチオコナゾール（１７８９２８－７０－６）、（Ｆ４
２）ピリブチカルブ（８８６７８－６７－５）、（Ｆ４３）ピリフェノックス（８８２８
３－４１－４）、（Ｆ４４）キンコナゾール（１０３９７０－７５－８）、（Ｆ４５）シ
メコナゾール（１４９５０８－９０－７）、（Ｆ４６）スピロキサミン（１１８１３４－
３０－８）、（Ｆ４７）テブコナゾール（１０７５３４－９６－３）、（Ｆ４８）テルビ
ナフィン（９１１６１－７１－６）、（Ｆ４９）テトラコナゾール（１１２２８１－７７
－３）、（Ｆ５０）トリアジメホン（４３１２１－４３－３）、（Ｆ５１）トリアジメノ
ール（８９４８２－１７－７）、（Ｆ５２）トリデモルフ（８１４１２－４３－３）、（
Ｆ５３）トリフルミゾール（６８６９４－１１－１）、（Ｆ５４）トリホリン（２６６４
４－４６－２）、（Ｆ５５）トリチコナゾール（１３１９８３－７２－７）、（Ｆ５６）
ウニコナゾール（８３６５７－２２－１）、（Ｆ５７）ウニコナゾール－ｐ（８３６５７
－１７－４）、（Ｆ５８）ビニコナゾール（７７１７４－６６－４）、（Ｆ５９）ボリコ
ナゾール（１３７２３４－６２－９）、（Ｆ６０）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）、（Ｆ６１）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）、（Ｆ
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、（Ｆ６３）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、（Ｆ６４）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またはＩＩでの呼吸鎖の阻害剤、例えば、（Ｆ６５）ビキサフェン（５
８１８０９－４６－３）、（Ｆ６６）ボスカリド（１８８４２５－８５－６）、（Ｆ６７
）カルボキシン（５２３４－６８－４）、（Ｆ６８）ジフルメトリム（１３０３３９－０
７－０）、（Ｆ６９）フェンフラム（２４６９１－８０－３）、（Ｆ７０）フルオピラム
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（６５８０６６－３５－４）、（Ｆ７１）フルトラニル（６６３３２－９６－５）、（Ｆ
７２）フルキサピロキサド（ｆｌｕｘａｐｙｒｏｘａｄ）（９０７２０４－３１－３）、
（Ｆ７３）フラメトピル（１２３５７２－８８－３）、（Ｆ７４）フルメシクロックス（
６０５６８－０５－０）、（Ｆ７５）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合物（１
ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）とアンチ－エピマー性ラセミ化合物（１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）
の混合物）（８８１６８５－５８－１）、（Ｆ７６）イソピラザム（アンチ－エピマー性
ラセミ化合物１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）、（Ｆ７７）イソピラザム（アンチ－エピマー性
エナンチオマー１Ｒ，４Ｓ，９Ｓ）、（Ｆ７８）イソピラザム（アンチ－エピマー性エナ
ンチオマー１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、（Ｆ７９）イソピラザム（シン－エピマー性ラセミ化合
物１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、（Ｆ８０）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマ
ー１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、（Ｆ８１）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマー１Ｓ
，４Ｒ，９Ｓ）、（Ｆ８２）メプロニル（５５８１４－４１－０）、（Ｆ８３）オキシカ
ルボキシン（５２５９－８８－１）、（Ｆ８４）ペンフルフェン（４９４７９３－６７－
８）、（Ｆ８５）ペンチオピラド（１８３６７５－８２－３）、（Ｆ８６）セダキサン（
８７４９６７－６７－６）、（Ｆ８７）チフルザミド（１３００００－４０－７）、（Ｆ
８８）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、（Ｆ８９）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、（Ｆ９０）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、（Ｆ９１
）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（１０９２
４００－９５－７）、（Ｆ９２）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（１２１００７０－８４－０）、（Ｆ９３）ベンゾビンジフルピル、
（Ｆ９４）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、（Ｆ９５）Ｎ－［（１Ｒ，４Ｓ）－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、（Ｆ９６）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－（１，１，３－トリメチル
－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサ
ミド、（Ｆ９７）１，３，５－トリメチル－Ｎ－（１，１，３－トリメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ９
８）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－（１，３，３－トリメチル－２，３
－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（
Ｆ９９）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－［（１Ｓ）－１，３，３－トリ
メチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カル
ボキサミド、（Ｆ１００）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－［（１Ｒ）－
１，３，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル］－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０１）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ
－［（３Ｓ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル
］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０２）３－（ジフルオロメチル）－
１－メチル－Ｎ－［（３Ｒ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イン
デン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０３）１，３，５－
トリメチル－Ｎ－［（３Ｒ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イン
デン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０４）１，３，５－
トリメチル－Ｎ－［（３Ｓ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－イン
デン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド；
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　（３）複合体ＩＩＩでの呼吸鎖の阻害薬剤、例えば、（Ｆ１０５）アメトクトラジン（
８６５３１８－９７－４）、（Ｆ１０６）アミスルブロム（３４８６３５－８７－０）、
（Ｆ１０７）アゾキシストロビン（１３１８６０－３３－８）、（Ｆ１０８）シアゾファ
ミド（１２０１１６－８８－３）、（Ｆ１０９）クメトキシストロビン（ｃｏｕｍｅｔｈ
ｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８５０８８１－３０－０）、（Ｆ１１０）クモストロビン（ｃ
ｏｕｍｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８５０８８１－７０－８）、（Ｆ１１１）ジモキシスト
ロビン（１４１６００－５２－４）、（Ｆ１１２）エネストロブリン（ｅｎｅｓｔｒｏｂ
ｕｒｉｎ）（２３８４１０－１１－２）、（Ｆ１１３）ファモキサドン（１３１８０７－
５７－３）、（Ｆ１１４）フェンアミドン（１６１３２６－３４－７）、（Ｆ１１５）フ
ェノキシストロビン（ｆｅｎｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（９１８１６２－０２－４）、（Ｆ
１１６）フルオキサストロビン（３６１３７７－２９－９）、（Ｆ１１７）クレソキシム
－メチル（１４３３９０－８９－０）、（Ｆ１１８）メトミノストロビン（１３３４０８
－５０－１）、（Ｆ１１９）オリサストロビン（１８９８９２－６９－１）、（Ｆ１２０
）ピコキシストロビン（１１７４２８－２２－５）、（Ｆ１２１）ピラクロストロビン（
１７５０１３－１８－０）、（Ｆ１２２）ピラメトストリビン（ｐｙｒａｍｅｔｏｓｔｒ
ｏｂｉｎ）（９１５４１０－７０－７）、（Ｆ１２３）ピラオキシストロビン（ｐｙｒａ
ｏｘｙｓｔｒｏｂｉｎ）（８６２５８８－１１－２）、（Ｆ１２４）ピリベンカルブ（７
９９２４７－５２－２）、（Ｆ１２５）トリクロピリカルブ（ｔｒｉｃｌｏｐｙｒｉｃａ
ｒｂ）（９０２７６０－４０－１）、（Ｆ１２６）トリフロキシストロビン（１４１５１
７－２１－７）、（Ｆ１２７）（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、（Ｆ１２８）（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］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）エタンアミド、（Ｆ１２９）（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（１
５８１６９－７３－４）、（Ｆ１３０）（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（３２６８９６－２８－０）、（Ｆ１３１）（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、（Ｆ１
３２）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）、（Ｆ１３３）
５－メトキシ－２－メチル－４－（２－｛［（｛（１Ｅ）－１－［３－（トリフルオロメ
チル）フェニル］エチリデン｝アミノ）オキシ］メチル｝フェニル）－２，４－ジヒドロ
－３Ｈ－１，２，４－トリアゾール－３－オン、（Ｆ１３４）（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－メトキシプロプ－２－エン酸メチル（１４９６０１－０３－６）、（Ｆ
１３５）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）、（Ｆ１３６）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）、（Ｆ１３７）（２Ｒ）－２－｛２－［（２
，５－ジメチルフェノキシオキシ）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）有糸分裂および細胞分裂の阻害剤、例えば、（Ｆ１３８）ベノミル（１７８０４
－３５－２）、（Ｆ１３９）カルベンダジム（１０６０５－２１－７）、（Ｆ１４０）ク
ロルフェナゾール（３５７４－９６－７）、（Ｆ１４１）ジエトフェンカルブ（８７１３
０－２０－９）、（Ｆ１４２）エタボキサム（１６２６５０－７７－３）、（Ｆ１４３）
フルオピコリド（２３９１１０－１５－７）、（Ｆ１４４）フベリダゾール（３８７８－
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１９－１）、（Ｆ１４５）ペンシクロン（６６０６３－０５－６）、（Ｆ１４６）チアベ
ンダゾール（１４８－７９－８）、（Ｆ１４７）チオファネート－メチル（２３５６４－
０５－８）、（Ｆ１４８）チオファネート（２３５６４－０６－９）、（Ｆ１４９）ゾキ
サミド（１５６０５２－６８－５）、（Ｆ１５０）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）、（Ｆ１５１）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）多部位作用を有することができる化合物、例えば、（Ｆ１５２）ボルドー液（８
０１１－６３－０）、（Ｆ１５３）カプタホール（２４２５－０６－１）、（Ｆ１５４）
キャプタン（１３３－０６－２）、（Ｆ１５５）クロロタロニル（１８９７－４５－６）
、（Ｆ１５６）水酸化銅（２０４２７－５９－２）、（Ｆ１５７）ナフテン酸銅（１３３
８－０２－９）、（Ｆ１５８）酸化銅（１３１７－３９－１）、（Ｆ１５９）塩基性塩化
銅（１３３２－４０－７）、（Ｆ１６０）硫酸銅（２＋）（７７５８－９８－７）、（Ｆ
１６１）ジクロフルアニド（１０８５－９８－９）、（Ｆ１６２）ジチアノン（３３４７
－２２－６）、（Ｆ１６３）ドジン（２４３９－１０－３）、（Ｆ１６４）ドジン遊離塩
基、（Ｆ１６５）ファーバム（１４４８４－６４－１）、（Ｆ１６６）フルオロホルペッ
ト（７１９－９６－０）、（Ｆ１６７）ホルペット（１３３－０７－３）、（Ｆ１６８）
グアザチン（１０８１７３－９０－６）、（Ｆ１６９）酢酸グアザチン、（Ｆ１７０）イ
ミノクタジン（１３５１６－２７－３）、（Ｆ１７１）イミノクタジンアルベシル酸塩（
１６９２０２－０６－６）、（Ｆ１７２）イミノクタジン三酢酸塩（５７５２０－１７－
９）、（Ｆ１７３）マンカッパー（５３９８８－９３－５）、（Ｆ１７４）マンコゼブ（
８０１８－０１－７）、（Ｆ１７５）マンネブ（１２４２７－３８－２）、（Ｆ１７６）
メチラム（９００６－４２－２）、（Ｆ１７７）メチラム亜鉛（９００６－４２－２）、
（Ｆ１７８）オキシン銅（１０３８０－２８－６）、（Ｆ１７９）プロパミジン（ｐｒｏ
ｐａｍｉｄｉｎｅ）（１０４－３２－５）、（Ｆ１８０）プロピネブ（１２０７１－８３
－９）、（Ｆ１８１）硫黄および多硫化カルシウムなどの硫黄剤（７７０４－３４－９）
、（Ｆ１８２）チウラム（１３７－２６－８）、（Ｆ１８３）トリルフルアニド（７３１
－２７－１）、（Ｆ１８４）ジネブ（１２１２２－６７－７）、（Ｆ１８５）ジラム（１
３７－３０－４）；
　（６）宿主防御を誘発することができる化合物、例えば、（Ｆ１８６）アシベンゾラル
－Ｓ－メチル（１３５１５８－５４－２）、（Ｆ１８７）イソチアニル（２２４０４９－
０４－１）、（Ｆ１８８）プロベナゾール（２７６０５－７６－１）、（Ｆ１８９）チア
ジニル（２２３５８０－５１－６）。
【００８９】
　（７）アミノ酸および／またはタンパク質生合成の阻害剤、例えば、（Ｆ１９０）アン
ドプリム（ａｎｄｏｐｒｉｍ）（２３９５１－８５－１）、（Ｆ１９１）ブラストサイジ
ン－Ｓ（２０７９－００－７）、（Ｆ１９２）シプロジニル（１２１５５２－６１－２）
、（Ｆ１９３）カスガマイシン（６９８０－１８－３）、（Ｆ１９４）カスガマイシン塩
酸塩水和物（１９４０８－４６－９）、（Ｆ１９５）メパニピリム（１１０２３５－４７
－７）、（Ｆ１９６）ピリメタニル（５３１１２－２８－０）、（Ｆ１９７）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）；
　（８）ＡＴＰ産生の阻害剤、例えば、（Ｆ１９８）酢酸トリフェニルスズ（９００－９
５－８）、（Ｆ１９９）塩化トリフェニルスズ（６３９－５８－７）、（Ｆ２００）水酸
化トリフェニルスズ（７６－８７－９）、（Ｆ２０１）シルチオファム（１７５２１７－
２０－６）；
　（９）細胞壁合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２０２）ベンチアバリカルブ（１７７４０６
－６８－７）、（Ｆ２０３）ジメトモルフ（１１０４８８－７０－５）、（Ｆ２０４）フ
ルモルフ（２１１８６７－４７－９）、（Ｆ２０５）イプロバリカルブ（１４０９２３－
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１７－７）、（Ｆ２０６）マンジプロパミド（３７４７２６－６２－２）、（Ｆ２０７）
ポリオキシン（１１１１３－８０－７）、（Ｆ２０８）ポリオキソリム（２２９７６－８
６－９）、（Ｆ２０９）バリダマイシンＡ（３７２４８－４７－８）、（Ｆ２１０）バリ
フェナレート（２８３１５９－９４－４；２８３１５９－９０－０）；
　（１０）脂質および膜合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２１１）ビフェニル（９２－５２－
４）、（Ｆ２１２）クロロネブ（２６７５－７７－６）、（Ｆ２１３）ジクロラン（９９
－３０－９）、（Ｆ２１４）エジフェンホス（１７１０９－４９－８）、（Ｆ２１５）エ
トリジアゾール（２５９３－１５－９）、（Ｆ２１６）ヨードカルブ（ｉｏｄｏｃａｒｂ
）（５５４０６－５３－６）、（Ｆ２１７）イプロベンホス（２６０８７－４７－８）、
（Ｆ２１８）イソプロチオラン（５０５１２－３５－１）、（Ｆ２１９）プロパモカルブ
（２５６０６－４１－１）、（Ｆ２２０）プロパモカルブ塩酸塩（２５６０６－４１－１
）、（Ｆ２２１）プロチオカルブ（１９６２２－０８－３）、（Ｆ２２２）ピラゾホス（
１３４５７－１８－６）、（Ｆ２２３）キントゼン（８２－６８－８）、（Ｆ２２４）テ
クナゼン（１１７－１８－０）、（Ｆ２２５）トルクロホス－メチル（５７０１８－０４
－９）；
　（１１）メラニン生合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２２６）カルプロパミド（１０４０３
０－５４－８）、（Ｆ２２７）ジクロシメット（１３９９２０－３２－４）、（Ｆ２２８
）フェノキサニル（１１５８５２－４８－７）、（Ｆ２２９）フタリド（２７３５５－２
２－２）、（Ｆ２３０）ピロキロン（５７３６９－３２－１）、（Ｆ２３１）トリシクラ
ゾール（４１８１４－７８－２）、（Ｆ２３２）２，２，２－トリフルオロエチル｛３－
メチル－１－［（４－メチルベンゾイル）アミノ］ブタン－２－イル｝カーバメート（８
５１５２４－２２－６）；
　（１２）核酸合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２３３）ベナラキシル（７１６２６－１１－
４）、（Ｆ２３４）ベナラキシル－Ｍ（キララキシル）（９８２４３－８３－５）、（Ｆ
２３５）ブピリメート（４１４８３－４３－６）、（Ｆ２３６）クロジラコン（６７９３
２－８５－８）、（Ｆ２３７）ジメチリモール（５２２１－５３－４）、（Ｆ２３８）エ
チリモール（２３９４７－６０－６）、（Ｆ２３９）フララキシル（５７６４６－３０－
７）、（Ｆ２４０）ヒメキサゾール（１０００４－４４－１）、（Ｆ２４１）メタラキシ
ル（５７８３７－１９－１）、（Ｆ２４２）メタラキシル－Ｍ（メフェノキサム）（７０
６３０－１７－０）、（Ｆ２４３）オフラセ（５８８１０－４８－３）、（Ｆ２４４）オ
キサジキシル（７７７３２－０９－３）、（Ｆ２４５）オキソリン酸（１４６９８－２９
－４）；
　（１３）シグナル伝達の阻害剤、例えば、（Ｆ２４６）クロゾリネート（８４３３２－
８６－５）、（Ｆ２４７）フェンピクロニル（７４７３８－１７－３）、（Ｆ２４８）フ
ルジオキソニル（１３１３４１－８６－１）、（Ｆ２４９）イプロジオン（３６７３４－
１９－７）、（Ｆ２５０）プロシミドン（３２８０９－１６－８）、（Ｆ２５１）キノキ
シフェン（１２４４９５－１８－７）、（Ｆ２５２）ビンクロゾリン（５０４７１－４４
－８）；
　（１４）脱共役剤として作用することができる化合物、例えば、（Ｆ２５３）ビナパク
リル（４８５－３１－４）、（Ｆ２５４）ジノカップ（１３１－７２－６）、（Ｆ２５５
）フェリムゾン（８９２６９－６４－７）、（Ｆ２５６）フルアジナム（７９６２２－５
９－６）、（Ｆ２５７）メプチルジノカップ（１３１－７２－６）；
　（１５）さらに別の化合物、例えば、（Ｆ２５８）ベンチアゾール（２１５６４－１７
－０）、（Ｆ２５９）ベトキサジン（１６３２６９－３０－５）、（Ｆ２６０）カプシマ
イシン（ｃａｐｓｉｍｙｃｉｎ）（７０６９４－０８－５）、（Ｆ２６１）カルボン（９
９－４９－０）、（Ｆ２６２）キノメチオネート（２４３９－０１－２）、（Ｆ２６３）
ピリオフェノン（ｐｙｒｉｏｆｅｎｏｎｅ）（クラザフェノン（ｃｈｌａｚａｆｅｎｏｎ
ｅ））（６８８０４６－６１－９）、（Ｆ２６４）クフラネブ（１１０９６－１８－７）
、（Ｆ２６５）シフルフェナミド（１８０４０９－６０－３）、（Ｆ２６６）シモキサニ
ル（５７９６６－９５－７）、（Ｆ２６７）シプロスルファミド（２２１６６７－３１－
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８）、（Ｆ２６８）ダゾメット（５３３－７４－４）、（Ｆ２６９）デバカルブ（６２７
３２－９１－６）、（Ｆ２７０）ジクロロフェン（９７－２３－４）、（Ｆ２７１）ジク
ロメジン（６２８６５－３６－５）、（Ｆ２７２）ジフェンゾコート（４９８６６－８７
－７）、（Ｆ２７３）ジフェンゾコートメチル硫酸塩（４３２２２－４８－６）、（Ｆ２
７４）ジフェニルアミン（１２２－３９－４）、（Ｆ２７５）エコメイト、（Ｆ２７６）
フェンピラザミン（ｆｅｎｐｙｒａｚａｍｉｎｅ）（４７３７９８－５９－３）、（Ｆ２
７７）フルメトベル（１５４０２５－０４－４）、（Ｆ２７８）フルオルイミド（４１２
０５－２１－４）、（Ｆ２７９）フルスルファミド（１０６９１７－５２－６）、（Ｆ２
８０）フルチアニル（３０４９００－２５－２）、（Ｆ２８１）ホセチル－アルミニウム
（３９１４８－２４－８）、（Ｆ２８２）ホセチル－カルシウム、（Ｆ２８３）ホセチル
－ナトリウム（３９１４８－１６－８）、（Ｆ２８４）ヘキサクロロベンゼン（１１８－
７４－１）、（Ｆ２８５）イルママイシン（８１６０４－７３－１）、（Ｆ２８６）メタ
スルホカルブ（６６９５２－４９－６）、（Ｆ２８７）イソチオシアン酸メチル（５５６
－６１－６）、（Ｆ２８８）メトラフェノン（２２０８９９－０３－６）、（Ｆ２８９）
ミルディオマイシン（６７５２７－７１－３）、（Ｆ２９０）ナタマイシン（７６８１－
９３－８）、（Ｆ２９１）ジメチルジチオカルバミン酸ニッケル（１５５２１－６５－０
）、（Ｆ２９２）ニトロタル－イソプロピル（１０５５２－７４－６）、（Ｆ２９３）オ
クチリノン（２６５３０－２０－１）、（Ｆ２９４）オキサモカルブ（ｏｘａｍｏｃａｒ
ｂ）（９１７２４２－１２－７）、（Ｆ２９５）オキシフェンチイン（ｏｘｙｆｅｎｔｈ
ｉｉｎ）（３４４０７－８７－９）、（Ｆ２９６）ペンタクロロフェノールおよび塩（８
７－８６－５）、（Ｆ２９７）フェノトリン、（Ｆ２９８）リン酸およびそれの塩（１３
５９８－３６－２）、（Ｆ２９９）プロパモカルブ－ホセチレート（ｐｒｏｐａｍｏｃａ
ｒｂ－ｆｏｓｅｔｙｌａｔｅ）、（Ｆ３００）プロパノシン－ナトリウム（ｐｒｏｐａｎ
ｏｓｉｎｅ－ｓｏｄｉｕｍ）（８８４９８－０２－６）、（Ｆ３０１）プロキナジド（１
８９２７８－１２－４）、（Ｆ３０２）ピリモルフ（８６８３９０－９０－３）、（Ｆ３
０３）（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）プロプ－２－エン－１－オン（１２３１７７
６－２８－５）、（Ｆ３０４）（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）プロプ－２－エン－
１－オン（１２３１７７６－２９－６）、（Ｆ３０５）ピロールニトリン（１０１８－７
１－９）（ＥＰ－Ａ１５５９３２０）、（Ｆ３０６）テブフロキン（３７６６４５－７８
－２）、（Ｆ３０７）テクロフタラム（７６２８０－９１－６）、（Ｆ３０８）トルニフ
ァニド（３０４９１１－９８－６）、（Ｆ３０９）トリアゾキシド（７２４５９－５８－
６）、（Ｆ３１０）トリクラミド（７０１９３－２１－４）、（Ｆ３１１）ザリラミド（
８４５２７－５１－５）、（Ｆ３１２）２－メチルプロパン酸（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（５１７８７５－３４－２）、（Ｆ３１３）１－（４－｛４－［
（５Ｒ）－５－（２，６－ジフルオロフェニル）－４，５－ジヒドロ－１，２－オキサゾ
ール－３－イル］－１，３－チアゾール－２－イル｝ピペリジン－１－イル）－２－［５
－メチル－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラゾール－１－イル］エタノン（１０
０３３１９－７９－６）、（Ｆ３１４）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（１００３３１９－８０－９）、（
Ｆ３１５）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（１００３３１８－６７－９）、（Ｆ３１６）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
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（１１１２２７－１７－９）、（Ｆ３１７）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）、（Ｆ３１８）２，３－ジブチル－６
－クロロチエノ［２，３－ｄ］ピリミジン－４（３Ｈ）－オン（２２１４５１－５８－７
）、（Ｆ３１９）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、（Ｆ３２０）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（１００３３１
６－５３－７）、（Ｆ３２１）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（１００３３１６－５４－８）、（Ｆ３２２）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（１００３３１６－５１－５）、（Ｆ３２３
）２－ブトキシ－６－ヨード－３－プロピル－４Ｈ－クロメン－４－オン、（Ｆ３２４）
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、（Ｆ３２５）２－フェニルフェ
ノールおよび塩（９０－４３－７）、（Ｆ３２６）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）、（Ｆ３２７）３，４，５－トリクロロピリジン－２，６－ジカルボニトリル
（１７８２４－８５－０）、（Ｆ３２８）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、（Ｆ３２９）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、（Ｆ３３０）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、（Ｆ３３１）５－アミノ－１，３，４－チアジアゾール－
２－チオール、（Ｆ３３２）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）、（Ｆ３３３）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（１１７
４３７６－１１－４）、（Ｆ３３４）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）、（Ｆ３３５）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、（Ｆ３
３６）（２Ｚ）－３－アミノ－２－シアノ－３－フェニルプロパ－２－エン酸エチル、（
Ｆ３３７）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、（Ｆ３３８）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、（Ｆ３３９）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、（Ｆ３４０）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
、（Ｆ３４１）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、（Ｆ３４２）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、（Ｆ３４３）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）、（Ｆ３４４）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）、（Ｆ３４５）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、（Ｆ
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３４６）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（９２２
５１４－４９－６）、（Ｆ３４７）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（９２２５１４－０７－６）、（Ｆ３４８）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）、（Ｆ３４９）ペンチル｛６－［（｛［（１－メチル－１Ｈ－テトラゾール－５－
イル）（フェニル）メチリデン］アミノ｝オキシ）メチル］ピリジン－２－イル｝カーバ
メート、（Ｆ３５０）フェナジン－１－カルボン酸、（Ｆ３５１）キノリン－８－オール
（１３４－３１－６）、（Ｆ３５２）キノリン－８－オールサルフェート（２：１）（１
３４－３１－６）、（Ｆ３５３）ｔｅｒｔ－ブチル｛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｝カーバメート；
　（１６）さらに別の化合物、例えば（Ｆ３５４）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、（Ｆ３５５）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、（Ｆ３５
６）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、（Ｆ３５７）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］－１
Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ３５８）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、（Ｆ３５９）３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［４′－
（プロプ－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、（Ｆ３６０）５－フルオロ－１，３－ジメチル－Ｎ－［４′－（プロプ－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、
（Ｆ３６１）２－クロロ－Ｎ－［４′－（プロプ－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、（Ｆ３６２）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－
［４′－（３，３－ジメチルブト－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、（Ｆ３６３）Ｎ－［４′－（３，３－
ジメチルブト－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、（Ｆ３６４）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、（Ｆ３６５）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、（Ｆ３６６）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
、（Ｆ３６７）２－クロロ－Ｎ－［４′－（３，３－ジメチルブト－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、（Ｆ３６８）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、（Ｆ３６９）５－フルオロ－Ｎ－［４′－
（３－ヒドロキシ－３－メチルブト－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、（Ｆ３７０）２－クロロ－Ｎ
－［４′－（３－ヒドロキシ－３－メチルブト－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、（Ｆ３７１）３－（ジフルオロメチル）－Ｎ－［
４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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、（Ｆ３７２）５－フルオロ－Ｎ
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－［４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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、（Ｆ３７３）２－ク
ロロ－Ｎ－［４′－（３－メトキシ－３－メチルブト－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、（Ｆ３７４）（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、（Ｆ３７５）Ｎ－［２－（４－｛［３－（４－クロロフェニル）プロプ－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）、（Ｆ３７６）４－オキソ－４－［（２－
フェニルエチル）アミノ］ブタン酸、（Ｆ３７７）ブト－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｝カーバメート、（Ｆ３７８）４－アミノ－
５－フルオロピリミジン－２－オール（メソメリー型：６－アミノ－５－フルオロピリミ
ジン－２（１Ｈ）－オン）、（Ｆ３７９）３，４，５－トリヒドロキシ安息香酸プロピル
および（Ｆ３８０）オリザストロビン
からなる群から選択される。
【００９０】
　分類（１）から（１６）の全ての言及された殺菌剤（すなわちＦ１からＦ３８０）は、
それの官能基によって可能であるならば、好適な塩基または酸と塩を形成しても良い。
【００９１】
　本発明の好ましい実施形態では、前記少なくとも殺菌剤は、合成殺菌剤である。
【００９２】
　本発明の好ましい実施形態によれば、前記殺菌剤は、
　（１）エルゴステロール生合成の阻害剤、例えば（Ｆ３）ビテルタノール（５５１７９
－３１－２）、（Ｆ４）ブロムコナゾール（１１６２５５－４８－２）、（Ｆ５）シプロ
コナゾール（１１３０９６－９９－４）、（Ｆ７）ジフェノコナゾール（１１９４４６－
６８－３）、（Ｆ１２）エポキシコナゾール（１０６３２５－０８－０）、（Ｆ１６）フ
ェンヘキサミド（１２６８３３－１７－８）、（Ｆ１７）フェンプロピジン（６７３０６
－００－７）、（Ｆ１９）フルキンコナゾール（１３６４２６－５４－５）、（Ｆ２２）
フルトリアホール、（Ｆ２６）イマザリル、（Ｆ２９）イプコナゾール（１２５２２５－
２８－７）、（Ｆ３０）メトコナゾール（１２５１１６－２３－６）、（Ｆ３１）ミクロ
ブタニル（８８６７１－８９－０）、（Ｆ３７）ペンコナゾール（６６２４６－８８－６
）、（Ｆ４０）プロピコナゾール（６０２０７－９０－１）、（Ｆ４１）プロチオコナゾ
ール（１７８９２８－７０－６）、（Ｆ４４）キンコナゾール（１０３９７０－７５－８
）、（Ｆ４６）スピロキサミン（１１８１３４－３０－８）、（Ｆ４７）テブコナゾール
（１０７５３４－９６－３）、（Ｆ５１）トリアジメノール（８９４８２－１７－７）、
（Ｆ５５）トリチコナゾール（１３１９８３－７２－７）、
　（２）複合体ＩまたはＩＩでの呼吸鎖の阻害剤、例えば、（Ｆ６５）ビキサフェン（５
８１８０９－４６－３）、（Ｆ６６）ボスカリド（１８８４２５－８５－６）、（Ｆ６７
）カルボキシン（５２３４－６８－４）、（Ｆ７０）フルオピラム（６５８０６６－３５
－４）、（Ｆ７１）フルトラニル（６６３３２－９６－５）、（Ｆ７２）フルキサピロキ
サド（ｆｌｕｘａｐｙｒｏｘａｄ）（９０７２０４－３１－３）、（Ｆ７３）フラメトピ
ル（１２３５７２－８８－３）、（Ｆ７５）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，９
ＳＲ）の混合物）（８８１６８５－５８－１）、（Ｆ７６）イソピラザム（アンチ－エピ
マー性ラセミ化合物１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲ）、（Ｆ７７）イソピラザム（アンチ－エピ
マー性エナンチオマー１Ｒ，４Ｓ，９Ｓ）、（Ｆ７８）イソピラザム（アンチ－エピマー
性エナンチオマー１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、（Ｆ７９）イソピラザム（シン－エピマー性ラセ
ミ化合物１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、（Ｆ８０）イソピラザム（シン－エピマー性エナン
チオマー１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、（Ｆ８１）イソピラザム（シン－エピマー性エナンチオマ
ー１Ｓ，４Ｒ，９Ｓ）、（Ｆ８４）ペンフルフェン（４９４７９３－６７－８）、（Ｆ８
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５）ペンチオピラド（１８３６７５－８２－３）、（Ｆ８６）セダキサン（８７４９６７
－６７－６）、（Ｆ８７）チフルザミド（１３００００－４０－７）、（Ｆ９１）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）、（Ｆ９８）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－（１，３，３－
トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－
カルボキサミド、（Ｆ９９）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）－Ｎ－［（１Ｓ）
－１，３，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル］－１Ｈ－ピ
ラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１００）１－メチル－３－（トリフルオロメチル）
－Ｎ－［（１Ｒ）－１，３，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－インデン－４－
イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０１）３－（ジフルオロメチル
）－１－メチル－Ｎ－［（３Ｓ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－
インデン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド、（Ｆ１０２）３－（ジ
フルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－［（３Ｒ）－１，１，３－トリメチル－２，３－ジ
ヒドロ－１Ｈ－インデン－４－イル］－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキサミド；
　（３）複合体ＩＩＩでの呼吸鎖の阻害薬剤、例えば、（Ｆ１０５）アメトクトラジン（
８６５３１８－９７－４）、（Ｆ１０６）アミスルブロム（３４８６３５－８７－０）、
（Ｆ１０７）アゾキシストロビン（１３１８６０－３３－８）、（Ｆ１０８）シアゾファ
ミド（１２０１１６－８８－３）、（Ｆ１１１）ジモキシストロビン（１４１６００－５
２－４）、（Ｆ１１２）エネストロブリン（ｅｎｅｓｔｒｏｂｕｒｉｎ）（２３８４１０
－１１－２）、（Ｆ１１３）ファモキサドン（１３１８０７－５７－３）、（Ｆ１１４）
フェンアミドン（１６１３２６－３４－７）、（Ｆ１１６）フルオキサストロビン（３６
１３７７－２９－９）、（Ｆ１１７）クレソキシム－メチル（１４３３９０－８９－０）
、（Ｆ１１８）メトミノストロビン（１３３４０８－５０－１）、（Ｆ１１９）オリサス
トロビン（１８９８９２－６９－１）、（Ｆ１２０）ピコキシストロビン（１１７４２８
－２２－５）、（Ｆ１２１）ピラクロストロビン（１７５０１３－１８－０）、（Ｆ１２
４）ピリベンカルブ（７９９２４７－５２－２）、（Ｆ１２６）トリフロキシストロビン
（１４１５１７－２１－７）；
　（４）有糸分裂および細胞分裂の阻害剤、例えば、（Ｆ１３９）カルベンダジム（１０
６０５－２１－７）、（Ｆ１４０）クロルフェナゾール（３５７４－９６－７）、（Ｆ１
４１）ジエトフェンカルブ（８７１３０－２０－９）、（Ｆ１４２）エタボキサム（１６
２６５０－７７－３）、（Ｆ１４３）フルオピコリド（２３９１１０－１５－７）、（Ｆ
１４４）フベリダゾール（３８７８－１９－１）、（Ｆ１４５）ペンシクロン（６６０６
３－０５－６）、（Ｆ１４７）チオファネート－メチル（２３５６４－０５－８）、（Ｆ
１４９）ゾキサミド（１５６０５２－６８－５）；
　（５）多部位作用を有することができる化合物、例えば、（Ｆ１５４）キャプタン（１
３３－０６－２）、（Ｆ１５５）クロロタロニル（１８９７－４５－６）、（Ｆ１５６）
水酸化銅（２０４２７－５９－２）、（Ｆ１５９）塩基性塩化銅（１３３２－４０－７）
、（Ｆ１６２）ジチアノン（３３４７－２２－６）、（Ｆ１６３）ドジン（２４３９－１
０－３）、（Ｆ１６７）ホルペット（１３３－０７－３）、（Ｆ１６８）グアザチン（１
０８１７３－９０－６）、（Ｆ１７２）イミノクタジン三酢酸塩（５７５２０－１７－９
）、（Ｆ１７４）マンコゼブ（８０１８－０１－７）、（Ｆ１８０）プロピネブ（１２０
７１－８３－９）、（Ｆ１８１）硫黄および多硫化カルシウムなどの硫黄剤（７７０４－
３４－９）、（Ｆ１８２）チウラム（１３７－２６－８）；
　（６）宿主防御を誘発することができる化合物、例えば、（Ｆ１８６）アシベンゾラル
－Ｓ－メチル（１３５１５８－５４－２）、（Ｆ１８７）イソチアニル（２２４０４９－
０４－１）、（Ｆ１８９）チアジニル（２２３５８０－５１－６）；
　（７）アミノ酸および／またはタンパク質生合成の阻害剤、例えば、（Ｆ１９２）シプ
ロジニル（１２１５５２－６１－２）、（Ｆ１９６）ピリメタニル（５３１１２－２８－
０）；
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　（８）細胞壁合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２０２）ベンチアバリカルブ（１７７４０６
－６８－７）、（Ｆ２０３）ジメトモルフ（１１０４８８－７０－５）、（Ｆ２０５）イ
プロバリカルブ（１４０９２３－１７－７）、（Ｆ２０６）マンジプロパミド（３７４７
２６－６２－２）、（Ｆ２１０）バリフェナレート（２８３１５９－９４－４；２８３１
５９－９０－０）；
　（９）脂質および膜合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２１６）ヨードカルブ（ｉｏｄｏｃａ
ｒｂ）（５５４０６－５３－６）、（Ｆ２１７）イプロベンホス（２６０８７－４７－８
）、（Ｆ２２０）プロパモカルブ塩酸塩（２５６０６－４１－１）、（Ｆ２２５）トルク
ロホス－メチル（５７０１８－０４－９）；
　（１０）メラニン生合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２２６）カルプロパミド（１０４０３
０－５４－８）；
　（１１）核酸合成の阻害剤、例えば、（Ｆ２３３）ベナラキシル（７１６２６－１１－
４）、（Ｆ２３４）ベナラキシル－Ｍ（キララキシル）（９８２４３－８３－５）、（Ｆ
２３９）フララキシル（５７６４６－３０－７）、（Ｆ２４０）ヒメキサゾール（１００
０４－４４－１）、（Ｆ２４１）メタラキシル（５７８３７－１９－１）、（Ｆ２４２）
メタラキシル－Ｍ（メフェノキサム）（７０６３０－１７－０）、（Ｆ２４４）オキサジ
キシル（７７７３２－０９－３）；
　（１２）シグナル伝達の阻害剤、例えば、（Ｆ２４７）フェンピクロニル（７４７３８
－１７－３）、（Ｆ２４８）フルジオキソニル（１３１３４１－８６－１）、（Ｆ２４９
）イプロジオン（３６７３４－１９－７）、（Ｆ２５１）キノキシフェン（１２４４９５
－１８－７）、（Ｆ２５２）ビンクロゾリン（５０４７１－４４－８）；
　（１３）脱共役剤として作用することができる化合物、例えば、（Ｆ２５６）フルアジ
ナム（７９６２２－５９－６）；
　（１４）さらに別の化合物、例えば、（Ｆ２６６）シモキサニル（５７９６６－９５－
７）、（Ｆ２８０）フルチアニル（３０４９００－２５－２）、（Ｆ２８１）ホセチル－
アルミニウム（３９１４８－２４－８）、（Ｆ２８６）メタスルホカルブ（６６９５２－
４９－６）、（Ｆ２８７）イソチオシアン酸メチル（５５６－６１－６）、（Ｆ２８８）
メトラフェノン（２２０８９９－０３－６）、（Ｆ２９８）リン酸およびそれの塩（１３
５９８－３６－２）、（Ｆ３０１）プロキナジド（１８９２７８－１２－４）、（Ｆ３０
９）トリアゾキシド（７２４５９－５８－６）および（Ｆ３１９）２，６－ジメチル－１
Ｈ，５Ｈ－［１，４］ジチイノ［２，３－ｃ：５，６－ｃ′］ジピロール－１，３，５，
７（２Ｈ，６Ｈ）－テトロンからなる群から選択される。
【００９３】
　別の添加剤
　本発明の１態様は、増量剤、溶媒、自発性促進剤、担体、乳化剤、分散剤、凍結保護剤
、増粘剤およびアジュバントからなる群から選択される少なくとも一つの補助剤をさらに
含む上記の組成物を提供することにある。それらの組成物は、製剤と称される。
【００９４】
　従って、本発明の１態様において、そのような製剤およびそれから調製される施用形態
が、本発明の組成物を含む水薬、滴剤および噴霧液などの作物保護剤および／または農薬
として提供される。その施用形態は、さらなる作物保護剤および／または農薬、および／
または浸透剤、例としては、例えば菜種油、ヒマワリ油などの植物油、例えば液体パラフ
ィンなどの鉱油、菜種油もしくは大豆油メチルエステルもしくはアルカノールアルコキシ
レートなどの植物脂肪酸のアルキルエステル類などの活性促進補助剤、および／または例
えばアルキルシロキサン類および／または塩などの展着剤、例としては有機もしくは無機
アンモニウムもしくはホスホニウム塩、例としては硫酸アンモニウムもしくはリン酸水素
ジアンモニウム、および／またはスルホコハク酸ジオクチルもしくはヒドロキシプロピル
グアーポリマー類などの保持促進剤および／またはグリセロールなどの保湿剤および／ま
たは例えばアンモニウム系、カリウム系もしくはリン系肥料などの肥料を含むことができ
る。
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【００９５】
　代表的な製剤の例には、水溶性液（ＳＬ）、乳剤（ＥＣ）、水系乳濁液（ＥＷ）、フロ
アブル剤（ＳＣ、ＳＥ、ＦＳ、ＯＤ）、水分散性粒剤（ＷＧ）、粒剤（ＧＲ）およびカプ
セル濃厚剤（ＣＳ）であり、これらおよび他の可能な種類の製剤は、例えばＦＡＯ／ＷＨ
Ｏ　Ｊｏｉｎｔ　Ｍｅｅｔｉｎｇ　ｏｎ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉ
ｏｎｓ，　２００４，　ＩＳＢＮ：９２５１０４８５７６作製のＣｒｏｐ　Ｌｉｆｅ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ａｎｄ　ｉｎ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔ
ｉｏｎｓ，　Ｍａｎｕａｌ　ｏｎ　ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　ａｎｄ　ｕｓｅ　ｏｆ　Ｆ
ＡＯ　ａｎｄ　ＷＨＯ　ｓｐｅｃｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ
，　ＦＡＯ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　Ｐａ
ｐｅｒｓ－１７３によって記載されている。製剤は、１以上の本発明の活性化合物以外の
農薬活性化合物を含んでいても良い。
【００９６】
　対象の製剤もしくは施用形態は好ましくは、補助剤、例えば増量剤、溶媒、自発性促進
剤、担体、乳化剤、分散剤、凍結防止剤、殺生物剤、増粘剤および／または他の補助剤、
例えばアジュバントを含む。この文脈でのアジュバントは、製剤の生理効果を高める成分
であり、その成分自体は生理効果を持たない。アジュバントの例は、葉表面への保持、展
着、付着または浸透を促進する薬剤である。
【００９７】
　これらの製剤は、公知の方法で、例えば補助剤、例えば増量剤、溶媒および／または固
体担体および／またはさらなる補助剤、例えば界面活性剤と活性化合物を混合することで
製造される。製剤は、好適な工場で、または施用前もしくは施用時に調製する。
【００９８】
　補助剤としての使用に好適なものは、活性化合物の製剤、またはその製剤から調製され
る施用形態（例えば、噴霧液または種子粉衣剤などの使用可能な作物保護剤）にある種の
物理的および／または生物学的特性などの特定の特性を付与する上で好適な物質であるこ
とができる。
【００９９】
　好適な増量剤は、例えば水、極性および非極性有機化学液体、例えば芳香族および非芳
香族炭化水素（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
ゼン類など）、アルコール類および多価アルコール類（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良い）、ケトン類（アセトン、シクロヘキサノ
ンなど）、エステル類（脂肪およびオイル類など）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（Ｎ－アルキルピロリド
ン類など）およびラクトン類、スルホン類およびスルホキシド（ジメチルスルホキシドな
ど）の種類からのものである。
【０１００】
　使用される増量剤が水である場合、補助溶媒として例えば有機溶媒を用いることも可能
である。実質的に、好適な液体溶媒は、トルエン、トルエンまたはアルキルナフタレン類
などの芳香族類、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などの塩素化
芳香族類および塩素化脂肪族炭化水素類、シクロヘキサンまたはパラフィン類などの脂肪
族炭化水素類、例えば石油留分、鉱油および植物油、ブタノールまたはグリコールなどの
アルコール類およびそれらのエーテル類およびエステル類、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などのケトン類、ジメチルホルムア
ミドおよびジメチルスルホキシドなどの強極性溶媒、および水である。
【０１０１】
　基本的に、全ての好適な溶媒を用いることが可能である。好適な溶媒は、例えば、芳香
族炭化水素、例えばキシレン、トルエンまたはアルキルナフタレン類、例えば塩素化芳香
族もしくは脂肪族炭化水素、例えばクロロベンゼン、クロロエチレンまたはメチレンクロ
ライド、例えば脂肪族炭化水素、例えばシクロヘキサン、例えばパラフィン類、石油留分
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、鉱油および植物油、アルコール類、例えばメタノール、エタノール、イソプロパノール
、ブタノールまたはグリコール、例えばさらには、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、例えば強極性溶媒、例えばジメチルスルホキシド、そしてさらには水である。
【０１０２】
　基本的に、全ての好適な担体を用いることができる。好適な担体には、特には、例えば
アンモニウム塩およびカオリン類、クレー類、タルク、チョーク、石英、アタパルガイト
、モンモリロナイトまたは珪藻土などの粉砕天然鉱物、および微粉砕シリカ、アルミナな
どの粉砕合成鉱物ならびに天然もしくは合成ケイ酸塩、樹脂、ロウ類および／または固体
肥料がある。そのような担体の混合物も同様に用いることができる。粒剤に好適な担体に
は、次のもの、例えば方解石、大理石、軽石、海泡石、白雲石などの粉砕および分別天然
鉱物、そして無機および有機ミールの合成顆粒、そしておが屑、紙、ヤシ殻、トウモロコ
シ穂軸およびタバコ茎などの有機材料の顆粒などがある。
【０１０３】
　液化ガス増量剤または溶媒も用いることができる。特に好適なものは、標準的な温度で
および標準的な圧力下で気体である増量剤または担体であり、例としてはエアロゾル噴射
剤、例えばハロゲン化炭化水素、さらにはブタン、プロパン、窒素および二酸化炭素があ
る。
【０１０４】
　イオン特性またはノニオン特性を有する乳化剤および／または発泡剤、分散剤または湿
展剤またはこれら界面活性物質の混合物の例には、ポリアクリル酸の塩、リグノスルホン
酸の塩、フェノールスルホン酸またはナフタレンスルホン酸の塩、エチレンオキサイドと
脂肪アルコールとのまたは脂肪酸とのまたは脂肪アミンとの、置換フェノール（好ましく
はアルキルフェノール類またはアリールフェノール類）との重縮合物、スルホコハク酸エ
ステルの塩、タウリン誘導体（好ましくは酒石酸アルキル類）、ポリエトキシル化アルコ
ール類もしくはフェノール類のリン酸エステル類、多価アルコールの脂肪酸エステル類、
および硫酸エステル類、スルホン酸エステル類およびリン酸エステル類を含む化合物の誘
導体、例えばアルキルアリールポリグリコールエーテル類、アルキルスルホン酸エステル
類、アルキル硫酸エステル類、アリールスルホン酸エステル類、タンパク質加水分解物、
リグノサルファイト廃液およびメチルセルロースがある。界面活性物質の存在は、活性化
合物のうちの一つおよび／または不活性担体のうちの一つが水に不溶であり、施用を水で
行う場合に有利である。
【０１０５】
　製剤およびそれから誘導される使用形態中に存在しても良いさらなる補助剤には、無機
顔料、例えば酸化鉄、酸化チタン、プルシアンブルー、ならびにアリザリン染料、アゾ染
料および金属フタロシアニン染料などの有機染料のような着色剤、ならびに栄養素および
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など
がある。
【０１０６】
　低温安定剤、保存剤、酸化防止剤、光安定剤、または化学的および／または物理的安定
性を高める他の薬剤などの安定剤も存在することができる。さらに、発泡剤または消泡剤
を存在させても良い。
【０１０７】
　さらに、製剤およびそれから誘導される施用形態は、別の補助剤として、カルボキシメ
チルセルロースなどの粘着剤、粉末、顆粒またはラテックスの形態での天然および合成ポ
リマー、例えばアラビアガム、ポリビニルアルコール、ポリ酢酸ビニル、さらにはセファ
リン類およびレシチン類などの天然リン脂質、ならびに合成リン脂質を含むこともできる
。さらなる可能な補助剤には、鉱油および植物油などがある。
【０１０８】
　製剤およびそれから誘導される施用形態には、さらに別の補助剤が存在することが可能
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である。そのような添加剤の例には、香料、保護コロイド、結合、接着剤、増粘剤、チキ
ソトロピー物質、浸透剤、保持促進剤、安定剤、金属イオン封鎖剤、錯化剤、保湿剤およ
び展着剤などがある。概して、活性化合物は、製剤に一般に用いられる固体および液体添
加剤と組み合わせることができる。
【０１０９】
　好適な保持促進剤には、動的表面張力を低減する全ての物質、例えばスルホコハク酸ジ
オクチル、または粘弾性を高める全ての物質、例えばヒドロキシプロピルグアーポリマー
などがある。
【０１１０】
　本発明の文脈で好適な浸透剤には、代表的には活性農薬化合物の植物への浸透を高める
のに用いられる全ての物質などがある。この文脈での浸透剤は、（通常は水系）施用液か
らおよび／または噴霧コーティングから、植物のクチクルに浸透することができ、それに
よってクチクルにおける活性化合物の移動性を高めることができるものと定義される。こ
の特性は、文献（Ｂａｕｒ　ｅｔ　ａｌ．，　１９９７，　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ　５１，　１３１－１５２）に記載の方法を用いて確認することができる。例と
しては、ココナツ脂肪エトキシレート（１０）またはイソトリデシルエトキシレート（１
２）などのアルコールアルコキシレート類、脂肪酸エステル類、例えば菜種油もしくは大
豆油メチルエステル、脂肪アミンアルコキシレート類、例えば獣脂アミンエトキシレート
（１５）、またはアンモニウムおよび／またはホスホニウム塩、例えば硫酸アンモニウム
またはリン酸水素ジアンモニウムなどがある。
【０１１１】
　その製剤は好ましくは、製剤の重量に基づいて０．０００００００１重量％から９８重
量％の活性化合物、または特に好ましくは０．０１重量％から９５重量％の活性化合物、
より好ましくは０．５重量％から９０重量％の活性化合物を含む。活性化合物の含有量は
、前記少なくとも一つの生物農薬および前記少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）の合計として
定義される。
【０１１２】
　製剤から調製される施用形態（作物保護剤）の活性化合物含有量は、広い範囲内で変動
させることができる。その施用形態の活性化合物濃度は代表的には、施用形態の重量に基
づいて０．０００００００１重量％から９５重量％の活性化合物、好ましくは０．０００
０１重量％から１重量％とすることができる。施用は、その施用形態に適合させた一般的
な方法で行う。
【０１１３】
　パーツのキット
　さらに、本発明の１態様において、空間的に分離されて配置された本発明による組成物
を含むパーツのキットが提供される。
【０１１４】
　本発明の別の実施形態において、上記のパーツのキットはさらに、少なくとも一つの別
の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤を含み、ただし殺虫剤（ＩＩ）
は殺虫剤（Ｉ）と同一ではなく、生物農薬は殺菌剤と同一ではない。殺菌剤は、空間的に
分離されたパーツのキットの生物農薬コンポーネントに、もしくはパーツのキットの殺虫
剤コンポーネントに、またはこれらコンポーネントの両方に存在することができる。好ま
しくは、殺菌剤は殺虫剤コンポーネント中に存在する。さらに、本発明によるパーツのキ
ットはさらに、下記で言及される増量剤、溶媒、自発性促進剤、担体、乳化剤、分散剤、
凍結保護剤、増粘剤およびアジュバントからなる群から選択される少なくとも一つの補助
剤を含むことができる。この少なくとも一つの補助剤は、空間的に分離されたパーツのキ
ットの生物農薬コンポーネントに、もしくはパーツのキットの殺虫剤コンポーネントに、
またはこれらコンポーネントの両方に存在することができる。
【０１１５】
　本発明の別の態様において、上記の組成物は、昆虫、線虫および／または植物病原体に
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よって生じる植物および植物部分の全体的な損傷ならびに収穫された果実もしくは野菜の
損失を減らすのに用いられる。
【０１１６】
　さらに、本発明の別の態様において、上記の組成物は全体的な植物の健康を増進させる
。
【０１１７】
　「植物の健康」という用語は一般に、病害生物の防除に関係ない植物の各種改善を含む
ものである。例えば、挙げることができる有利な性質には、発芽、作物収量、タンパク質
含有量、オイル含有量、デンプン含有量、根系の発達増加、根の成長増進、根の大きさ維
持の向上、根の有効性の向上、ストレス耐性の向上（例えば、干魃、熱、塩、ＵＶ、水、
低温）、エチレン低減（産生減少および／または受容の阻害）、分げつの増加、植物高さ
の増加、葉身の拡大、枯れた根出葉の減少、分げつ枝の強化、葉の緑色強化、色素含有量
、光合成活性、必要投入量の低下（肥料または水など）、必要な種子の減少、分げつの生
産性向上、開花の早期化、結実の早期化、植物倒伏（ｖｅｒｓｅ）（倒伏）の減少、苗条
成長の増加、植物活力の強化、立った植物の増加ならびに早期およびより良好な発芽など
の改善された作物特性がある。
【０１１８】
　本発明による使用に関しては、改善された植物の健康は好ましくは、作物収量、根系の
発達増加（根の成長増進）、根の大きさ維持の向上、根の有効性の向上、分げつの増加、
植物高さの増加、葉身の拡大、枯れた根出葉の減少、分げつ枝の強化、葉の緑色強化、光
合成活性、分げつの生産性向上、植物活力の強化および立った植物の増加などの改善され
た植物特性を指す。
【０１１９】
　本発明に関して、改善された植物の健康は、好ましくは特には、作物収量、根系の発達
増加、根の成長増進、根の大きさ維持の向上、根の有効性の向上、分げつの増加および植
物高さの増加から選択される改善された植物の性質を指す。
【０１２０】
　本明細書で定義の植物の健康に対する本発明による組成物の効果は、前記植物のある部
分を本発明による組成物によって処理し、当該植物の別の部分を本発明による組成物で処
理せずに、同じ環境条件下で成長する植物を比較することで確認することができる。代わ
りに、前記の他の部分は、全く処理しないか、プラシーボ（すなわち、全ての有効成分を
含まない施用（すなわち、本明細書に記載の生物農薬を含まず、本明細書に記載の殺虫剤
を含まない）、または本明細書に記載の生物農薬を含まない施用、または本明細書に記載
の殺虫剤を含まない施用などの本発明による組成物を用いない施用）で処理される。
【０１２１】
　本発明による組成物は、任意の望ましい方法で、例えば、種子粉衣、土壌潅注の形態で
、および／または、畝間に直接的に、および／または茎葉散布として施用することができ
、そして、発芽前、発芽後またはその両方のいずれかで施用することができる。すなわち
、当該組成物は、種子、植物もしくは収穫された果実および野菜に施用することができる
か、植物がそこで成育している土壌もしくは成育させるのが望ましい土壌（植物の成長場
所）に施用することができる。
【０１２２】
　植物および植物部分の全体的な損傷を低減することで、植物の健康が増進され、および
／または植物の活力および収量の増加が生じる。
【０１２３】
　好ましくは、本発明による組成物は、従来の植物もしくはトランスジェニック植物また
はそれらの種子を処理するのに使用される。
【０１２４】
　本発明の別の態様において、植物、植物部分、収穫された果実、野菜および／または植
物の成長場所に、相乗的に有効な量で本発明の組成物および適宜に少なくとも一つの別の
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殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤を同時または順次施用する段階を
含む、昆虫、線虫および／または植物病原体によって生じる植物および植物部分の全体的
損傷ならびに収穫された果実もしくは野菜における損失の低減方法が提供される。
【０１２５】
　本発明の方法は、次の施用方法を含む。すなわち、前記の少なくとも一つの生物農薬お
よび少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）の両方を、農業上許容される貯蔵寿命を有する単一の
安定な組成物（いわゆる「単一製剤」）に製剤することができるか、使用の前または使用
時に組み合わせる（いわゆる「組み合わせ製剤」）。
【０１２６】
　別段の断りがない限り、「組み合わせ」という表現は、単一製剤中の、単一の「レディ
ーミックス」形態中の、単一製剤で構成されている組み合わせ噴霧混合物（例えば、「タ
ンクミックス」）中の、特には順次で（すなわち、適度に短い期間（例えば、数時間また
は数日間、例えば２時間から７日間）の範囲内で順次に）施用される場合の単一の有効成
分の組合せ使用における、前記少なくとも一つの生物農薬（Ｉ）および前記少なくとも一
つの生物農薬および適宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少な
くとも一つの殺菌剤の各種組み合せを意味する。本発明による組成物を施用する順序は、
本発明の作用に関してはあまり重要ではない。従って、「組み合わせ」という用語は、例
えば、前記少なくとも一つの生物農薬および前記少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）および適
宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤を
同時にまたは連続して植物、それの周囲、生息環境または貯蔵空間に施用した後における
、前記前記少なくとも一つの生物農薬および前記少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）および適
宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤の
処理される植物の表面上もしくは内部または処理される植物の周囲、生息環境または貯蔵
空間における存在も包含するものである。
【０１２７】
　前記前記少なくとも一つの生物農薬および前記少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）および適
宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤を
順次で利用または使用する場合、次の方法、すなわち第１に前記少なくとも一つの殺虫剤
（Ｉ）および適宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも
一つの殺菌剤を植物もしくは植物部分または土壌に施用し、第２に生物農薬を同じ植物も
しくは植物部分に施用する方法に従って植物もしくは植物部分（種子および種子から発芽
する植物を含む）、収穫された果実および野菜を処理することが好ましい。（作物）成長
サイクル内での第１の施用と第２の施用の間の時間間隔は変動することができ、達成され
るべき効果によって決まる。例えば、第１の施用は、昆虫、線虫および／または植物病原
体による植物または植物部分への侵入を防止し（これは特に、種子処理の場合である。）
、または昆虫、線虫および／または植物病原体による侵入と戦う（これは特に、植物およ
び植物部分の処理の場合である。）ために行い、第２の施用は昆虫、線虫および／または
植物病原体による侵入を予防または抑制するために行う。この文脈での抑制は、生物農薬
が病害生物や植物病原性真菌を完全に死滅させることができるのではなく侵入を許容され
るレベルに維持できることを意味する。
【０１２８】
　前記の段階後に、処理された植物、植物部分、ならびに収穫された果実および野菜表面
での少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）、および適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）
および／または少なくとも一つの殺菌剤の残留は非常に低レベルとすることができる。
【０１２９】
　別段の言及がなければ、植物または植物部分（種子および種子から発芽した植物を含む
）、収穫された果実および野菜の本発明による組成物による処理は、一般的な処理方法、
例えば浸漬、散布、噴霧、潅漑、気化、散粉、煙霧、ばらまき、泡状化、塗布、拡散（ｓ
ｐｒｅａｄｉｎｇ－ｏｎ）、潅水（潅注（ｄｒｅｎｃｈｉｎｇ））、点滴潅漑などによっ
て、直接的に行うか、または、それらの周囲、生息環境もしくは貯蔵空間に作用させるこ
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とにより行う。さらに、前記少なくとも一つの生物農薬、前記少なくとも一つの殺虫剤（
Ｉ）、および適宜に前記少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも
一つの殺菌剤を単一製剤もしくは組み合わさ製剤として超微量散布法によって施用するこ
とも可能であり、または本発明による組成物を組成物として、または単一製剤として土壌
中（畝間）に注入することが可能である。
【０１３０】
　「処理対象の植物」という用語は、植物の全ての部分（これは、その根系を包含する）
、および、それぞれ、処理対象植物の茎もしくは幹の周囲の少なくとも１０ｃｍ、２０ｃ
ｍ、３０ｃｍの半径内にある材料物質（例えば、土壌または栄養媒体）または処理対象の
その植物の根系の周囲の少なくとも１０ｃｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍの半径内にある材料物
質を包含する。
【０１３１】
　適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤の
存在下に、殺虫剤（Ｉ）と組み合わせて使用もしくは利用される生物農薬の量は、最終製
剤ならびに処理される植物、植物部分、種子、収穫された果実および野菜の大きさもしく
は種類によって決まる。通常、本発明に従って利用もしくは使用される生物農薬は、それ
の単一製剤または少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）および適宜に少なくとも一つの別の殺虫
剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤との組み合わせ製剤の約２％から約８
０重量％、好ましくは約５％から約７５重量％、より好ましくは約１０％から約７０重量
％で存在する。
【０１３２】
　好ましい実施形態において、植物または種子、果実もしくは野菜などの植物部分に生物
農薬を施用する時点で、ペシロミセス・リラシヌス（Ｐａｅｃｉｌｏｍｙｃｅｓ　ｌｉｌ
ａｃｉｎｕｓ）株２５１、例えばそれの胞子は、少なくとも１０４コロニー形成単位／ｇ
製剤（例えば、細胞数／ｇ製剤、胞子数／ｇ製剤）、例えば１０４から１０１１ｃｆｕ／
ｇ、好ましくは１０５から１０１０ｃｆｕ／ｇ、より好ましくは１０７から１０８ｃｆｕ
／ｇ、例えば１０８ｃｆｕ／ｇ、１０９ｃｆｕ／ｇ、５×１０９ｃｆｕ／ｇ、１０１０ｃ
ｆｕ／ｇまたは５×１０１０ｃｆｕ／ｇの濃度で単一製剤または組み合わせ製剤中に存在
し、トリコデルマ・アトロビリデ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｒｍａ　ａｔｒｏｖｉｒｉｄｅ）Ｓ
Ｃ１、例えばそれの胞子は、少なくとも１０１コロニー形成単位／ｇ製剤（例えば、細胞
数／ｇ製剤、胞子数／ｇ製剤）、例えば１０１から１０５ｃｆｕ／ｇ、好ましくは１０２

から１０３ｃｆｕ／ｇの濃度で単一製剤または組み合わせ製剤中に存在し、コニオチリウ
ム・ミニタンス（Ｃｏｎｉｏｔｈｙｒｉｕｍ　ｍｉｎｉｔａｎｓ）ＣＯＮ／Ｍ／９１－０
８、例えばそれの胞子は、少なくとも１０５コロニー形成単位／ｇ製剤（例えば、細胞数
／ｇ製剤、胞子数／ｇ製剤）、例えば１０５から１０１７ｃｆｕ／ｇ、好ましくは１０７

から１０１５ｃｆｕ／ｇ、より好ましくは１０１０から１０１３ｃｆｕ／ｇの濃度で単一
製剤または組み合わせ製剤中に存在する。生物農薬を植物または種子、果実もしくは野菜
などの植物部分に施用する場合の時間点を考慮すると、例えば胞子もしくは細胞の形態で
の生物農薬の濃度についての言及（少なくとも一つの生物農薬の製剤の量と殺虫剤の量の
間の比について議論する場合）も行う。
【０１３３】
　適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤の
存在下に、生物農薬と組み合わせて使用もしくは利用される少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ
）の量も、最終製剤ならびに処理される植物、植物部分、種子、収穫された果実および野
菜の大きさもしくは種類によって決まる。通常、本発明に従って利用もしくは使用される
殺虫剤（Ｉ）は、それの単一製剤または生物農薬および適宜に少なくとも一つの別の殺虫
剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤との組み合わせ製剤の約０．１％から
約８０重量％、好ましくは１％から約６０重量％、より好ましくは約１０％から約５０重
量％で存在する。
【０１３４】



(48) JP 2015-536350 A 2015.12.21

10

20

30

40

50

　少なくとも一つの生物農薬および少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）、および存在する場合
には少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤も、相
乗的重量比で使用または利用される。当業者であれば、通常の方法によって本発明におけ
る相乗的重量比を見出すことができる。当業者には、これらの比が、組み合わせ製剤内の
比率ならびに両方の成分を処理対象植物に単一製剤として施用した場合の本明細書に記載
の少なくとも一つの生物農薬および殺虫剤（Ｉ）の計算上の比率を指すことは明らかであ
る。単一製剤中の生物農薬および殺虫剤のそれぞれの体積および量は当業者には既知であ
ることから、当業者は簡単な数学によってこの比を計算することができる。
【０１３５】
　その比は、本発明による組み合わせの前記成分を植物もしくは植物部分に施用した時点
での少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）の量および本発明による組み合わせの前記成分を植物
もしくは植物部分に施用する少し前（例えば、４８時間、２４時間、１２時間、６時間、
２時間、１時間）またはその時点での生物農薬の量に基づいて計算することができる。
【０１３６】
　植物もしくは植物部分への少なくとも一つの生物農薬および少なくとも一つの殺虫剤（
Ｉ）の施用は、両方の成分が施用後に植物表面もしくは植物体内に存在する限り、同時に
または異なった時点で行うことができる。生物農薬および殺虫剤（Ｉ）を異なる時点で施
用し、殺虫剤（Ｉ）を明瞭に生物農薬より前に施用する場合、当業者は、生物農薬施用の
時点またはその時点の少し前に当業界で公知の化学的分析によって、植物表面／植物体内
における殺虫剤（Ｉ）の濃度を求めることができる。逆も同様に、生物農薬を最初に植物
に施用する場合、生物農薬の濃度は、殺虫剤（Ｉ）施用の時点またはその時点より少し前
に、やはり当業界で公知である試験を用いて求めることができる。
【０１３７】
　特に、１実施形態において、少なくとも一つの生物農薬／胞子製剤および少なくとも一
つの殺虫剤（Ｉ）の相乗的重量比は、１：５００から１０００：１の範囲、好ましくは１
：５００から５００：１の範囲、より好ましくは１：５００から３００：１の範囲にある
。留意すべき点として、これらの比の範囲は、前記細胞／胞子の製剤１ｇ当たり約１０１

０細胞／胞子の生物農薬／胞子製剤（少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）または少なくとも一
つの殺虫剤（Ｉ）の製剤と組み合わせるもの）を指す。例えば、比率１００：１は、製剤
１ｇ当たり１０１０細胞／胞子の細胞／胞子濃度を有する生物農薬／胞子製剤１００重量
部および殺虫剤１重量部を組み合わせること（単一製剤、組み合わせ製剤として、または
植物表面で組み合わせが形成されるようにする植物への別個の施用による）を意味する。
【０１３８】
　別の実施形態において、少なくとも一つの生物農薬／胞子製剤の殺虫剤（Ｉ）に対する
相乗的重量比は、１：１００から６５０００：１の範囲、例えば６２５００：１または３
１２５０：１、好ましくは１：１００から２００００：１の範囲、好ましくは１：５０か
ら１００００：１の範囲、例えば１００：１、２５０：１、５００：１、５３３：１、１
０６６：１（１０６６，６７：１）、２５０００：１、１：６２５０、８０００：１、１
：１００００または１２５００：１、またはさらには１：５０から１０００：１の範囲、
例えば１００：１、２５０：１または５００：１、１０００：１である。やはり、言及し
た比の範囲は、前記生物農薬の製剤１ｇ当たり約１０１０細胞もしくは胞子の生物農薬の
生物農薬／胞子製剤または別途定義のものを指す（例えば、実施例参照）。
【０１３９】
　製剤の細胞／胞子濃度は、当業界で公知の方法を用いることで求めることができる。生
物農薬／胞子製剤の殺虫剤（Ｉ）に対する重量比を比較するため、当業者は、細胞／胞子
製剤１ｇ当たり１０１０細胞／胞子とは異なる生物農薬／胞子濃度を有する製剤と製剤１
ｇ当たり１０１０細胞／胞子の生物農薬／胞子を有する製剤との間の係数を容易に求めて
、生物農薬／胞子製剤の殺虫剤に対する比が上記の比の範囲内であるか否かを計算するこ
とができる。
【０１４０】
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　本発明の１実施形態において、散布後の生物農薬の濃度は、少なくとも５０ｇ／ｈａ、
例えば５０から７５００ｇ／ｈａ、５０から２５００ｇ／ｈａ、５０から１５００ｇ／ｈ
ａ；少なくとも２５０ｇ／ｈａ（ヘクタール）、少なくとも５００ｇ／ｈａまたは少なく
とも８００ｇ／ｈａである。
【０１４１】
　本発明に従って利用もしくは使用される組成物の施用量は、変動し得るものである。当
業者は、通常の実験によって、適切な施用量を見出すことができる。
【０１４２】
　種子処理
　本発明の別の態様において、上記の組成物で処理された種子が提供される。
【０１４３】
　植物の種子を処理することによる昆虫、線虫および／または植物病原体の防除は、かな
り以前から知られており、常に改良すべきテーマである。そうではあっても、種子の処理
は、常に満足な形で解決されるとは限らない一連の問題を伴う。従って、植物の貯蔵中、
播種後または発芽後における作物保護組成物の追加使用の必要性を取り除く、または少な
くとも大幅に減らす、種子および発芽植物の保護方法を開発することが望ましい。さらに
、種子および発芽植物に対して昆虫、線虫および／または植物病原体による攻撃から可能
な最も良好な保護を提供するが、植物自体に対する使用有効成分による損傷を起こさない
ような形で使用される有効成分の量を至適化することが望ましい。特に、種子処理の方法
の場合も、病害生物抵抗性もしくは病害生物耐性のトランスジェニック植物の固有の殺虫
特性および／または殺線虫特性を考慮して、作物保護組成物の使用を最小限としながら種
子および発芽植物の至適な保護を達成すべきである。
【０１４４】
　従って本発明は特に、本発明の個々の菌株の全ての識別特性を有する少なくとも一つの
上記で定義の生物農薬および／またはそれの突然変異体、および／または昆虫、線虫およ
び／または植物病原体に対する活性を示す個々の菌株によって産生される少なくとも一つ
の代謝物および少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）および適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤
（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤によって種子を処理することによって、
種子および発芽植物を病害生物による攻撃から保護する方法に関するものでもある。種子
および発芽植物を病害生物による攻撃から保護する本発明の方法は、種子を少なくとも一
つの生物農薬および少なくとも一つの殺菌剤（Ｉ）、および適宜に少なくとも一つの別の
殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤により１回の操作で同時に処理す
る方法を包含する。それは、種子を少なくとも一つの生物農薬および少なくとも一つの殺
虫剤（Ｉ）、および適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくと
も一つの殺菌剤によって異なる時点で処理する方法も包含する。
【０１４５】
　本発明は、種子および結果的に得られた植物を昆虫、ダニ、線虫および／または植物病
原体に対して保護する目的で種子を処理するための本発明の組成物の使用に関する。
【０１４６】
　本発明はさらに、少なくとも一つの生物農薬および少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）、お
よび適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤
で同時に処理された種子に関する。本発明はさらに、少なくとも一つの生物農薬および少
なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）、および適宜に少なくとも一つの別の殺虫剤（ＩＩ）および
／または少なくとも一つの殺菌剤で異なった時点で処理された種子に関する。少なくとも
一つの生物農薬および少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）、および適宜に少なくとも一つの別
の殺虫剤（ＩＩ）および／または少なくとも一つの殺菌剤によって異なった時点で処理さ
れた種子の場合、本発明の組成物中の個々の有効成分は、種子の異なった層に存在する可
能性がある。
【０１４７】
　さらに、本発明は、本発明の組成物による処理後に、フィルムコーティング処理を受け
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て、種子の埃による摩耗が防止された種子に関する。
【０１４８】
　本発明の利点の一つは、本発明の組成物の特定の全身特性のため、これらの組成物によ
る種子の処理によって、種子自体だけでなく種子が発芽した後の種子から発生した植物に
も、昆虫、線虫および／または植物病原体からの保護が提供されるという点である。この
ようにして、播種時やその少し後に作物を直接処理する必要がなくなる可能性がある。
【０１４９】
　別の利点は、本発明の組成物による種子の処理によって、処理された種子の発芽および
発生を促進できるということに認められる。
【０１５０】
　本発明の組成物を特にトランスジェニック種子にも用いることが可能であることも、有
利であると考えられる。
【０１５１】
　本発明の組成物をシグナル伝達技術の薬剤と併用し、その結果として、例えば、根粒菌
、菌根菌および／または内部寄生菌などの共生生物によるコロニー形成を改善、例えば促
進し、および／または窒素固定を至適化することができることも挙げられる。
【０１５２】
　本発明の組成物は、農業において、温室内で、森林でまたは園芸において使用される全
ての植物品種の種子を保護するのに適している。詳細には、対象となる種子は、禾穀類（
例えば、コムギ、オオムギ、ライムギ、エンバクおよびアワ）、トウモロコシ、ワタ、ダ
イズ、イネ、ジャガイモ、ヒマワリ、コーヒー、タバコ、キャノーラ、アブラナ、ビート
（例えば、テンサイ、および、飼料用ビート）、落花生、野菜（例えば、トマト、キュウ
リ、エンドウマメ、タマネギ、アブラナ科およびレタス）、果樹、芝生および観賞植物の
種子である。禾穀類（例えば、コムギ、オオムギ、ライムギおよびエンバク）、トウモロ
コシ、大豆、棉、キャノーラ、アブラナおよびイネの種子を処理することが、特に重要で
ある。
【０１５３】
　上記ですでに言及したように、本発明の組成物でトランスジェニック種子を処理するこ
とが、特に重要である。ここで対象となる種子は、特には殺虫特性および／または殺線虫
特性を有するポリペプチドの発現を制御する少なくとも１種類の異種遺伝子を含む植物の
種子である。トランスジェニック種子でのこれら異種遺伝子は、例えば、バシルス（Ｂａ
ｃｉｌｌｕｓ）種、リゾビウム（Ｒｈｉｚｏｂｉｕｍ）種、シュードモナス（Ｐｓｅｕｄ
ｏｍｏｎａｓ）種、セラチア（Ｓｅｒｒａｔｉａ）種、トリコデルマ（Ｔｒｉｃｈｏｄｅ
ｒｍａ）種、クラビバクテル（Ｃｌａｖｉｂａｃｔｅｒ）種、グロムス（Ｇｌｏｍｕｓ）
種またはグリオクラジウム（Ｇｌｉｏｃｌａｄｉｕｍ）種の微生物由来であることができ
る。本発明は、バシルス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ）種由来の少なくとも１種類の異種遺伝子を
含むトランスジェニック種子の処理に特に好適である。特に好ましくは、対象となる異種
遺伝子は、バシルス・ツリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ
）に由来するものである。
【０１５４】
　本発明に関連して、本発明の組成物は、種子に対して、単独で施用するか、好適な製剤
で施用する。好ましくは、種子は、処理の途中で損傷が引き起こらないように安定である
条件で処理する。一般に、種子は、収穫と播種の間の任意の時点で処理することができる
。代表的には、植物から分離されていて、穂軸、殻、茎、皮、被毛または髄が除去されて
いる種子を用いる。そこで、例えば、収穫され、不純物が取り除かれ、含水量が１５重量
％未満となるまで乾燥された種子を使用することができる。あるいは、乾燥後に例えば水
で処理され、その後再度乾燥された種子を使用することもできる。
【０１５５】
　種子を処理する場合には、概して、種子の発芽が悪影響を受けないように、および／ま
たは種子から生じた植物が損傷を受けないように、種子に施用する本発明の組成物の量お
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よび／または他の添加剤の量が選択されるようにする必要がある。このことは、特に、特
定の施用量で薬害作用を示し得る有効成分の場合に当てはまる。
【０１５６】
　本発明の組成物は、直接施用することができる。すなわち、さらに別の成分を含ませる
ことなく、そして希釈することなく施用することが可能である。一般に、その組成物は、
好適な製剤の形態で種子に施用するのが好ましい。種子処理のための好適な製剤および方
法は、当業者には公知であり、例えば、次の文献：ＵＳ４，２７２，４１７Ａ、ＵＳ４，
２４５，４３２Ａ、ＵＳ４，８０８，４３０Ａ、ＵＳ５，８７６，７３９Ａ、ＵＳ２００
３／０１７６４２８Ａ１、ＷＯ２００２／０８０６７５Ａ１、ＷＯ２００２／０２８１８
６Ａ２に記載されている。
【０１５７】
　本発明に従って使用することが可能な組み合わせは、一般的な種子粉衣製剤、例えば、
液剤、乳濁液、懸濁液、粉剤、泡剤、スラリーその他の種子用のコーティング組成物、お
よび、さらに、ＵＬＶ製剤などに変換することができる。
【０１５８】
　これらの製剤は、既知の方法で、その組成物を、一般的な補助剤、例えば、一般的な増
量剤、さらには、溶媒または希釈剤、着色剤、湿展剤、分散剤、乳化剤、消泡剤、防腐剤
、二次増粘剤、粘着剤、ジベレリン類などと混合させ、さらには水と混合させることによ
って調製される。
【０１５９】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる着色剤
には、そのような目的に関して一般的な全ての着色剤などがある。この文脈では、水中で
の溶解性が乏しい顔料だけでなく、水溶性染料も使用することができる。例としては、「
Ｒｈｏｄａｍｉｎ　Ｂ」、「Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１１２」、および、「Ｃ
．Ｉ．Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｒｅｄ　１」の名称で知られている着色剤などがある。
【０１６０】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる湿展剤
には、湿潤を促進し、農薬成分の製剤において一般的な慣習的な全ての物質が包含される
。好ましくは、アルキルナフタレンスルホネート類、例えば、ジイソプロピルナフタレン
スルホネートまたはジイソブチル－ナフタレンスルホネートなどを使用することができる
。
【０１６１】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤中に存在させることができる分散剤
および／または乳化剤には、農薬活性成分の製剤において一般的な非イオン性、アニオン
性およびカチオン性の全ての分散剤などがある。好ましくは、非イオン性もしくはアニオ
ン性の分散剤または非イオン性もしくはアニオン性の分散剤の混合物を使用することがで
きる。好適な非イオン性分散剤は特には、エチレンオキシド／プロピレンオキシドブロッ
クポリマー類、アルキルフェノールポリグリコールエーテル類およびトリスチリルフェノ
ールポリグリコールエーテル類、ならびに、それらのリン酸化誘導体または硫酸化誘導体
である。好適なアニオン性分散剤は特には、リグノスルホネート類、ポリアクリル酸塩類
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。
【０１６２】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる消泡剤には、農薬
活性成分の製剤において一般的な全ての泡抑制剤などがある。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使用する。
【０１６３】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる防腐剤には、農芸
化学組成物中でそのような目的のために使用することが可能な全ての物質などがある。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。
【０１６４】
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　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる二次増粘剤には、
農芸化学組成物中でそのような目的のために使用することが可能な全ての物質などがある
。好ましいものと想到されるものには、セルロース誘導体、アクリル酸誘導体、キサンタ
ン、変性クレーおよび高分散シリカなどがある。
【０１６５】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができる粘着剤には、種子
粉衣製品中で使用可能な全ての一般的な結合剤などがある。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を好ましいものとして挙げることがで
きる。
【０１６６】
　本発明に従って使用される種子粉衣製剤中に存在させることができるジベレリン類には
、好ましくは、ジベレリンＡ１、ジベレリンＡ３（＝ジベレリン酸）、ジベレリンＡ４お
よびジベレリンＡ７などがあり、ジベレリン酸を使用するのが特に好ましい。ジベレリン
類は公知である（Ｒ．　Ｗｅｇｌｅｒ　″Ｃｈｅｍｉｅ　ｄｅｒ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃ
ｈｕｔｚ－　ｕｎｄ　Ｓｃｈａｄｌｉｎｇｓｂｅｋａｍｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌ″，　
Ｖｏｌ．２，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ，　１９７０，　ｐｐ．４０１－４１２
参照）。
【０１６７】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤は、非常に多様な種類の種子を処理
するために、直接使用することができるか、予め水で希釈した後に使用することができる
。従って、濃厚物または水による希釈によってそれから得ることができる製剤を用いて、
コムギ、オオムギ、ライムギ、エンバクおよびライコムギなどの穀物の種子、さらにはト
ウモロコシ、イネ、アブラナ、エンドウマメ、マメ類、ワタ、ヒマワリおよびビートの種
子、あるいは非常に多様な野菜の種子を粉衣することができる。本発明に従って使用する
ことが可能な種子粉衣製剤またはそれらの希釈された調製物は、トランスジェニック植物
の種子を粉衣するのに使用することもできる。その場合、発現により形成された物質との
相互作用において、さらなる相乗効果が生じることがあり得る。
【０１６８】
　本発明に従って使用することが可能な種子粉衣製剤または水を添加することによってそ
の種子粉衣製剤から調製される調製物を用いて種子を処理する場合に、好適な混合装置に
は、種子粉衣するために一般的に使用することができる全ての装置が包含される。より詳
細には、種子粉衣を実行する際の手順は、種子を混合機の中に入れること、特定の所望量
の種子粉衣製剤を、そのままで添加するかまたは予め水で希釈した後に添加すること、お
よび、種子表面でのその製剤の分布が均一となるまで混合を実施することを含む。その後
に乾燥操作を行っても良い。
【０１６９】
　本発明に従って使用可能な種子粉衣製剤の施用量は、比較的広い範囲内で変動し得る。
それは、製剤中の少なくとも一つの生物農薬および少なくとも一つの殺虫剤（Ｉ）の特定
の量によって、そして種子によって決まる。当該組成物の場合の施用量は、通常は種子１
ｋｇ当たり０．００１から５０ｇであり、好ましくは種子１ｋｇ当たり０．０１から１５
ｇにある。
【０１７０】
　良好な植物耐性および温血動物に対する良好な毒性および環境による良好な耐用性を併
せ持つ本発明による組成物は、植物および植物器官を保護し、収穫量を増加させ、収穫物
の品質を向上させ、有害動物、特に農業、園芸、畜産、森林、庭園およびレジャー施設、
貯蔵製品および材料の保護、そして衛生部門で遭遇する昆虫、クモ類、蠕虫および軟体動
物を防除するのに好適である。それらは好ましくは、植物保護剤として用いることができ
る。特に、本発明は、農薬としての本発明による組成物の使用に関する。
【０１７１】
　本発明の組成物は好ましくは、普通に感受性および抵抗性の生物種に対して、そして全
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てのもしくは一部の発達段階に対して活性である。上記の病害生物には下記のものなどが
ある。
【０１７２】
　節足動物門、特に、クモ綱（Ａｒａｃｈｎｉｄａ）からの病害生物、例えば、アカルス
属種（Ａｃａｒｕｓ　ｓｐｐ．）、アケリア・シェルドニ（Ａｃｅｒｉａ　ｓｈｅｌｄｏ
ｎｉ）、アキュロプス属種（Ａｃｕｌｏｐｓ　ｓｐｐ．）、アカルス属種（Ａｃｕｌｕｓ
　ｓｐｐ．）、アンブリオンマ属種（Ａｍｂｌｙｏｍｍａ　ｓｐｐ．）、アムピテトラニ
ュクス・ビエネンシス（Ａｍｐｈｉｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｖｉｅｎｎｅｎｓｉｓ）、
アルガス属種（Ａｒｇａｓ　ｓｐｐ．）、ブーフィラス属種（Ｂｏｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、ブレビパルプス属種（Ｂｒｅｖｉｐａｌｐｕｓ　ｓｐｐ．）、ブリオビア・グラ
ミナム（Ｂｒｙｏｂｉａ　ｇｒａｍｉｎｕｍ）、ブリオビア・プラエチオサ（Ｂｒｙｏｂ
ｉａ　ｐｒａｅｔｉｏｓａ）、セントルロイデス属種（Ｃｅｎｔｒｕｒｏｉｄｅｓ　ｓｐ
ｐ．）、コリオプテス属種（Ｃｈｏｒｉｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ．）、デルマニサス・ガリナ
エ（Ｄｅｒｍａｎｙｓｓｕｓ　ｇａｌｌｉｎａｅ）、デルマトファゴイデス・プテロニッ
シナス（Ｄｅｒｍａｔｏｐｈａｇｏｉｄｅｓ　ｐｔｅｒｏｎｙｓｓｉｎｕｓ）、デルマト
ファゴイデス・ファリナエ（Ｄｅｒｍａｔｏｐｈａｇｏｉｄｅｓ　ｆａｒｉｎａｅ）、デ
ルマセントル属種（Ｄｅｒｍａｃｅｎｔｏｒ　ｓｐｐ．）、エオテトラニカス属種（Ｅｏ
ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、エピトリメルス　ピリ（Ｅｐｉｔｒｉｍｅｒｕｓ
　ｐｙｒｉ）、エウテトラニクス属種（Ｅｕｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、エリ
オフィエス属種（Ｅｒｉｏｐｈｙｅｓ　ｓｐｐ．）、グリシファグス・ドメスチクス（Ｇ
ｌｙｃｙｐｈａｇｕｓ　ｄｏｍｅｓｔｉｃｕｓ）、ハロチデウス・　デストルクトル（Ｈ
ａｌｏｔｙｄｅｕｓ　ｄｅｓｔｒｕｃｔｏｒ）、ヘミタルソネムス属種（Ｈｅｍｉｔａｒ
ｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．）、イボマダニ属（Ｈｙａｌｏｍｍａ　ｓｐｐ．）、イキソデ
ス属種（Ｉｘｏｄｅｓ　ｓｐｐ．）、ラトロデクタス属種（Ｌａｔｒｏｄｅｃｔｕｓ　ｓ
ｐｐ．）、ロキソセレス属種（Ｌｏｘｏｓｃｅｌｅｓ　ｓｐｐ．）、メタテトラニカス属
種（Ｍｅｔａｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ネウトロムビクラ・アウツムナリス
（Ｎｅｕｔｒｏｍｂｉｃｕｌａ　ａｕｔｕｍｎａｌｉｓ）、ヌフェルサ属種（Ｎｕｐｈｅ
ｒｓａ　ｓｐｐ．）、オリゴニクス属種（Ｏｌｉｇｏｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、オルニ
トドロス属種（Ｏｒｎｉｔｈｏｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、オルニトニスス属種（Ｏｒｎｉ
ｔｈｏｎｙｓｓｕｓ　ｓｐｐ．）、パノニクス属種（Ｐａｎｏｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）
、フィロコプトルタ・オレイボラ（Ｐｈｙｌｌｏｃｏｐｔｒｕｔａ　ｏｌｅｉｖｏｒａ）
、ポリファゴタルソネムス・ラツス（Ｐｏｌｙｐｈａｇｏｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｌａｔ
ｕｓ）、プソロプテス属種（Ｐｓｏｒｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ．）、リピセファルス属種（Ｒ
ｈｉｐｉｃｅｐｈａｌｕｓ　ｓｐｐ．）、リゾグリフス属種（Ｒｈｉｚｏｇｌｙｐｈｕｓ
　ｓｐｐ．）、サルコプテス属種（Ｓａｒｃｏｐｔｅｓ　ｓｐｐ．）、スコルピオ・マウ
ルス（Ｓｃｏｒｐｉｏ　ｍａｕｒｕｓ）、ステネオタルソネムス属種（Ｓｔｅｎｅｏｔａ
ｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．）、ステネオタルソネムス・スピンキ（Ｓｔｅｎｅｏｔａｒ
ｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｉｎｋｉ）、タルソネムス属種（Ｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．
）、テトラニクス属種（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、トロムビクラ・アルフレ
ズゲシ（Ｔｒｏｍｂｉｃｕｌａ　ａｌｆｒｅｄｄｕｇｅｓｉ）、バエジョビス属種（Ｖａ
ｅｊｏｖｉｓ　ｓｐｐ．）、バサテス・リコペルシシ（Ｖａｓａｔｅｓ　ｌｙｃｏｐｅｒ
ｓｉｃｉ）；
　唇脚綱（Ｃｈｉｌｏｐｏｄａ）からの病害生物、例えば、ゲオフィルス属種（Ｇｅｏｐ
ｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ．）、スクチゲラ属種（Ｓｃｕｔｉｇｅｒａ　ｓｐｐ．）；
　トビムシ目（Ｃｏｌｌｅｍｂｏｌａ）の、例えば、オニキウルス・アルマツス（Ｏｎｙ
ｃｈｉｕｒｕｓ　ａｒｍａｔｕｓ）；
　倍脚綱（Ｄｉｐｌｏｐｏｄａ）からの病害生物、例えば、ブラニウルス・グツラツス（
Ｂｌａｎｉｕｌｕｓ　ｇｕｔｔｕｌａｔｕｓ）；
　昆虫綱（Ｉｎｓｅｃｔａ）からの病害生物、例えば、ゴキブリ目（Ｂｌａｔｔｏｄｅａ
）の、例えば、ブラッテラ・アサヒナイ（Ｂｌａｔｔｅｌｌａ　ａｓａｈｉｎａｉ）、ブ
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ラッテラ・ゲルマニカ（Ｂｌａｔｔｅｌｌａ　ｇｅｒｍａｎｉｃａ）、ブラッタ・オリエ
ンタリス（Ｂｌａｔｔａ　ｏｒｉｅｎｔａｌｉｓ）、レウコファエア・マデラエ（Ｌｅｕ
ｃｏｐｈａｅａ　ｍａｄｅｒａｅ）、パンクロラ属種（Ｐａｎｃｈｌｏｒａ　ｓｐｐ．）
、パルコブラタ属種（Ｐａｒｃｏｂｌａｔｔａ　ｓｐｐ．）、ペリプラネタ属種（Ｐｅｒ
ｉｐｌａｎｅｔａ　ｓｐｐ．）、スペラ・ロンギパルパ（Ｓｕｐｅｌｌａ　ｌｏｎｇｉｐ
ａｌｐａ）；
　鞘翅目（Ｃｏｌｅｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アカリマ・ビタツム（Ａｃ
ａｌｙｍｍａ　ｖｉｔｔａｔｕｍ）、アカントセリデス・オブテクツス（Ａｃａｎｔｈｏ
ｓｃｅｌｉｄｅｓ　ｏｂｔｅｃｔｕｓ）、アドレツス属種（Ａｄｏｒｅｔｕｓ　ｓｐｐ．
）、アゲラスチカ・アルニ（Ａｇｅｌａｓｔｉｃａ　ａｌｎｉ）、アグリオテス属種（Ａ
ｇｒｉｏｔｅｓ　ｓｐｐ．）、アルフィトビウス・ジアペリヌス（Ａｌｐｈｉｔｏｂｉｕ
ｓ　ｄｉａｐｅｒｉｎｕｓ）、アンフィマロン・ソルチチアリス（Ａｍｐｈｉｍａｌｌｏ
ｎ　ｓｏｌｓｔｉｔｉａｌｉｓ）、アノビウム・プンクタツム（Ａｎｏｂｉｕｍ　ｐｕｎ
ｃｔａｔｕｍ）、アノプロホラ属種（Ａｎｏｐｌｏｐｈｏｒａ　ｓｐｐ．）、アントノム
ス属種（Ａｎｔｈｏｎｏｍｕｓ　ｓｐｐ．）、アントレヌス属種（Ａｎｔｈｒｅｎｕｓ　
ｓｐｐ．）、アピオン属種（Ａｐｉｏｎ　ｓｐｐ．）、アポゴニア属種（Ａｐｏｇｏｎｉ
ａ　ｓｐｐ．）、アトマリア属種（Ａｔｏｍａｒｉａ　ｓｐｐ．）、アタゲヌス属種（Ａ
ｔｔａｇｅｎｕｓ　ｓｐｐ．）、ブルキジウス・オブテクツス（Ｂｒｕｃｈｉｄｉｕｓ　
ｏｂｔｅｃｔｕｓ）、ブルクス属種（Ｂｒｕｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、カッシダ属種（Ｃａ
ｓｓｉｄａ　ｓｐｐ．）、セロトマ・トリフルカタ（Ｃｅｒｏｔｏｍａ　ｔｒｉｆｕｒｃ
ａｔａ）、セウトリンクス属種（Ｃｅｕｔｏｒｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、カエトク
ネマ属種（Ｃｈａｅｔｏｃｎｅｍａ　ｓｐｐ．）、クレオヌス・メンジクス（Ｃｌｅｏｎ
ｕｓ　ｍｅｎｄｉｃｕｓ）、コノデルス属種（Ｃｏｎｏｄｅｒｕｓ　ｓｐｐ．）、コスモ
ポリテス属種（Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔｅｓ　ｓｐｐ．）、コステリトラ・ゼアランジカ（
Ｃｏｓｔｅｌｙｔｒａ　ｚｅａｌａｎｄｉｃａ）、クウテニセラ属種（Ｃｔｅｎｉｃｅｒ
ａ　ｓｐｐ．）、クルクリオ属種（Ｃｕｒｃｕｌｉｏ　ｓｐｐ．）、クリプトレステス・
フェルギネウス（Ｃｒｙｐｔｏｌｅｓｔｅｓ　ｆｅｒｒｕｇｉｎｅｕｓ）、クリプトリン
クス・ラパチ（Ｃｒｙｐｔｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｌａｐａｔｈｉ）、シリンドロコプツル
ス属種（Ｃｙｌｉｎｄｒｏｃｏｐｔｕｒｕｓ　ｓｐｐ．）、デルメステス属種（Ｄｅｒｍ
ｅｓｔｅｓ　ｓｐｐ．）、ジアブロチカ属種（Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ　ｓｐｐ．）、ジコ
クロキス属種（Ｄｉｃｈｏｃｒｏｃｉｓ　ｓｐｐ．）、ディクラディスパアルミジェラ（
Ｄｉｃｌａｄｉｓｐａ　ａｒｍｉｇｅｒａ）、ジロボデルス属種（Ｄｉｌｏｂｏｄｅｒｕ
ｓ　ｓｐｐ．）、エピラクナ属種（Ｅｐｉｌａｃｈｎａ　ｓｐｐ．）、エピトリックス属
種（Ｅｐｉｔｒｉｘ　ｓｐｐ．）、ファウスチヌス属種（Ｆａｕｓｔｉｎｕｓ　ｓｐｐ．
）、ジビウム・プシロイデス（Ｇｉｂｂｉｕｍ　ｐｓｙｌｌｏｉｄｅｓ）、グナトセルス
・コルヌトゥス（Ｇｎａｔｈｏｃｅｒｕｓ　ｃｏｒｎｕｔｕｓ）、ヘルラウンダリス（Ｈ
ｅｌｌｕｌａ　ｕｎｄａｌｉｓ）、ヘテロニュクス・アラトル（Ｈｅｔｅｒｏｎｙｃｈｕ
ｓ　ａｒａｔｏｒ）、ヘテロニュクス属種（Ｈｅｔｅｒｏｎｙｘ　ｓｐｐ．）、ヒラモル
ファ・エレガンス（Ｈｙｌａｍｏｒｐｈａ　ｅｌｅｇａｎｓ）、ヒロトルペス・バジュル
ス（Ｈｙｌｏｔｒｕｐｅｓ　ｂａｊｕｌｕｓ）、ヒペラ・ポスチカ（Ｈｙｐｅｒａ　ｐｏ
ｓｔｉｃａ）、ヒポメセススクアモスス（Ｈｙｐｏｍｅｃｅｓ　ｓｑｕａｍｏｓｕｓ）、
ヒポテネムス属種（Ｈｙｐｏｔｈｅｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．）、ラクノステルナ・コンサン
グイネア（Ｌａｃｈｎｏｓｔｅｒｎａ　ｃｏｎｓａｎｇｕｉｎｅａ）、ラシオデルマ・セ
リコルネ（Ｌａｓｉｏｄｅｒｍａ　ｓｅｒｒｉｃｏｒｎｅ）、ラテチクス・オリザエ（Ｌ
ａｔｈｅｔｉｃｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）、ラトリジウス属種（Ｌａｔｈｒｉｄｉｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、レマ属種（Ｌｅｍａ　ｓｐｐ．）、レプチノタルサ・デセムリネアタ（Ｌｅｐｔ
ｉｎｏｔａｒｓａ　ｄｅｃｅｍｌｉｎｅａｔａ）、ロイコプテラ属種（Ｌｅｕｃｏｐｔｅ
ｒａ　ｓｐｐ．）、リソロプトルス・オリゾフィルス（Ｌｉｓｓｏｒｈｏｐｔｒｕｓ　ｏ
ｒｙｚｏｐｈｉｌｕｓ）、リキスス属種（Ｌｉｘｕｓ　ｓｐｐ．）、ルペロデス属種（Ｌ
ｕｐｅｒｏｄｅｓ　ｓｐｐ．）、リクツス属種（Ｌｙｃｔｕｓ　ｓｐｐ．）、メガセリス
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属種（Ｍｅｇａｓｃｅｌｉｓ　ｓｐｐ．）、メラノツス属種（Ｍｅｌａｎｏｔｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、メリゲテス・アエネウス（Ｍｅｌｉｇｅｔｈｅｓ　ａｅｎｅｕｓ）、メロロンタ
属種（Ｍｅｌｏｌｏｎｔｈａ　ｓｐｐ．）、ミゴドルス属種（Ｍｉｇｄｏｌｕｓ　ｓｐｐ
．）、モノカムス属種（Ｍｏｎｏｃｈａｍｕｓ　ｓｐｐ．）、ナウパクツス・キサントグ
ラフス（Ｎａｕｐａｃｔｕｓ　ｘａｎｔｈｏｇｒａｐｈｕｓ）、ネクロビア属種（Ｎｅｃ
ｒｏｂｉａ　ｓｐｐ．）、ニプツス・ホロレウクス（Ｎｉｐｔｕｓ　ｈｏｌｏｌｅｕｃｕ
ｓ）、オリクテス・リノセロス（Ｏｒｙｃｔｅｓ　ｒｈｉｎｏｃｅｒｏｓ）、オリザエフ
ィルス・スリナメンシス（Ｏｒｙｚａｅｐｈｉｌｕｓ　ｓｕｒｉｎａｍｅｎｓｉｓ）、オ
リザファグス・オリザエ（Ｏｒｙｚａｐｈａｇｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）、オチオリンクス属
種（Ｏｔｉｏｒｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、オキシセトニア・ジュクンダ（Ｏｘｙｃ
ｅｔｏｎｉａ　ｊｕｃｕｎｄａ）、ファエドン・コクレアリアエ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏ
ｃｈｌｅａｒｉａｅ）、フィロファガ属種（Ｐｈｙｌｌｏｐｈａｇａ　ｓｐｐ．）、フィ
ロファガ・ヘレリー（Ｐｈｙｌｌｏｐｈａｇａ　ｈｅｌｌｅｒｉ）、フィロトレタ属種（
Ｐｈｙｌｌｏｔｒｅｔａ　ｓｐｐ．）、ポピリア・ジャポニカ（Ｐｏｐｉｌｌｉａ　ｊａ
ｐｏｎｉｃａ）、プレムノトリペス属種（Ｐｒｅｍｎｏｔｒｙｐｅｓ　ｓｐｐ．）、プロ
ステファヌス・トランカタス（Ｐｒｏｓｔｅｐｈａｎｕｓ　ｔｒｕｎｃａｔｕｓ）、プシ
リオデス属種（Ｐｓｙｌｌｉｏｄｅｓ　ｓｐｐ．）、プチヌス属種（Ｐｔｉｎｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、リゾビウス・ベントラリス（Ｒｈｉｚｏｂｉｕｓ　ｖｅｎｔｒａｌｉｓ）、リゾ
ペルタ・ドミニカ（Ｒｈｉｚｏｐｅｒｔｈａ　ｄｏｍｉｎｉｃａ）、シトフィルス属種（
Ｓｉｔｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ．）、シトフィルス・オリザエ（Ｓｉｔｏｐｈｉｌｕｓ　
ｏｒｙｚａｅ）、スフェノホルス属種（Ｓｐｈｅｎｏｐｈｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ステゴ
ビウム・パセニウム（Ｓｔｅｇｏｂｉｕｍ　ｐａｎｉｃｅｕｍ）、ステルネクス属種（Ｓ
ｔｅｒｎｅｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、シンフィレテス属種（Ｓｙｍｐｈｙｌｅｔｅｓ　ｓｐ
ｐ．）、タニメクス属種（Ｔａｎｙｍｅｃｕｓ　ｓｐｐ．）、テネブリオ・モリトル（Ｔ
ｅｎｅｂｒｉｏ　ｍｏｌｉｔｏｒ）、テネブリオイデス・マウレタニカス（Ｔｅｎｅｂｒ
ｉｏｉｄｅｓ　ｍａｕｒｅｔａｎｉｃｕｓ）、トリボリウム属種（Ｔｒｉｂｏｌｉｕｍ　
ｓｐｐ．）、トロゴデルマ属種（Ｔｒｏｇｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ．）、チキウス属種（Ｔ
ｙｃｈｉｕｓ　ｓｐｐ．）、キシロトレクス属種（Ｘｙｌｏｔｒｅｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）
、ザブルス属種（Ｚａｂｒｕｓ　ｓｐｐ．）；
　双翅目（Ｄｉｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アエデス属種（Ａｅｄｅｓ　ｓｐ
ｐ．）、アグロミザ属種（Ａｇｒｏｍｙｚａ　ｓｐｐ．）、アナストレファ属種（Ａｎａ
ｓｔｒｅｐｈａ　ｓｐｐ．）、アノフェレス属種（Ａｎｏｐｈｅｌｅｓ　ｓｐｐ．）、ア
スポンジュリア属種（Ａｓｐｈｏｎｄｙｌｉａ　ｓｐｐ．）、バクトロケラ属種（Ｂａｃ
ｔｒｏｃｅｒａ　ｓｐｐ．）、ビビオ・ホルツラヌス（Ｂｉｂｉｏ　ｈｏｒｔｕｌａｎｕ
ｓ）、カリホラ・エリトロセファラ（Ｃａｌｌｉｐｈｏｒａ　ｅｒｙｔｈｒｏｃｅｐｈａ
ｌａ）、カリフォラ・ビシナ（Ｃａｌｌｉｐｈｏｒａ　ｖｉｃｉｎａ）、セラチチス・カ
ピタタ（Ｃｅｒａｔｉｔｉｓ　ｃａｐｉｔａｔａ）、キロノムス属種（Ｃｈｉｒｏｎｏｍ
ｕｓ　ｓｐｐ．）、クリソミイア属種（Ｃｈｒｙｓｏｍｙｉａ　ｓｐｐ．）、クリソプス
属種（Ｃｈｒｙｓｏｐｓ　ｓｐｐ．）、クリソゾナ・プルビアリス（Ｃｈｒｙｓｏｚｏｎ
ａ　ｐｌｕｖｉａｌｉｓ）、コクリオミイア属種（Ｃｏｃｈｌｉｏｍｙｉａ　ｓｐｐ．）
、コンタリニア属種（Ｃｏｎｔａｒｉｎｉａ　ｓｐｐ．）、コルジオビア・アントロポフ
ァガ（Ｃｏｒｄｙｌｏｂｉａ　ａｎｔｈｒｏｐｏｐｈａｇａ）、クリコトプス・シルベス
トリス（Ｃｒｉｃｏｔｏｐｕｓ　ｓｙｌｖｅｓｔｒｉｓ）、クレクス属種（Ｃｕｌｅｘ　
ｓｐｐ．）、クリコイデス属種（Ｃｕｌｉｃｏｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、クリセタ属種（Ｃ
ｕｌｉｓｅｔａ　ｓｐｐ．）、クテレブラ属種（Ｃｕｔｅｒｅｂｒａ　ｓｐｐ．）、ダク
ス・オレアエ（Ｄａｃｕｓ　ｏｌｅａｅ）、ダシネウラ属種（Ｄａｓｙｎｅｕｒａ　ｓｐ
ｐ．）、デリア属種（Ｄｅｌｉａ　ｓｐｐ．）、デルマトビア・ホミニス（Ｄｅｒｍａｔ
ｏｂｉａ　ｈｏｍｉｎｉｓ）、ドロソフィラ属種（Ｄｒｏｓｏｐｈｉｌａ　ｓｐｐ．）、
エキノクネムス属種（Ｅｃｈｉｎｏｃｎｅｍｕｓ　ｓｐｐ．）、ファンニア属種（Ｆａｎ
ｎｉａ　ｓｐｐ．）、ガステロフィルス属種（Ｇａｓｔｅｒｏｐｈｉｌｕｓ　ｓｐｐ．）
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、グロッシナ属種（Ｇｌｏｓｓｉｎａ　ｓｐｐ．）、ハエマトポタ属種（Ｈａｅｍａｔｏ
ｐｏｔａ　ｓｐｐ．）、ヒドレリア属種（Ｈｙｄｒｅｌｌｉａ　ｓｐｐ．）、ヒドレリア
グリセオラ（Ｈｙｄｒｅｌｌｉａ　ｇｒｉｓｅｏｌａ）、ハイレミア属種（Ｈｙｌｅｍｙ
ａ　ｓｐｐ．）、ヒポボスカ属種（Ｈｉｐｐｏｂｏｓｃａ　ｓｐｐ．）、ヒポデルマ属種
（Ｈｙｐｏｄｅｒｍａ　ｓｐｐ．）、リリオミザ属種（Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ　ｓｐｐ．）
、ルシリア属種（Ｌｕｃｉｌｉａ　ｓｐｐ．）、ルトゾミイア属種（Ｌｕｔｚｏｍｙｉａ
　ｓｐｐ．）、マンソニア属種（Ｍａｎｓｏｎｉａ　ｓｐｐ．）、ムスカ属種（Ｍｕｓｃ
ａ　ｓｐｐ．）、オエストルス属種（Ｏｅｓｔｒｕｓ　ｓｐｐ．）、オシネラ・フリト（
Ｏｓｃｉｎｅｌｌａ　ｆｒｉｔ）、パラタニタルスス属種（Ｐａｒａｔａｎｙｔａｒｓｕ
ｓ　ｓｐｐ．）、パラロイテルボルニエラ・スブチンクタ（Ｐａｒａｌａｕｔｅｒｂｏｒ
ｎｉｅｌｌａ　ｓｕｂｃｉｎｃｔａ）、ペゴマイヤ属種（Ｐｅｇｏｍｙｉａ　ｓｐｐ．）
、フレボトムス属種（Ｐｈｌｅｂｏｔｏｍｕｓ　ｓｐｐ．）、ホルビア属種（Ｐｈｏｒｂ
ｉａ　ｓｐｐ．）、ホルミア属種（Ｐｈｏｒｍｉａ　ｓｐｐ．）、ピオフィラ・カゼイ（
Ｐｉｏｐｈｉｌａ　ｃａｓｅｉ）、プロジプロシス属種（Ｐｒｏｄｉｐｌｏｓｉｓ　ｓｐ
ｐ．）、プシラ・ロサエ（Ｐｓｉｌａ　ｒｏｓａｅ）、ラゴレチス属種（Ｒｈａｇｏｌｅ
ｔｉｓ　ｓｐｐ．）、サルコファガ属種（Ｓａｒｃｏｐｈａｇａ　ｓｐｐ．）、シムリウ
ム属種（Ｓｉｍｕｌｉｕｍ　ｓｐｐ．）、ストモキス属種（Ｓｔｏｍｏｘｙｓ　ｓｐｐ．
）、タバヌス属種（Ｔａｂａｎｕｓ　ｓｐｐ．）、テタノプス属種（Ｔｅｔａｎｏｐｓ　
ｓｐｐ．）、チプラ属種（Ｔｉｐｕｌａ　ｓｐｐ．）；
　ヘテロプテラ目（Ｈｅｔｅｒｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アナサ・トリス
チス（Ａｎａｓａ　ｔｒｉｓｔｉｓ）、アンテスチオプチス属種（Ａｎｔｅｓｔｉｏｐｓ
ｉｓ　ｓｐｐ．）、ボイセア属種（Ｂｏｉｓｅａ　ｓｐｐ．）、ブリスス属種（Ｂｌｉｓ
ｓｕｓ　ｓｐｐ．）、カロコリス属種（Ｃａｌｏｃｏｒｉｓ　ｓｐｐ．）、カムピロンマ
・リビダ（Ｃａｍｐｙｌｏｍｍａ　ｌｉｖｉｄａ）、カベレリウス属種（Ｃａｖｅｌｅｒ
ｉｕｓ　ｓｐｐ．）、シメックス属種（Ｃｉｍｅｘ　ｓｐｐ．）、コラリア属種（Ｃｏｌ
ｌａｒｉａ　ｓｐｐ．）、クレオンチアデス・ジルツス（Ｃｒｅｏｎｔｉａｄｅｓ　ｄｉ
ｌｕｔｕｓ）、ダシヌス・ペピリス（Ｄａｓｙｎｕｓ　ｐｉｐｅｒｉｓ）、ジケロプス・
フルカツス（Ｄｉｃｈｅｌｏｐｓ　ｆｕｒｃａｔｕｓ）、ジコノコリス・ヘウェチ（Ｄｉ
ｃｏｎｏｃｏｒｉｓ　ｈｅｗｅｔｔｉ）、ジスデルクス属種（Ｄｙｓｄｅｒｃｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、エウシスツス属種（Ｅｕｓｃｈｉｓｔｕｓ　ｓｐｐ．）、エウリガステル属種（
Ｅｕｒｙｇａｓｔｅｒ　ｓｐｐ．）、ヘリオペルチス属種（Ｈｅｌｉｏｐｅｌｔｉｓ　ｓ
ｐｐ．）、ホルシアス・ノビレルス（Ｈｏｒｃｉａｓ　ｎｏｂｉｌｅｌｌｕｓ）、レプト
コリサ属種（Ｌｅｐｔｏｃｏｒｉｓａ　ｓｐｐ．）、レプトコリサ・ヴァリコルニス（Ｌ
ｅｐｔｏｃｏｒｉｓａ　ｖａｒｉｃｏｒｎｉｓ）、レプトグロスス・フィロプス（Ｌｅｐ
ｔｏｇｌｏｓｓｕｓ　ｐｈｙｌｌｏｐｕｓ）、リグス属種（Ｌｙｇｕｓ　ｓｐｐ．）、マ
クロペス・イクスカバツス（Ｍａｃｒｏｐｅｓ　ｅｘｃａｖａｔｕｓ）、ミリダエ（Ｍｉ
ｒｉｄａｅ）、モナロニオン・アトラツム（Ｍｏｎａｌｏｎｉｏｎ　ａｔｒａｔｕｍ）、
ネザラ属種（Ｎｅｚａｒａ　ｓｐｐ．）、オエバルス属種（Ｏｅｂａｌｕｓ　ｓｐｐ．）
、ペントミダエ（Ｐｅｎｔｏｍｉｄａｅ）、ピエスマ・クワドラタ（Ｐｉｅｓｍａ　ｑｕ
ａｄｒａｔａ）、ピエゾドルス属種（Ｐｉｅｚｏｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、プサルス属種
（Ｐｓａｌｌｕｓ　ｓｐｐ．）、プセウドアシスタ・ペルセア（Ｐｓｅｕｄａｃｙｓｔａ
　ｐｅｒｓｅａ）、ロドニウス属種（Ｒｈｏｄｎｉｕｓ　ｓｐｐ．）、サールベンゲラ・
シングラリス（Ｓａｈｌｂｅｒｇｅｌｌａ　ｓｉｎｇｕｌａｒｉｓ）、スカプトコリス・
カスタネア（Ｓｃａｐｔｏｃｏｒｉｓ　ｃａｓｔａｎｅａ）、スコチノホラ属種（Ｓｃｏ
ｔｉｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｐ．）、ステファニチス・ナシ（Ｓｔｅｐｈａｎｉｔｉｓ　ｎ
ａｓｈｉ）、チブラカ属種（Ｔｉｂｒａｃａ　ｓｐｐ．）、トリアトマ属種（Ｔｒｉａｔ
ｏｍａ　ｓｐｐ．）；
　ホモプテラ目（Ｈｏｍｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アシッツィア・アカシ
アバイレヤナエ（Ａｃｉｚｚｉａ　ａｃａｃｉａｅｂａｉｌｅｙａｎａｅ）、アシッツィ
ア・ドドナエアエ（Ａｃｉｚｚｉａ　ｄｏｄｏｎａｅａｅ）、アシッツィア・ウンカトイ
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デス（Ａｃｉｚｚｉａ　ｕｎｃａｔｏｉｄｅｓ）、アクリダ・ツリタ（Ａｃｒｉｄａ　ｔ
ｕｒｒｉｔａ）、アシルトシポン属種（Ａｃｙｒｔｈｏｓｉｐｏｎ　ｓｐｐ．）、アクロ
ゴニア属種（Ａｃｒｏｇｏｎｉａ　ｓｐｐ．）、アエネオラミア属種（Ａｅｎｅｏｌａｍ
ｉａ　ｓｐｐ．）、アゴノセナ属種（Ａｇｏｎｏｓｃｅｎａ　ｓｐｐ．）、アレイローデ
ス・プロレッテラ（Ａｌｅｙｒｏｄｅｓ　ｐｒｏｌｅｔｅｌｌａ）、アレウロロブス・バ
ロデンシス（Ａｌｅｕｒｏｌｏｂｕｓ　ｂａｒｏｄｅｎｓｉｓ）、アレウロトリクス・フ
ロコスス（Ａｌｅｕｒｏｔｈｒｉｘｕｓ　ｆｌｏｃｃｏｓｕｓ）、アロカリダラ・マライ
エンシス（Ａｌｌｏｃａｒｉｄａｒａ　ｍａｌａｙｅｎｓｉｓ）、アムラスカ属種（Ａｍ
ｒａｓｃａ　ｓｐｐ．）、アヌラフィス・カルズィ（Ａｎｕｒａｐｈｉｓ　ｃａｒｄｕｉ
）、アオニジエラ属種（Ａｏｎｉｄｉｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、アファノスチグマ・ピリ（
Ａｐｈａｎｏｓｔｉｇｍａ　ｐｉｒｉ）、アフィス属種（Ａｐｈｉｓ　ｓｐｐ．）、アル
ボリジア・アピカリス（Ａｒｂｏｒｉｄｉａ　ａｐｉｃａｌｉｓ）、アリタイニラ属種（
Ａｒｙｔａｉｎｉｌｌａ　ｓｐｐ．）、アスピジエラ属種（Ａｓｐｉｄｉｅｌｌａ　ｓｐ
ｐ．）、アスピジオツス属種（Ａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ｓｐｐ．）、アタヌス属種（Ａｔ
ａｎｕｓ　ｓｐｐ．）、アウラコルツム・ソラニ（Ａｕｌａｃｏｒｔｈｕｍ　ｓｏｌａｎ
ｉ）、ベミシア・タバシ（Ｂｅｍｉｓｉａ　ｔａｂａｃｉ）、ブラストプシラ・オクシデ
ンタリス（Ｂｌａｓｔｏｐｓｙｌｌａ　ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ）、ボレイオグリカス
ピス・メラロイカエ（Ｂｏｒｅｉｏｇｌｙｃａｓｐｉｓ　ｍｅｌａｌｅｕｃａｅ）、ブラ
キカウズス・ヘリクリシ（Ｂｒａｃｈｙｃａｕｄｕｓ　ｈｅｌｉｃｈｒｙｓｉ）、ブラキ
コルス属種（Ｂｒａｃｈｙｃｏｌｕｓ　ｓｐｐ．）、ブレビコリネ・ブラシカエ（Ｂｒｅ
ｖｉｃｏｒｙｎｅ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、カコプシラ属種（Ｃａｃｏｐｓｙｌｌａ　ｓ
ｐｐ．）、カリジポナ・マルギナタ（Ｃａｌｌｉｇｙｐｏｎａ　ｍａｒｇｉｎａｔａ）、
カルネオセファラ・フルギダ（Ｃａｒｎｅｏｃｅｐｈａｌａ　ｆｕｌｇｉｄａ）、セラト
バクナ・ラニゲラ（Ｃｅｒａｔｏｖａｃｕｎａ　ｌａｎｉｇｅｒａ）、セルコピダエ（Ｃ
ｅｒｃｏｐｉｄａｅ）、セロプラステス属種（Ｃｅｒｏｐｌａｓｔｅｓ　ｓｐｐ．）、カ
エトシホン・フラガエホリイ（Ｃｈａｅｔｏｓｉｐｈｏｎ　ｆｒａｇａｅｆｏｌｉｉ）、
キオナスピス・テガレンシス（Ｃｈｉｏｎａｓｐｉｓ　ｔｅｇａｌｅｎｓｉｓ）、クロリ
タ・オヌキイ（Ｃｈｌｏｒｉｔａ　ｏｎｕｋｉｉ）、コンドラクリスロセ（Ｃｈｏｎｄｒ
ａｃｒｉｓ　ｒｏｓｅａ）、クロマフィス・ジュグランジコラ（Ｃｈｒｏｍａｐｈｉｓ　
ｊｕｇｌａｎｄｉｃｏｌａ）、クリソムファルス・フィクス（Ｃｈｒｙｓｏｍｐｈａｌｕ
ｓ　ｆｉｃｕｓ）、シカズリナ・ムビラ（Ｃｉｃａｄｕｌｉｎａ　ｍｂｉｌａ）、コッコ
ミチルス・ハリイ（Ｃｏｃｃｏｍｙｔｉｌｕｓ　ｈａｌｌｉ）、コックス属種（Ｃｏｃｃ
ｕｓ　ｓｐｐ．）、クリストミズル・リビス（Ｃｒｙｐｔｏｍｙｚｕｓ　ｒｉｂｉｓ）、
クリプトネオッサ属種（Ｃｒｙｐｔｏｎｅｏｓｓａ　ｓｐｐ．）、クテノナリタイナ属種
（Ｃｔｅｎａｒｙｔａｉｎａ　ｓｐｐ．）、ダルブルス属種（Ｄａｌｂｕｌｕｓ　ｓｐｐ
．）、ジアロイロデス・シトリ（Ｄｉａｌｅｕｒｏｄｅｓ　ｃｉｔｒｉ）、ジアホリナ・
シトリ（Ｄｉａｐｈｏｒｉｎａ　ｃｉｔｒｉ）、ジアスピス属種（Ｄｉａｓｐｉｓ　ｓｐ
ｐ．）、ドロシカ属種（Ｄｒｏｓｉｃｈａ　ｓｐｐ．）、ジサフィス属種（Ｄｙｓａｐｈ
ｉｓ　ｓｐｐ．）、ジスミコックス属種（Ｄｙｓｍｉｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、エンポ
アスカ属種（Ｅｍｐｏａｓｃａ　ｓｐｐ．）、エリオソマ属種（Ｅｒｉｏｓｏｍａ　ｓｐ
ｐ．）、エリトロネウラ属種（Ｅｒｙｔｈｒｏｎｅｕｒａ　ｓｐｐ．）、ユーカリプトリ
マ属種（Ｅｕｃａｌｙｐｔｏｌｙｍａ　ｓｐｐ．）、ユーフィルラ属種（Ｅｕｐｈｙｌｌ
ｕｒａ　ｓｐｐ．）、エウセリス・ビロバツス（Ｅｕｓｃｅｌｉｓ　ｂｉｌｏｂａｔｕｓ
）、フェリシア属種（Ｆｅｒｒｉｓｉａ　ｓｐｐ．）、ゲオコックス・コフェアエ（Ｇｅ
ｏｃｏｃｃｕｓ　ｃｏｆｆｅａｅ）、グリカスピス属種（Ｇｌｙｃａｓｐｉｓ　ｓｐｐ．
）、ヘテロプシラ　クバナ（Ｈｅｔｅｒｏｐｓｙｌｌａ　ｃｕｂａｎａ）、ヘテロプシラ
・スピヌロサ（Ｈｅｔｅｒｏｐｓｙｌｌａ　ｓｐｉｎｕｌｏｓａ）、ホマロジスカ・コア
グラタ（Ｈｏｍａｌｏｄｉｓｃａ　ｃｏａｇｕｌａｔａ）、ヒアロプテルス・アルンジニ
ス（Ｈｙａｌｏｐｔｅｒｕｓ　ａｒｕｎｄｉｎｉｓ）、イセリア属種（Ｉｃｅｒｙａ　ｓ
ｐｐ．）、イジオセルス属種（Ｉｄｉｏｃｅｒｕｓ　ｓｐｐ．）、イジオスコプス属種（
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Ｉｄｉｏｓｃｏｐｕｓ　ｓｐｐ．）、ラオデルファクス・ストリアテルス（Ｌａｏｄｅｌ
ｐｈａｘ　ｓｔｒｉａｔｅｌｌｕｓ）、レカニウム属種（Ｌｅｃａｎｉｕｍ　ｓｐｐ．）
、レピドサフェス属種（Ｌｅｐｉｄｏｓａｐｈｅｓ　ｓｐｐ．）、リパフィス・エリシミ
（Ｌｉｐａｐｈｉｓ　ｅｒｙｓｉｍｉ）、マクロシフム属種（Ｍａｃｒｏｓｉｐｈｕｍ　
ｓｐｐ．）、マクロステレス・ファシフロン（Ｍａｃｒｏｓｔｅｌｅｓ　ｆａｃｉｆｒｏ
ｎｓ）、マハナルバ属種（Ｍａｈａｎａｒｖａ　ｓｐｐ．）、メラナフィス・サッカリ（
Ｍｅｌａｎａｐｈｉｓ　ｓａｃｃｈａｒｉ）、メトカルフィエラ属種（Ｍｅｔｃａｌｆｉ
ｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、メトポロフィウム・ジロズム（Ｍｅｔｏｐｏｌｏｐｈｉｕｍ　ｄ
ｉｒｈｏｄｕｍ）、モネリア・コスタリス（Ｍｏｎｅｌｌｉａ　ｃｏｓｔａｌｉｓ）、モ
ネリオプシス・ペカニス（Ｍｏｎｅｌｌｉｏｐｓｉｓ　ｐｅｃａｎｉｓ）、ミズス属種（
Ｍｙｚｕｓ　ｓｐｐ．）、ナソノビア・ニビスニグリ（Ｎａｓｏｎｏｖｉａ　ｒｉｂｉｓ
ｎｉｇｒｉ）、ネホテッチキス属種（Ｎｅｐｈｏｔｅｔｔｉｘ　ｓｐｐ．）、ネッチゴニ
クラ・スペクトラ（Ｎｅｔｔｉｇｏｎｉｃｌｌａ　ｓｐｅｃｔｒａ）、ニラパルバタ・ル
ゲンス（Ｎｉｌａｐａｒｖａｔａ　ｌｕｇｅｎｓ）、オンコメトピア属種（Ｏｎｃｏｍｅ
ｔｏｐｉａ　ｓｐｐ．）、オルテジア・プラテロンガ（Ｏｒｔｈｅｚｉａ　ｐｒａｅｌｏ
ｎｇａ）、オクシアチネンシス（Ｏｘｙａ　ｃｈｉｎｅｎｓｉｓ）、パチプシラ属種（Ｐ
ａｃｈｙｐｓｙｌｌａ　ｓｐｐ．）、パラベムシア・ミリカエ（Ｐａｒａｂｅｍｉｓｉａ
　ｍｙｒｉｃａｅ）、パラトリオザ属種（Ｐａｒａｔｒｉｏｚａ　ｓｐｐ．）、パルラト
リア属種（Ｐａｒｌａｔｏｒｉａ　ｓｐｐ．）、ペムフィグス属種（Ｐｅｍｐｈｉｇｕｓ
　ｓｐｐ．）、ペレグリヌス・マイジス（Ｐｅｒｅｇｒｉｎｕｓ　ｍａｉｄｉｓ）、フェ
ナコックス属種（Ｐｈｅｎａｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、フロエオミズス・パセリニイ（
Ｐｈｌｏｅｏｍｙｚｕｓ　ｐａｓｓｅｒｉｎｉｉ）、ホロドン・フムリ（Ｐｈｏｒｏｄｏ
ｎ　ｈｕｍｕｌｉ）、フィロキセラ属種（Ｐｈｙｌｌｏｘｅｒａ　ｓｐｐ．）、ピンナス
ピス・アスピジストラエ（Ｐｉｎｎａｓｐｉｓ　ａｓｐｉｄｉｓｔｒａｅ）、プラノコッ
クス属種（Ｐｌａｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、プロソピドプシラ・フラバ（Ｐｒｏｓ
ｏｐｉｄｏｐｓｙｌｌａ　ｆｌａｖａ）、プロトプルビナリア・ピリホルミス（Ｐｒｏｔ
ｏｐｕｌｖｉｎａｒｉａ　ｐｙｒｉｆｏｒｍｉｓ）、プセウダウラカスピス・ペンタゴナ
（Ｐｓｅｕｄａｕｌａｃａｓｐｉｓ　ｐｅｎｔａｇｏｎａ）、プセウドコックス属種（Ｐ
ｓｅｕｄｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、プシロプシス属種（Ｐｓｙｌｌｏｐｓｉｓ　ｓｐ
ｐ．）、プシラ属種（Ｐｓｙｌｌａ　ｓｐｐ．）、プテロマルス属種（Ｐｔｅｒｏｍａｌ
ｕｓ　ｓｐｐ．）、ピリラ属種（Ｐｙｒｉｌｌａ　ｓｐｐ．）、クアドラスピジオツス属
種（Ｑｕａｄｒａｓｐｉｄｉｏｔｕｓ　ｓｐｐ．）、クエサダ・ギガス（Ｑｕｅｓａｄａ
　ｇｉｇａｓ）、ラストロコックス属種（Ｒａｓｔｒｏｃｏｃｃｕｓ　ｓｐｐ．）、ロパ
ロシフム属種（Ｒｈｏｐａｌｏｓｉｐｈｕｍ　ｓｐｐ．）、サイセチア属種（Ｓａｉｓｓ
ｅｔｉａ　ｓｐｐ．）、スカフォイデウス　チタヌス（Ｓｃａｐｈｏｉｄｅｕｓ　ｔｉｔ
ａｎｕｓ）、シザフィス・グラミヌム（Ｓｃｈｉｚａｐｈｉｓ　ｇｒａｍｉｎｕｍ）、セ
レナスピズス・アルチクラツス（Ｓｅｌｅｎａｓｐｉｄｕｓ　ａｒｔｉｃｕｌａｔｕｓ）
、ソガタ属種（Ｓｏｇａｔａ　ｓｐｐ．）、ソガテラ・フルシフェラ（Ｓｏｇａｔｅｌｌ
ａ　ｆｕｒｃｉｆｅｒａ）、ソガトデス属種（Ｓｏｇａｔｏｄｅｓ　ｓｐｐ．）、スチク
トセファラ・フェスチナ（Ｓｔｉｃｔｏｃｅｐｈａｌａ　ｆｅｓｔｉｎａ）、シフォニヌ
ス・フィリレアエ（Ｓｉｐｈｏｎｉｎｕｓ　ｐｈｉｌｌｙｒｅａｅ）、テナラファラ・マ
ラエンシス（Ｔｅｎａｌａｐｈａｒａ　ｍａｌａｙｅｎｓｉｓ）、テトラゴノセフェラ属
種（Ｔｅｔｒａｇｏｎｏｃｅｐｈｅｌａ　ｓｐｐ．）、チノカリス・カリアエホリアエ（
Ｔｉｎｏｃａｌｌｉｓ　ｃａｒｙａｅｆｏｌｉａｅ）、トマスピス属種（Ｔｏｍａｓｐｉ
ｓ　ｓｐｐ．）、トキソプテラ属種（Ｔｏｘｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ．）、トリアエウロデ
ス・バポラリオルム（Ｔｒｉａｌｅｕｒｏｄｅｓ　ｖａｐｏｒａｒｉｏｒｕｍ）、トリオ
ザ属種（Ｔｒｉｏｚａ　ｓｐｐ．）、チフロシバ属種（Ｔｙｐｈｌｏｃｙｂａ　ｓｐｐ．
）、ウナスピス属種（Ｕｎａｓｐｉｓ　ｓｐｐ．）、ビテウス・ビチホリイ（Ｖｉｔｅｕ
ｓ　ｖｉｔｉｆｏｌｉｉ）、ジギナ属種（Ｚｙｇｉｎａ　ｓｐｐ．）；
　膜翅目（ハチ目）（Ｈｙｍｅｎｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アクロミルメ
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ックス属種（Ａｃｒｏｍｙｒｍｅｘ　ｓｐｐ．）、アタリア属種（Ａｔｈａｌｉａ　ｓｐ
ｐ．）、アッタ属種（Ａｔｔａ　ｓｐｐ．）、ジプリオン属種（Ｄｉｐｒｉｏｎ　ｓｐｐ
．）、ホプロカンパ属種（Ｈｏｐｌｏｃａｍｐａ　ｓｐｐ．）、ラシウス属種（Ｌａｓｉ
ｕｓ　ｓｐｐ．）、モノモイウム・ファラオニス（Ｍｏｎｏｍｏｒｉｕｍ　ｐｈａｒａｏ
ｎｉｓ）、シレクス属種（Ｓｉｒｅｘ　ｓｐｐ．）、ソレノプシスインビクタ（Ｓｏｌｅ
ｎｏｐｓｉｓ　ｉｎｖｉｃｔａ）、タピノマ属種（Ｔａｐｉｎｏｍａ　ｓｐｐ．）、ウロ
セルス属種（Ｕｒｏｃｅｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ベスパ属種（Ｖｅｓｐａ　ｓｐｐ．）、キ
セリス属種（Ｘｅｒｉｓ　ｓｐｐ．）；
　等脚目（Ｉｓｏｐｏｄａ）からの病害生物、例えば、アルマジリジウム・ブルガレ（Ａ
ｒｍａｄｉｌｌｉｄｉｕｍ　ｖｕｌｇａｒｅ）、オニスクス・アセルス（Ｏｎｉｓｃｕｓ
　ａｓｅｌｌｕｓ）、ポルセリオ・スカベル（Ｐｏｒｃｅｌｌｉｏ　ｓｃａｂｅｒ）；
　等翅目（Ｉｓｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、コプトテルメス属種（Ｃｏｐｔ
ｏｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ．）、コルニテルメス・クムランス（Ｃｏｒｎｉｔｅｒｍｅｓ　
ｃｕｍｕｌａｎｓ）、クリプトテルメス属種（Ｃｒｙｐｔｏｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ．）、
インシシテルメス属種（Ｉｎｃｉｓｉｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ．）、ミクロテルメス・オベ
シ（Ｍｉｃｒｏｔｅｒｍｅｓ　ｏｂｅｓｉ）、オドントテルメス属種（Ｏｄｏｎｔｏｔｅ
ｒｍｅｓ　ｓｐｐ．）、レチクリテルメス属種（Ｒｅｔｉｃｕｌｉｔｅｒｍｅｓ　ｓｐｐ
．）；
　チョウ目（Ｌｅｐｉｄｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アクロイア・グリセラ
（Ａｃｈｒｏｉａ　ｇｒｉｓｅｌｌａ）、アクロニクタ・マジョル（Ａｃｒｏｎｉｃｔａ
　ｍａｊｏｒ）、アドキソフィエス属種（Ａｄｏｘｏｐｈｙｅｓ　ｓｐｐ．）、アエジア
・レウコメラス（Ａｅｄｉａ　ｌｅｕｃｏｍｅｌａｓ）、アグロチス属種（Ａｇｒｏｔｉ
ｓ　ｓｐｐ．）、アラバマ属種（Ａｌａｂａｍａ　ｓｐｐ．）、アミエロイス・トランシ
テッラ（Ａｍｙｅｌｏｉｓ　ｔｒａｎｓｉｔｅｌｌａ）、アナルシア属種（Ａｎａｒｓｉ
ａ　ｓｐｐ．）、アンチカルシア属種（Ａｎｔｉｃａｒｓｉａ　ｓｐｐ．）、アルギロプ
ロス属種（Ａｒｇｙｒｏｐｌｏｃｅ　ｓｐｐ．）、バラトラ・ブラシカエ（Ｂａｒａｔｈ
ｒａ　ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、ボルボ・シンナラ（Ｂｏｒｂｏ　ｃｉｎｎａｒａ）、ブッ
クラトリクス・ツルベリエラ（Ｂｕｃｃｕｌａｔｒｉｘ　ｔｈｕｒｂｅｒｉｅｌｌａ）、
ブパルス・ピニアリウス（Ｂｕｐａｌｕｓ　ｐｉｎｉａｒｉｕｓ）、ブッセオラ属種（Ｂ
ｕｓｓｅｏｌａ　ｓｐｐ．）、カコエキア属種（Ｃａｃｏｅｃｉａ　ｓｐｐ．）、カロプ
チリア・ティボラ（Ｃａｌｏｐｔｉｌｉａ　ｔｈｅｉｖｏｒａ）、カプラ・レチクラナ（
Ｃａｐｕａ　ｒｅｔｉｃｕｌａｎａ）、カルポカプサ・ポモネラ（Ｃａｒｐｏｃａｐｓａ
　ｐｏｍｏｎｅｌｌａ）、カルポシナ・ニポメンシス（Ｃａｒｐｏｓｉｎａ　ｎｉｐｏｎ
ｅｎｓｉｓ）、ケイマトビア・ブルマタ（Ｃｈｅｉｍａｔｏｂｉａ　ｂｒｕｍａｔａ）、
キロ属種（Ｃｈｉｌｏ　ｓｐｐ．）、コリストネウラ属種（Ｃｈｏｒｉｓｔｏｎｅｕｒａ
　ｓｐｐ．）、クリシア・アンビグエラ（Ｃｌｙｓｉａ　ａｍｂｉｇｕｅｌｌａ）、クナ
ファロセルス属種（Ｃｎａｐｈａｌｏｃｅｒｕｓ　ｓｐｐ．）、クナファロクロチス・メ
ジナリス（Ｃｎａｐｈａｌｏｃｒｏｃｉｓ　ｍｅｄｉｎａｌｉｓ）、クネファシア属種（
Ｃｎｅｐｈａｓｉａ　ｓｐｐ．）、コノポモルファ属種（Ｃｏｎｏｐｏｍｏｒｐｈａ　ｓ
ｐｐ．）、コノトラケルス属種（Ｃｏｎｏｔｒａｃｈｅｌｕｓ　ｓｐｐ．）、コピタルシ
ア属種（Ｃｏｐｉｔａｒｓｉａ　ｓｐｐ．）、シディア属種（Ｃｙｄｉａ　ｓｐｐ．）、
ダラカ・ノクツイデス（Ｄａｌａｃａ　ｎｏｃｔｕｉｄｅｓ）、ジアファニア属種（Ｄｉ
ａｐｈａｎｉａ　ｓｐｐ．）、ジアトラエア・サッカラリス（Ｄｉａｔｒａｅａ　ｓａｃ
ｃｈａｒａｌｉｓ）、エアリアス属種（Ｅａｒｉａｓ　ｓｐｐ．）、エクデュトロパ・ア
ウランティウム（Ｅｃｄｙｔｏｌｏｐｈａ　ａｕｒａｎｔｉｕｍ）、エラスモパルプス・
リグノセルス（Ｅｌａｓｍｏｐａｌｐｕｓ　ｌｉｇｎｏｓｅｌｌｕｓ）、エルダナ・サッ
カリナ（Ｅｌｄａｎａ　ｓａｃｃｈａｒｉｎａ）、エフェスチア属種（Ｅｐｈｅｓｔｉａ
　ｓｐｐ．）、エピノチア属種（Ｅｐｉｎｏｔｉａ　ｓｐｐ．）、エピフィアス・ポステ
ィフィッタナ（Ｅｐｉｐｈｙａｓ　ｐｏｓｔｖｉｔｔａｎａ）、エチエッラ属種（Ｅｔｉ
ｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、エウリア属種（Ｅｕｌｉａ　ｓｐｐ．）、ユーポエシリア・アン
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ビグエラ（Ｅｕｐｏｅｃｉｌｉａ　ａｍｂｉｇｕｅｌｌａ）、エウプロクチス属種（Ｅｕ
ｐｒｏｃｔｉｓ　ｓｐｐ．）、エウキソア属種（Ｅｕｘｏａ　ｓｐｐ．）、フェルチア属
種（Ｆｅｌｔｉａ　ｓｐｐ．）、ガレリア・メロネラ（Ｇａｌｌｅｒｉａ　ｍｅｌｌｏｎ
ｅｌｌａ）、グラシラリア属種（Ｇｒａｃｉｌｌａｒｉａ　ｓｐｐ．）、グラホリタ属種
（Ｇｒａｐｈｏｌｉｔｈａ　ｓｐｐ．）、ヘジレプタ属種（Ｈｅｄｙｌｅｐｔａ　ｓｐｐ
．）、ヘリコベルパ属種（Ｈｅｌｉｃｏｖｅｒｐａ　ｓｐｐ．）、ヘリオチス属種（Ｈｅ
ｌｉｏｔｈｉｓ　ｓｐｐ．）、ホフマノフィラ・プセウドスプレテア（Ｈｏｆｍａｎｎｏ
ｐｈｉｌａ　ｐｓｅｕｄｏｓｐｒｅｔｅｌｌａ）、ホモエオソマ属種（Ｈｏｍｏｅｏｓｏ
ｍａ　ｓｐｐ．）、ホモナ属種（Ｈｏｍｏｎａ　ｓｐｐ．）、ヒピノメウタ・パデラ（Ｈ
ｙｐｏｎｏｍｅｕｔａ　ｐａｄｅｌｌａ）、カキボリア・フラボファシアタ（Ｋａｋｉｖ
ｏｒｉａ　ｆｌａｖｏｆａｓｃｉａｔａ）、ラフィグマ属種（Ｌａｐｈｙｇｍａ　ｓｐｐ
．）、ラスペイレシア・モレスタ（Ｌａｓｐｅｙｒｅｓｉａ　ｍｏｌｅｓｔａ）、ロイシ
ノデス・オルボナリス（Ｌｅｕｃｉｎｏｄｅｓ　ｏｒｂｏｎａｌｉｓ）、ロイコプテラ属
種（Ｌｅｕｃｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ．）、リトコレチス属種（Ｌｉｔｈｏｃｏｌｌｅｔｉ
ｓ　ｓｐｐ．）、リトファネ・アンテンナタ（Ｌｉｔｈｏｐｈａｎｅ　ａｎｔｅｎｎａｔ
ａ）、ロベシア属種（Ｌｏｂｅｓｉａ　ｓｐｐ．）、ロキサグロチス・アルビコスタ（Ｌ
ｏｘａｇｒｏｔｉｓ　ａｌｂｉｃｏｓｔａ）、リマントリア属種（Ｌｙｍａｎｔｒｉａ　
ｓｐｐ．）、リオネチア属種（Ｌｙｏｎｅｔｉａ　ｓｐｐ．）、マラコソマ・ネウストリ
ア（Ｍａｌａｃｏｓｏｍａ　ｎｅｕｓｔｒｉａ）、マルカ・テスツラリス（Ｍａｒｕｃａ
　ｔｅｓｔｕｌａｌｉｓ）、マメストラ・ブラシカエ（Ｍａｍｓｔｒａ　ｂｒａｓｓｉｃ
ａｅ）、メラニチス・レダ（Ｍｅｌａｎｉｔｉｓ　ｌｅｄａ）、モキス属種（Ｍｏｃｉｓ
　ｓｐｐ．）、モノピス・オブビエラ（Ｍｏｎｏｐｉｓ　ｏｂｖｉｅｌｌａ）、ミチムナ
・セパラタ（Ｍｙｔｈｉｍｎａ　ｓｅｐａｒａｔａ）、ネマポゴン・コロアセルス（Ｎｅ
ｍａｐｏｇｏｎ　ｃｌｏａｃｅｌｌｕｓ）、ニュムプラ属種（Ｎｙｍｐｈｕｌａ　ｓｐｐ
．）、オイケチクス属種（Ｏｉｋｅｔｉｃｕｓ　ｓｐｐ．）、オリア属種（Ｏｒｉａ　ｓ
ｐｐ．）、オルタガ属種（Ｏｒｔｈａｇａ　ｓｐｐ．）、オストリニア属種（Ｏｓｔｒｉ
ｎｉａ　ｓｐｐ．）、オウレマ・オリザエ（Ｏｕｌｅｍａ　ｏｒｙｚａｅ）、パノリス・
フランメア（Ｐａｎｏｌｉｓ　ｆｌａｍｍｅａ）、パルナラ属種（Ｐａｒｎａｒａ　ｓｐ
ｐ．）、ペクチノホラ属種（Ｐｅｃｔｉｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｐ．）、ペリロイコプテラ
属種（Ｐｅｒｉｌｅｕｃｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ．）、フソリマエア属種（Ｐｈｔｈｏｒｉ
ｍａｅａ　ｓｐｐ．）、フィロクニスチス・シトレラ（Ｐｈｙｌｌｏｃｎｉｓｔｉｓ　ｃ
ｉｔｒｅｌｌａ）、フィロノリクテル属種（Ｐｈｙｌｌｏｎｏｒｙｃｔｅｒ　ｓｐｐ．）
、ピエリス属種（Ｐｉｅｒｉｓ　ｓｐｐ．）、プラチノタ・スツルタナ（Ｐｌａｔｙｎｏ
ｔａ　ｓｔｕｌｔａｎａ）、プロジア・インテルプンクテラ（Ｐｌｏｄｉａ　ｉｎｔｅｒ
ｐｕｎｃｔｅｌｌａ）、プルシア属種（Ｐｌｕｓｉａ　ｓｐｐ．）、プルテラ・キシロス
テラ（Ｐｌｕｔｅｌｌａ　ｘｙｌｏｓｔｅｌｌａ）、プラユス属種（Ｐｒａｙｓ　ｓｐｐ
．）、プロデニア属種（Ｐｒｏｄｅｎｉａ　ｓｐｐ．）、プロトパルセ属種（Ｐｒｏｔｏ
ｐａｒｃｅ　ｓｐｐ．）、プセウダレチア属種（Ｐｓｅｕｄａｌｅｔｉａ　ｓｐｐ．）、
シューダレティア　ユニプンクタ（Ｐｓｅｕｄａｌｅｔｉａ　ｕｎｉｐｕｎｃｔａ）、プ
セウドプルシア・インクルデンス（Ｐｓｅｕｄｏｐｌｕｓｉａ　ｉｎｃｌｕｄｅｎｓ）、
ピラウスタ・ヌビラリス（Ｐｙｒａｕｓｔａ　ｎｕｂｉｌａｌｉｓ）、ラキプルシア・ヌ
（Ｒａｃｈｉｐｌｕｓｉａ　ｎｕ）、スコエノビウス属種（Ｓｃｈｏｅｎｏｂｉｕｓ　ｓ
ｐｐ．）、スキルポファガ属種（Ｓｃｉｒｐｏｐｈａｇａ　ｓｐｐ．）、スキルポファガ
・イノタタ（Ｓｃｉｒｐｏｐｈａｇａ　ｉｎｎｏｔａｔａ）、スコチア・セゲツム（Ｓｃ
ｏｔｉａ　ｓｅｇｅｔｕｍ）、セサミア属種（Ｓｅｓａｍｉａ　ｓｐｐ．）、セサミアイ
ンフェレンス（Ｓｅｓａｍｉａ　ｉｎｆｅｒｅｎｓ）、スパルガノチス属種（Ｓｐａｒｇ
ａｎｏｔｈｉｓ　ｓｐｐ．）、スポドプテラ属種（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｓｐｐ．）、
スポドプテラ・プラエフィカ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｐｒａｅｆｉｃａ）、スタトモポ
ダ属種（Ｓｔａｔｈｍｏｐｏｄａ　ｓｐｐ．）、ストモプテリクス・サブセシヴェラ（Ｓ
ｔｏｍｏｐｔｅｒｙｘ　ｓｕｂｓｅｃｉｖｅｌｌａ）、シナンテドン属種（Ｓｙｎａｎｔ
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ｈｅｄｏｎ　ｓｐｐ．）、テシア・ソラニボラ（Ｔｅｃｉａ　ｓｏｌａｎｉｖｏｒａ）、
テルメシア・ゲンマタリス（Ｔｈｅｒｍｅｓｉａ　ｇｅｍｍａｔａｌｉｓ）、チネア・ク
ロアセラ（Ｔｉｎｅａ　ｃｌｏａｃｅｌｌａ）、チネア・ペリオネラ（Ｔｉｎｅａ　ｐｅ
ｌｌｉｏｎｅｌｌａ）、チネオラ・ビセリエラ（Ｔｉｎｅｏｌａ　ｂｉｓｓｅｌｌｉｅｌ
ｌａ）、トルトリクス属種（Ｔｏｒｔｒｉｘ　ｓｐｐ．）、トリコパガ・タペトゼッラ（
Ｔｒｉｃｈｏｐｈａｇａ　ｔａｐｅｔｚｅｌｌａ）、トリコプルシア属種（Ｔｒｉｃｈｏ
ｐｌｕｓｉａ　ｓｐｐ．）、トリポリザ・インセルツラス（Ｔｒｙｐｏｒｙｚａ　ｉｎｃ
ｅｒｔｕｌａｓ）、ツタ・アブソルタ（Ｔｕｔａ　ａｂｓｏｌｕｔａ）、ビラコラ属種（
Ｖｉｒａｃｈｏｌａ　ｓｐｐ．）；
　直翅目（Ｏｒｔｈｏｐｔｅｒａ）またはサルタトリア目（Ｓａｌｔａｔｏｒｉａ）から
の病害生物、例えば、アケタ・ドメスチクス（Ａｃｈｅｔａ　ｄｏｍｅｓｔｉｃｕｓ）、
ジクロプルス属種（Ｄｉｃｈｒｏｐｌｕｓ　ｓｐｐ．）、グリロタルパ属種（Ｇｒｙｌｌ
ｏｔａｌｐａ　ｓｐｐ．）、ヒエログリフス属種（Ｈｉｅｒｏｇｌｙｐｈｕｓ　ｓｐｐ．
）、ロクスタ属種（Ｌｏｃｕｓｔａ　ｓｐｐ．）、メラノプルス属種（Ｍｅｌａｎｏｐｌ
ｕｓ　ｓｐｐ．）、シストセルカ・グレガリア（Ｓｃｈｉｓｔｏｃｅｒｃａ　ｇｒｅｇａ
ｒｉａ）；
　シラミ目（Ｐｈｔｈｉｒａｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、ダマリニア属（Ｄａ
ｍａｌｉｎｉａ　ｓｐｐ．）、ハエマトピヌス属種（Ｈａｅｍａｔｏｐｉｎｕｓ　ｓｐｐ
．）、リノグナツス属種（Ｌｉｎｏｇｎａｔｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ペジクルス属種（Ｐｅ
ｄｉｃｕｌｕｓ　ｓｐｐ．）、プチルス・プビス（Ｐｔｉｒｕｓ　ｐｕｂｉｓ）、トリコ
デクテス属種（Ｔｒｉｃｈｏｄｅｃｔｅｓ　ｓｐｐ．）；
　チャタテムシ目（Ｐｓｏｃｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、レピナツス属種（
Ｌｅｐｉｎａｔｕｓ　ｓｐｐ．）、リポセリス属種（Ｌｉｐｏｓｃｅｌｉｓ　ｓｐｐ．）
；
　ノミ目（Ｓｉｐｈｏｎａｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、セラトフィルス属種（
Ｃｅｒａｔｏｐｈｙｌｌｕｓ　ｓｐｐ．）、クテノセファリデス属種（Ｃｔｅｎｏｃｅｐ
ｈａｌｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、プレクス・イリタンス（Ｐｕｌｅｘ　ｉｒｒｉｔａｎｓ）
、ツンガ・ペネトランス（Ｔｕｎｇａ　ｐｅｎｅｔｒａｎｓ）、ゼノプシラ・ケオプス（
Ｘｅｎｏｐｓｙｌｌａ　ｃｈｅｏｐｓｉｓ）；
　総翅目（Ｔｈｙｓａｎｏｐｔｅｒａ）からの病害生物、例えば、アナフォトリプス・オ
ブスクルス（Ａｎａｐｈｏｔｈｒｉｐｓ　ｏｂｓｃｕｒｕｓ）、バリオトリプス・ビホル
ミス（Ｂａｌｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｂｉｆｏｒｍｉｓ）、ドレパノトリプス・ロイテリ（Ｄ
ｒｅｐａｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｒｅｕｔｅｒｉ）、エンネオトリプス・フラベンス（Ｅｎｎ
ｅｏｔｈｒｉｐｓ　ｆｌａｖｅｎｓ）、フランクリニエラ属種（Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌ
ｌａ　ｓｐｐ．）、ヘリオトリプス属種（Ｈｅｌｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｐｐ．）、ヘルチ
ノトリプス・フェモラリス（Ｈｅｒｃｉｎｏｔｈｒｉｐｓ　ｆｅｍｏｒａｌｉｓ）、リピ
ホロトリプス・クルエンタツス（Ｒｈｉｐｉｐｈｏｒｏｔｈｒｉｐｓ　ｃｒｕｅｎｔａｔ
ｕｓ）、シルトトリプス属種（Ｓｃｉｒｔｏｔｈｒｉｐｓ　ｓｐｐ．）、タエニオトリプ
ス・カルダモミ（Ｔａｅｎｉｏｔｈｒｉｐｓ　ｃａｒｄａｍｏｍｉ）、トリプス属種（Ｔ
ｈｒｉｐｓ　ｓｐｐ．）；
　シミ目（Ｚｙｇｅｎｔｏｍａ）（＝Ｔｈｙｓａｎｕｒａ）からの病害生物、例えば、ク
テノレピスマ属種（Ｃｔｅｎｏｌｅｐｉｓｍａ　ｓｐｐ．）、レピスマ・サカリナ（Ｌｅ
ｐｉｓｍａ　ｓａｃｃｈａｒｉｎａ）、レスピモデス・インクイリヌス（Ｌｅｐｉｓｍｏ
ｄｅｓ　ｉｎｑｕｉｌｉｎｕｓ）、テルモビア・ドメスチカ（Ｔｈｅｒｍｏｂｉａ　ｄｏ
ｍｅｓｔｉｃａ）；
　コムカデ類（Ｓｙｍｐｈｙｌａ）からの病害生物、例えば、スクチゲラ属種（Ｓｃｕｔ
ｉｇｅｒｅｌｌａ　ｓｐｐ．）；
　軟体動物門（Ｍｏｌｌｕｓｃａ）、特に、双殻綱（Ｂｉｖａｌｖｉａ）からの病害生物
、例えば、ドレイセナ属種（Ｄｒｅｉｓｓｅｎａ　ｓｐｐ．）、および、腹足綱（Ｇａｓ
ｔｒｏｐｏｄａ）の、例えば、アリオン属種（Ａｒｉｏｎ　ｓｐｐ．）、ビオムファラリ
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ア属種（Ｂｉｏｍｐｈａｌａｒｉａ　ｓｐｐ．）、ブリヌス属種（Ｂｕｌｉｎｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、デロセラス属種（Ｄｅｒｏｃｅｒａｓ　ｓｐｐ．）、ガルバ属種（Ｇａｌｂａ　
ｓｐｐ．）、リムナエア属種（Ｌｙｍｎａｅａ　ｓｐｐ．）、オンコメラニア属種（Ｏｎ
ｃｏｍｅｌａｎｉａ　ｓｐｐ．）、ポマケア属種（Ｐｏｍａｃｅａ　ｓｐｐ．）、スクネ
シア属種（Ｓｕｃｃｉｎｅａ　ｓｐｐ．）；
　へん形動物門（Ｐｌａｔｈｅｌｍｉｎｔｈｅｓ）および線形動物門（Ｎｅｍａｔｏｄａ
）からの動物有害生物、例えば、アンシロストマ・ズオデナレ（Ａｎｃｙｌｏｓｔｏｍａ
　ｄｕｏｄｅｎａｌｅ）、アンシロストマ・セイラニクム（Ａｎｃｙｌｏｓｔｏｍａ　ｃ
ｅｙｌａｎｉｃｕｍ）、アシロストマ・ブラジリエンシス（Ａｃｙｌｏｓｔｏｍａ　ｂｒ
ａｚｉｌｉｅｎｓｉｓ）、アンシロストマ属種（Ａｎｃｙｌｏｓｔｏｍａ　ｓｐｐ．）、
アスカリス属種（Ａｓｃａｒｉｓ　ｓｐｐ．）、ブルギア・マライ（Ｂｒｕｇｉａ　ｍａ
ｌａｙｉ）、ブルギア・チモリ（Ｂｒｕｇｉａ　ｔｉｍｏｒｉ）、ブノストムム属種（Ｂ
ｕｎｏｓｔｏｍｕｍ　ｓｐｐ．）、カベルチア属種（Ｃｈａｂｅｒｔｉａ　ｓｐｐ．）、
クロノルキス属種（Ｃｌｏｎｏｒｃｈｉｓ　ｓｐｐ．）、コオペリア属種（Ｃｏｏｐｅｒ
ｉａ　ｓｐｐ．）、ジクロコエリウム属（Ｄｉｃｒｏｃｏｅｌｉｕｍ　ｓｐｐ．）、ジク
チオカウルス・フィラリア（Ｄｉｃｔｙｏｃａｕｌｕｓ　ｆｉｌａｒｉａ）、ジフィロボ
トリウム・ラツム（Ｄｉｐｈｙｌｌｏｂｏｔｈｒｉｕｍ　ｌａｔｕｍ）、ドラクンクルス
・メジネンシス（Ｄｒａｃｕｎｃｕｌｕｓ　ｍｅｄｉｎｅｎｓｉｓ）、エキノコックス・
グラヌロスス（Ｅｃｈｉｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｇｒａｎｕｌｏｓｕｓ）、エキノコックス・
ムルチロクラリス（Ｅｃｈｉｎｏｃｏｃｃｕｓ　ｍｕｌｔｉｌｏｃｕｌａｒｉｓ）、エン
テロビウス・ベルミクラリス（Ｅｎｔｅｒｏｂｉｕｓ　ｖｅｒｍｉｃｕｌａｒｉｓ）、フ
ァシオラ属種（Ｆａｃｉｏｌａ　ｓｐｐ．）、ハエモンクス属種（Ｈａｅｍｏｎｃｈｕｓ
　ｓｐｐ．）、ヘテラキス属種（Ｈｅｔｅｒａｋｉｓ　ｓｐｐ．）、ヒメノレピス・ナナ
（Ｈｙｍｅｎｏｌｅｐｉｓ　ｎａｎａ）、ヒオストロングルス属種（Ｈｙｏｓｔｒｏｎｇ
ｕｌｕｓ　ｓｐｐ．）、ロア・ロア（Ｌｏａ　Ｌｏａ）、ネマトジルス属種（Ｎｅｍａｔ
ｏｄｉｒｕｓ　ｓｐｐ．）、オエソファゴストムム属種（Ｏｅｓｏｐｈａｇｏｓｔｏｍｕ
ｍ　ｓｐｐ．）、オピストルキス属種（Ｏｐｉｓｔｈｏｒｃｈｉｓ　ｓｐｐ．）、オンコ
セルカ・ボルブルス（Ｏｎｃｈｏｃｅｒｃａ　ｖｏｌｖｕｌｕｓ）、オステルタギア属種
（Ｏｓｔｅｒｔａｇｉａ　ｓｐｐ．）、パラゴニムス属種（Ｐａｒａｇｏｎｉｍｕｓ　ｓ
ｐｐ．）、シストソメン属種（Ｓｃｈｉｓｔｏｓｏｍｅｎ　ｓｐｐ．）、ストロンギロイ
デス・フエレボルニ（Ｓｔｒｏｎｇｙｌｏｉｄｅｓ　ｆｕｅｌｌｅｂｏｒｎｉ）、ストロ
ンギロイデス・ステルコラリス（Ｓｔｒｏｎｇｙｌｏｉｄｅｓ　ｓｔｅｒｃｏｒａｌｉｓ
）、ストロニロイデス属種（Ｓｔｒｏｎｙｌｏｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、タエニア・サギナ
タ（Ｔａｅｎｉａ　ｓａｇｉｎａｔａ）、タエニア・ソリウム（Ｔａｅｎｉａ　ｓｏｌｉ
ｕｍ）、トリキネラ・スピラリス（Ｔｒｉｃｈｉｎｅｌｌａ　ｓｐｉｒａｌｉｓ）、トリ
キネラ・ナチバ（Ｔｒｉｃｈｉｎｅｌｌａ　ｎａｔｉｖａ）、トリキネラ・ブリトビ（Ｔ
ｒｉｃｈｉｎｅｌｌａ　ｂｒｉｔｏｖｉ）、トリキネラ・ネルソニ（Ｔｒｉｃｈｉｎｅｌ
ｌａ　ｎｅｌｓｏｎｉ）、トリキネラ・プセウドプシラリス（Ｔｒｉｃｈｉｎｅｌｌａ　
ｐｓｅｕｄｏｐｓｉｒａｌｉｓ）、トリコストロングルス属種（Ｔｒｉｃｈｏｓｔｒｏｎ
ｇｕｌｕｓ　ｓｐｐ．）、トリクリス・トリクリア（Ｔｒｉｃｈｕｒｉｓ　ｔｒｉｃｈｕ
ｒｉａ）、ウケレリア・バンクロフチ（Ｗｕｃｈｅｒｅｒｉａ　ｂａｎｃｒｏｆｔｉ）；
　線形動物門（Ｎｅｍａｔｏｄａ）からの植物寄生性病害生物、例えば、アフェレンコイ
デス属種（Ａｐｈｅｌｅｎｃｈｏｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、ブルサフェレンクス属種（Ｂｕ
ｒｓａｐｈｅｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ジチレンクス属種（Ｄｉｔｙｌｅｎｃｈｕｓ
　ｓｐｐ．）、グロボデラ属種（Ｇｌｏｂｏｄｅｒａ　ｓｐｐ．）、ヘテロデラ属種（Ｈ
ｅｔｅｒｏｄｅｒａ　ｓｐｐ．）、ロンギドルス属種（Ｌｏｎｇｉｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．
）、メロイドギネ属種（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ　ｓｐｐ．）、プラチレンクス属種（Ｐ
ｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ラドフォラス属種（Ｒａｄｏｐｈｏｌｕｓ　ｓｐ
ｐ．）、トリコドルス属種（Ｔｒｉｃｈｏｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、チレンクルス属種（
Ｔｙｌｅｎｃｈｕｌｕｓ　ｓｐｐ．）、キシフィネマ属種（Ｘｉｐｈｉｎｅｍａ　ｓｐｐ
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．）、ヘリコティレンクス属種（Ｈｅｌｉｃｏｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、チレン
コリンクス属種（Ｔｙｌｅｎｃｈｏｒｈｙｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、スクテロネマ属種（
Ｓｃｕｔｅｌｌｏｎｅｍａ　ｓｐｐ．）、パラトリコドルス属種（Ｐａｒａｔｒｉｃｈｏ
ｄｏｒｕｓ　ｓｐｐ．）、メロイネマ属種（Ｍｅｌｏｉｎｅｍａ　ｓｐｐ．）、パラフェ
レンクス属種（Ｐａｒａｐｈｅｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、アグレンクス属種（Ａｇｌ
ｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ベロノライムス属種（Ｂｅｌｏｎｏｌａｉｍｕｓ　ｓｐｐ．
）、ナコブス属種（Ｎａｃｏｂｂｕｓ　ｓｐｐ．）、ロチレンクルス属種（Ｒｏｔｙｌｅ
ｎｃｈｕｌｕｓ　ｓｐｐ．）、ロチレンクス属種（Ｒｏｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）
、ネオチレンクス属種（Ｎｅｏｔｙｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、パラフェレンクス属種
（Ｐａｒａｐｈｅｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、ドリコドルス属種（Ｄｏｌｉｃｈｏｄｏ
ｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ホプロライムス属種（Ｈｏｐｌｏｌａｉｍｕｓ　ｓｐｐ．）、プン
クトデラ属種（Ｐｕｎｃｔｏｄｅｒａ　ｓｐｐ．）、クリコネメラ属種（Ｃｒｉｃｏｎｅ
ｍｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、キニスルシウス（Ｑｕｉｎｉｓｕｌｃｉｕｓ　ｓｐｐ．）、ヘ
ミシクロフォラ属種（Ｈｅｍｉｃｙｃｌｉｏｐｈｏｒａ　ｓｐｐ．）、アングイナ属種（
Ａｎｇｕｉｎａ　ｓｐｐ．）、スバングイナ属種（Ｓｕｂａｎｇｕｉｎａ　ｓｐｐ．）、
ヘミクリコネモイデス属種（Ｈｅｍｉｃｒｉｃｏｎｅｍｏｉｄｅｓ　ｓｐｐ．）、プシレ
ンクス科（Ｐｓｉｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、スードハレンクス属種（Ｐｓｅｕｄｏｈ
ａｌｅｎｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）、クリコネモイデス属種（Ｃｒｉｃｏｎｅｍｏｉｄｅｓ　
ｓｐｐ．）、カコパウルス属種（Ｃａｃｏｐａｕｒｕｓ　ｓｐｐ．）、ヒルシュマニエラ
属種（Ｈｉｒｓｃｈｍａｎｉｅｌｌａ　ｓｐｐ．）、テチレンクス属種（Ｔｅｔｙｌｅｎ
ｃｈｕｓ　ｓｐｐ．）。
【０１７３】
　さらに、原虫亜門からの生物、特にはコクシジウム目、例えばアイメリア属種（Ｅｉｍ
ｅｒｉａ）からの生物を防除することができる。
【０１７４】
　さらに、本発明による組成物は、強力な殺細菌活性を有し、作物保護および材料保護に
おいて真菌および細菌などの望ましくない微生物を防除するのに用いることができる。
【０１７５】
　本発明はさらに、本発明の組成物を植物病原性真菌、植物病原性細菌および／またはそ
れらの生息場所に施用することを特徴とする望ましくない微生物の防除方法に関するもの
である。
【０１７６】
　作物保護において、植物病原性真菌の防除のために殺菌剤を用いることができる。それ
らは広いスペクトラムの植物病原性真菌、例えば特にネコブカビ類、ペロノスポロマイセ
テス（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒｏｍｙｃｅｔｅｓ）類（同義語：卵菌類）、ツボカビ類、接
合菌類、子嚢菌類、担子菌類および不完全菌類（同義語、フンギ・インペルフェクチ（Ｆ
ｕｎｇｉ　ｉｍｐｅｒｆｅｃｔｉ））の構成員である土壌病原体に対する顕著な効力を特
徴とする。一部の殺菌剤は全身活性であり、茎葉処理剤として、種子粉衣剤として、また
は土壌処理殺菌剤として作物保護に使用することができる。さらに、それらは、特に木材
または植物の根に侵入する真菌と戦う上で好適である。
【０１７７】
　殺細菌剤は、作物保護でシュードモナス科（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｄａｃｅａｅ）、リ
ゾビウム科（Ｒｈｉｚｏｂｉａｃｅａｅ）、腸内細菌科（Ｅｎｔｅｒｏｂａｃｔｅｒｉａ
ｃｅａｅ）、コリネバクテリウム科（Ｃｏｒｙｎｅｂａｃｔｅｒｉａｃｅａｅ）およびス
トレプトマイセス科（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｔａｃｅａｅ）の防除に用いることができ
る。
【０１７８】
　本発明に従って処置可能な真菌疾患の例としては、下記のものなどがあるが、これらに
限定されるものではない。
【０１７９】
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　ウドンコ病の病原体、例えばブルメリア・グラミニス（Ｂｌｕｍｅｒｉａ　ｇｒａｍｉ
ｎｉｓ）などのブルメリア（Ｂｌｕｍｅｒｉａ）種；ポドスファエラ・ロイコトリカ（Ｐ
ｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｌｅｕｃｏｔｒｉｃｈａ）などのポドスファエラ（Ｐｏｄｏｓｐ
ｈａｅｒａ）種；スファエロセカ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇ
ｉｎｅａ）などのスファエロセカ（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ）種；ウンシヌラ・ネケー
タ（Ｕｎｃｉｎｕｌａ　ｎｅｃａｔｏｒ）などのウンシヌラ（Ｕｎｃｉｎｕｌａ）種によ
って引き起こされる病害；
　さび病病原体、例えばギムノスポランギウム・サビナエ（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉ
ｕｍ　ｓａｂｉｎａｅ）などのギムノスポランギウム（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ
）種；ヘミレイア・バスタトリックス（Ｈｅｍｉｌｅｉａ　ｖａｓｔａｔｒｉｘ）などの
ヘミレイア（Ｈｅｍｉｌｅｉａ）種；ファコプソラ・パチライジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ
　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）およびファコプソラ・マイボミアエ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　
ｍｅｉｂｏｍｉａｅ）などのファコスプソラ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ）種；プクシニア・
レコンディテ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔｅ）、Ｐ．トリチシナ（Ｐ．　ｔｒ
ｉｔｉｃｉｎａ）、Ｐ．グラミニス（Ｐ．　ｇｒａｍｉｎｉｓ）またはＰ．ストリフォル
ニス（Ｐ．　ｓｔｒｉｉｆｏｒｍｉｓ）などのプクシニア（Ｐｕｃｃｉｎｉａ）種；ウロ
ミセス・アッペンディキュラタス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎｄｉｃｕｌａｔｕｓ）
などのウロミセス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ）種によって引き起こされる病害；
　卵菌類（Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）群の病原体、例えばアルブゴ・カンジダ（Ａｌｇｕｂｏ
　ｃａｎｄｉｄａ）などのアルブゴ（Ａｌｂｕｇｏ）種；ブレミア・ラクチュカエ（Ｂｒ
ｅｍｉａ　ｌａｃｔｕｃａｅ）などのブレミア（Ｂｒｅｍｉａ）種；ペロノスポラ・ピシ
（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｐｉｓｉ）またはＰ．ブラッシカエ（Ｐ．　ｂｒａｓｓｉｃ
ａｅ）などのペロノスポラ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ）種；フィトフソラ・インフェスタ
ンス（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）などのフィトフソラ（Ｐｈｙｔ
ｏｐｈｔｈｏｒａ）種；プラスモパラ・ビチコラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏ
ｌａ）などのプラスモパラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ）種；シュードペロノスポラ・フムリ
（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｈｕｍｕｌｉ）またはシュードペロノスポラ・
キュベンシス（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｃｕｂｅｎｓｉｓ）などのシュー
ドペロノスポラ（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ）種；ピチウム・ウルティマム（
Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）などのピチウム（Ｐｙｔｈｉｕｍ）種によって引き起
こされる病害；
　例えばアルテルナリア・ソラニ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｏｌａｎｉ）などのアルテ
ルナリア（Ａｌｔｅｍａｒｉａ）種；セルコスポラ・ベチコラ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　
ｂｅｔｉｃｏｌａ）などのセルコスポラ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ）種；クラジオスポリウ
ム・キュキュメリナム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｕｃｕｍｅｒｉｎｕｍ）などの
クラジオスポリウム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｕｍ）種；コクリオボラス・サティブス（Ｃ
ｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分生子型：ドレクスレラ（Ｄｒｅｃｈｓｌ
ｅｒａ）、同義語：ヘルミントスポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ））、コ
クリオボラス・ミヨビーナス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｍｉｙｏｂｅａｎｕｓ）など
のコクリオボラス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）種；コレトトリカム・リンデムサニウム
（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｌｉｎｄｅｍｕｔｈａｎｉｕｍ）などのコレトトリカ
ム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ）種；シクロコニウム・オレアギナム（Ｃｙｃｌｏｃ
ｏｎｉｕｍ　ｏｌｅａｇｉｎｕｍ）などのシクロコニウム（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ）種
；ディアポルテ・シトリ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｃｉｔｒｉ）などのディアポルテ（Ｄｉ
ａｐｏｒｔｈｅ）種；エルシノエ・フォーセッティイ（Ｅｌｓｉｎｏｅ　ｆａｗｃｅｔｔ
ｉｉ）などのエルシノエ（Ｅｌｓｉｎｏｅ）種；グレオスポリウム・ラエティカラー（Ｇ
ｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｌａｅｔｉｃｏｌｏｒ）などのグレオスポリウム種（Ｇｌｏｅ
ｏｓｐｏｒｉｕｍ）；グロメレラ・シンギュラータ（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ　ｃｉｎｇｕ
ｌａｔａ）などのグロメレラ（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ）種；ギニャルディア・ビドウェリ
（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｂｉｄｗｅｌｌｉ）などのギニャルディア（Ｇｕｉｇｎａｒｄ
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ｉａ）種；レプトスファエリア・マキュランス（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｍａｃｕ
ｌａｎｓ）、レプトスファエリア・ノドルム（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒ
ｕｍ）などのレプトスファエリア（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ）種；マグナポルテ・グ
リージー（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｇｒｉｓｅａ）などのマグナポルテ（Ｍａｇｎａｐ
ｏｒｔｈｅ）種；ミクロドキウム・ニバレ（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ　ｎｉｖａｌｅ）
などのミクロドキウム（Ｍｉｃｒｏｄｏｃｈｉｕｍ）種；マイコスファエレラ・グラミニ
コラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｇｒａｍｉｎｉｃｏｌａ）、Ｍ．アラキジコラ（
Ｍ．　ａｒａｃｈｉｄｉｃｏｌａ）およびＭ．フィジエンシス（Ｍ．　ｆｉｊｉｅｎｓｉ
ｓ）などのマイコスファエレラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ）種；フェオスファエリ
ア・ノドラム（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）などのフェオスファエリ
ア（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ）種；ピレノフォラ・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ
　ｔｅｒｅｓ）、ピレノフォラ・トリチシ・レペンチス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｒ
ｉｔｉｃｉ　ｒｅｐｅｎｔｉｓ）などのピレノフォラ（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ）種；ラ
ムラリア・コロシグニ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ）、ラムラリア・
アレオラ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ａｒｅｏｌａ）などのラムラリア（Ｒａｍｕｌａｒｉａ
）種；リンコスポリウム・セカリス（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｅｃａｌｉｓ）
などのリンコスポリウム（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ）種；セプトリア・アピイ（Ｓ
ｅｐｔｏｒｉａ　ａｐｉｉ）、セプトリア・リコペルシイ（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｌｙｃｏ
ｐｅｒｓｉｉ）などのセプトリア（Ｓｅｐｔｏｒｉａ）種；チフラ・インカルナータ（Ｔ
ｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）などのチフラ（Ｔｙｐｈｕｌａ）種；ベンチュリア
・イナエキュアリス（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）などのベンチュリア（
Ｖｅｎｔｕｒｉａ）種によって引き起こされる葉枯病（ｌｅａｆ　ｂｌｏｔｃｈ　ｄｉｓ
ｅａｓｅｓ）および葉萎凋病（ｌｅａｆ　ｗｉｌｔ　ｄｉｓｅａｓｅｓ）；
　例えば、コルチシウム・グラミネアラム（Ｃｏｒｔｉｃｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕ
ｍ）などのコルチシウム（Ｃｏｒｔｉｃｉｕｍ）種；フサリウム・オキシスポラム（Ｆｕ
ｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）などのフサリウム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ）種；ゲウマ
ノミセス・グラミニス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｇｒａｍｉｎｉｓ）などのゲウ
マノミセス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ）種；リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃ
ｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）などのリゾクトニア（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）種；サロク
ラジウム・オリザエ（Ｓａｒｏｃｌａｄｉｕｍ　ｏｒｙｚａｅ）などによって引き起こさ
れるサロクラジウム（Ｓａｒｏｃｌａｄｉｕｍ）病；サロクラジウム・オリザエ（Ｓａｒ
ｏｃｌａｄｉｕｍ　ｏｒｙｚａｅ）などによって引き起こされるサロクラジウム（Ｓａｒ
ｏｃｌａｄｉｕｍ）病；タペシア・アキュフォルミス（Ｔａｐｅｓｉａ　ａｃｕｆｏｒｍ
ｉｓ）などのタペシア（Ｔａｐｅｓｉａ）種；チエラビオプシス・バシコラ（Ｔｈｉｅｌ
ａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）などのチエラビオプシス（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐ
ｓｉｓ）種によって引き起こされる根および茎の病害；
　例えばアルテルナリア属（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｐ．）などのアルテルナリア（
Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）種；アスペルギルス・フラバス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌ
ａｖｕｓ）などのアスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）種；クラドスポリウム・ク
ラドスポリオイデス（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｏｉｄｅｓ）な
どのクラドスポリウム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ）種；クラビセプス・パープレア（Ｃ
ｌａｖｉｃｅｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）などのクラビセプス（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ）種；
フサリウム・クルモラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）などのフサリウム（Ｆ
ｕｓａｒｉｕｍ）種；ギッベレラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ）などのギ
ッベレラ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）種；モノグラフェラ・ニバリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈ
ｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）などのモノグラフェラ（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ）種；
セプトリア・ノドルム（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）などのセプトリア（Ｓｅｐ
ｔｏｒｉａ）種によって引き起こされる穂および円錐花序の病害（トウモロコシ穂軸など
）；
　黒穂菌（ｓｍｕｔ　ｆｕｎｇｉ）、例えばスファセロセカ・ライリアナ（Ｓｐｈａｃｅ
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ｌｏｔｈｅｃａ　ｒｅｉｌｉａｎａ）などのスファセロセカ（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃ
ａ）種；ティレチア・カリエス（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｃａｒｉｅｓ）、Ｔ．コントロベル
サ（Ｔ．　ｃｏｎｔｒｏｖｅｒｓａ）などのティレチア（Ｔｉｌｌｅｔｉａ）種；ウロシ
スティス・オキュラータ（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ　ｏｃｃｕｌｔａ）などのウロシスティス
（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ）種；ウスティラゴ・ヌーダ（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　ｎｕｄａ）、Ｕ
．ヌーダ・トリチシ（Ｕ．　ｎｕｄａ　ｔｒｉｔｉｃｉ）などのウスティラゴ（Ｕｓｔｉ
ｌａｇｏ）種によって引き起こされる病害；
　例えばアスペルギルス・フラバス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）などのア
スペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ）種；ボトリティス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉ
ｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）などのボトリティス（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ）種；ペニシリウム・エク
スパンサム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）およびＰ．プルプロゲナム（
Ｐ．　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）などのペニシリウム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ）種；
スクレロティニア・スクレロティオラム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏ
ｒｕｍ）などのスクレロティニア（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ）種；ベルティシリウム・ア
ルボアトラム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ａｌｂｏａｔｒｕｍ）などのベルティシリウム
（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ）種によって引き起こされる果実腐敗；
　例えばアルタナリア（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ）種によって引き起こされる、例えばアル
タナリア・ブラシシコラ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｂｒａｓｓｉｃｉｃｏｌａ）によって
引き起こされる；アファノミセス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ）種、例えばアファノミセス
・ユーテイケス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｅｕｔｅｉｃｈｅｓ）によって引き起こされ
る；アスコチタ（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ）種、例えばアスコチタ・レンティス（Ａｓｃｏｃ
ｈｙｔａ　ｌｅｎｔｉｓ）によって引き起こされる；アスペルギルス（Ａｓｐｅｒｇｉｌ
ｌｕｓ）種、例えばアスペルギルス・フラブス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ
）によって引き起こされる；クラドスポリウム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ）種、例えば
クラドスポリウム・ヘルバルム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｈｅｒｂａｒｕｍ）によっ
て引き起こされる；コクリオボラス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ）種、例えばコクリオボ
ラス・サティブス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）（分生子型：ドレクス
レラ（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ）、ビポラリス（Ｂｉｐｏｌａｒｉｓ）同義語：ヘルミント
スポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ））によって引き起こされる；コレトト
リカム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ）種、例えばコレトトリカム・ココデス（Ｃｏｌ
ｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｃｏｃｃｏｄｅｓ）によって引き起こされる；フサリウム（Ｆ
ｕｓａｒｉｕｍ）種、例えばフサリウム・カルモラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒ
ｕｍ）によって引き起こされる；ギッベレラ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ）種、例えばギッベ
レラ・ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ）によって引き起こされる；マクロホミ
ナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ）種、例えばマクロホミナ・ファセオリナ（Ｍａｃｒｏｐ
ｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉｎａ）によって引き起こされる；モノグラフェラ（Ｍｏ
ｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ）種、例えばモノグラフェラ・ニバリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅ
ｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）によって引き起こされる；ペニシリウム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉ
ｕｍ）種、例えばペニシリウム・エキスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎ
ｓｕｍ）によって引き起こされる；ホマ（Ｐｈｏｍａ）種、例えばホマ・リンガム（Ｐｈ
ｏｍａ　ｌｉｎｇａｍ）によって引き起こされる；ホモプシス（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ）種
、例えばホモプシス・ソジャエ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｏｊａｅ）によって引き起こさ
れる；フィトフソラ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ）種、例えばフィトフソラ・カクトラム
（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｃａｃｔｏｒｕｍ）によって引き起こされる；ピレノホラ
（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ）種、例えばピレノホラ・グラミネア（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒ
ａ　ｇｒａｍｉｎｅａ）によって引き起こされる；ピリクラリア（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉ
ａ）種、例えばピリクラリア・オリザエ（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）によ
って引き起こされる；ピチウム（Ｐｙｔｈｉｕｍ）種、例えばピチウム・ウルティマム（
Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）によって引き起こされる；リゾクトニア（Ｒｈｉｚｏ
ｃｔｏｎｉａ）種、例えばリゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎ
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ｉ）によって引き起こされる；リゾプス（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ）種、例えばリゾプス・オリ
ザエ（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）によって引き起こされる；スクレロティウム（
Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ）種、例えばスクレロティウム・ロルフシイ（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕ
ｍ　ｒｏｌｆｓｉｉ）によって引き起こされる；セプトリア（Ｓｅｐｔｏｒｉａ）種、例
えばセプトリア・ノドルム（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）によって引き起こされ
る；チフラ（Ｔｙｐｈｕｌａ）種、例えばチフラ・インカルナタ（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎ
ｃａｒｎａｔａ）によって引き起こされる；ベルチシリウム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ
）種、例えばベルチシリウム・ダーリアエ（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｄａｈｌｉａｅ
）によって引き起こされる種子および土壌伝染性の腐敗、カビ、しおれ、腐敗病および立
ち枯れ病；
　例えばネクトリア・ガリゲナ（Ｎｅｃｔｒｉａ　ｇａｌｌｉｇｅｎａ）などのネクトリ
ア（Ｎｅｃｔｒｉａ）種よって引き起こされる癌、こぶ病およびてんぐ巣病；
　例えばモニリニア・ラクサ（Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ　ｌａｘａ）などのモニリニア（Ｍｏ
ｎｉｌｉｎｉａ）種によって引き起こされる枯れ病；
　例えばエキソバシジウム・ベキサンス（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ　ｖｅｘａｎｓ）など
のエキソバシジウム（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ）種；タフリナ・デフォルマンス（Ｔａｐ
ｈｒｉｎａ　ｄｅｆｏｒｍａｎｓ）などのタフリナ（Ｔａｐｈｒｉｎａ）種によって引き
起こされる葉ぶくれ病または葉巻病；
　例えばファエモニエラ・クラミドスポラ（Ｐｈａｅｍｏｎｉｅｌｌａ　ｃｌａｍｙｄｏ
ｓｐｏｒａ）、ファエオアクレモニウム・アレオフィラム（Ｐｈａｅｏａｃｒｅｍｏｎｉ
ｕｍ　ａｌｅｏｐｈｉｌｕｍ）およびフォミチポリタ・メジテラネア（Ｆｏｍｉｔｉｐｏ
ｒｉａ　ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅａ）によって引き起こされるエスカ（Ｅｓｃａ）病；例
えばユーチパ・ラタ（Ｅｕｔｙｐａ　ｌａｔａ）によって引き起こされるユーチパ（Ｅｕ
ｔｙｐａ）枝枯れ病；例えばガノデルマ・ボニネンセ（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ　ｂｏｎｉｎ
ｅｎｓｅ）によって引き起こされるガノダーマ（Ｇａｎｏｄｅｒｍａ）病；例えばリジド
ポルス・リグノスス（Ｒｉｇｉｄｏｐｏｒｕｓ　ｌｉｇｎｏｓｕｓ）によって引き起こさ
れるリジドポルス（Ｒｉｇｉｄｏｐｏｒｕｓ）病によって引き起こされる木材植物におけ
る衰退（ｄｅｃｌｉｎｅ）病；
　例えばボトリティス・シネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）などのボトリテ
ィス（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ）種によって引き起こされる花および種子の病害；
　リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）などのリゾクトニア
（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ）種；ヘルミントスポリウム・ソラニ（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓ
ｐｏｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎｉ）などのヘルミントスポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏ
ｒｉｕｍ）種によって引き起こされる植物塊茎の病害；
　例えばプラモジオフォラ・ブラッシカエ（Ｐｌａｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ　ｂｒａｓｓｉ
ｃａｅ）などのプラモジオフォラ（Ｐｌａｍｏｄｉｏｐｈｏｒａ）種によって引き起こさ
れる根こぶ病;
　細菌性病原体、例えばキサントモナス・キャンペストリスｐｖ．オリザエ（Ｘａｎｔｈ
ｏｍｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒｉｓ　ｐｖ．　ｏｒｙｚａｅ）などのキサントモナス（
Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ）種；シュードモナス・シリンガエｐｖ．ラクリマンス（Ｐｓｅ
ｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａｅ　ｐｖ．　ｌａｃｈｒｙｍａｎｓ）などのシュード
モナス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ）種；エルウィニア・アミロボラ（Ｅｒｗｉｎｉａ　ａ
ｍｙｌｏｖｏｒａ）などのエルウィニア（Ｅｒｗｉｎｉａ）種によって引き起こされる病
害。
【０１８０】
　下記の大豆病害を好ましく防除することができる。
【０１８１】
　例えばアルテルナリア葉斑点病（ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（アル
テルナリア属種アトランス・テニュイッシマ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃ．　ａｔ
ｒａｎｓ　ｔｅｎｕｉｓｓｉｍａ））、炭疽病（コレトトリカム・グロエオスポロイデス
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・デマティウム亜種トランケイタム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｇｌｏｅｏｓｐｏ
ｒｏｉｄｅｓ　ｄｅｍａｔｉｕｍ　ｖａｒ．　ｔｒｕｎｃａｔｕｍ））、褐斑病（ｂｒｏ
ｗｎ　ｓｐｏｔ）（セプトリア・グリシネス（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））
、セルコスポラ葉斑点病（ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）および焼枯れ病
（ｂｌｉｇｈｔ）（セクロスポラ・キクチイ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｋｉｋｕｃｈｉｉ
））、コアネフォラ葉焼枯れ病（ｃｈｏａｎｅｐｈｏｒａ　ｌｅａｆ　ｂｌｉｇｈｔ）（
コアネフォラ・インファンディブリフェラ・トリスポラ（Ｃｈｏａｎｅｐｈｏｒａ　ｉｎ
ｆｕｎｄｉｂｕｌｉｆｅｒａ　ｔｒｉｓｐｏｒａ）（同義））、ダクチュリオフォラ葉斑
点病（ｄａｃｔｕｌｉｏｐｈｏｒａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（ダクチュリオフォラ・グリ
シネス（Ｄａｃｔｕｌｉｏｐｈｏｒａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、べと病（ｄｏｗｎｙ　ｍ
ｉｌｄｅｗ）（ペロノスポラ・マンシュリカ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｍａｎｓｈｕｒ
ｉｃａ））、ドレクスレラ焼枯れ病（ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ　ｂｌｉｇｈｔ）（ドレクス
レラ・グリシニ（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ　ｇｌｙｃｉｎｉ））、葉輪紋病（ｆｒｏｇｅｙ
ｅ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（セルコスポラ・ソジナ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｏｊｉｎ
ａ））、レプトスファエルリナ葉斑点病（ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｕｌｉｎａ　ｌｅａｆ
　ｓｐｏｔ）（レプトスファエルリナ・トリフォリイ（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｕｌｉｎ
ａ　ｔｒｉｆｏｌｉｉ））、フィロスティカ葉斑点病（ｐｈｙｌｌｏｓｔｉｃａ　ｌｅａ
ｆ　ｓｐｏｔ）（フィロスティカ・ソジャエコラ（Ｐｈｙｌｌｏｓｔｉｃｔａ　ｓｏｊａ
ｅｃｏｌａ））、鞘および茎の焼枯れ病（フォモプシス・ソジャエ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ
　ｓｏｊａｅ））、うどんこ病（ｐｏｗｄｅｒｙ　、ｍｉｌｄｅｗ）（ミクロスファエラ
・ディフューザ（Ｍｉｃｒｏｓｐｈａｅｒａ　ｄｉｆｆｕｓａ））、ピレノチャエタ葉斑
点病（ｐｙｒｅｎｏｃｈａｅｔａ　ｌｅａｆ　ｓｐｏｔ）（ピレノチャエタ・グリシネス
（Ｐｙｒｅｎｏｃｈａｅｔａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、リゾクトニア・エリアル（ｒｈｉ
ｚｏｃｔｏｎｉａ　ａｅｒｉａｌ）、葉および膜の焼枯れ病（リゾクトニア・ソラニ（Ｒ
ｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ））、さび病（ファコプソラ・パチライジ（Ｐｈａ
ｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）、ファコプソラ・メイボミアエ（Ｐｈａｋｏｐ
ｓｏｒａ　ｍｅｉｂｏｍｉａｅ））、黒星病（スファセロマ・グリシネス（Ｓｐｈａｃｅ
ｌｏｍａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、ステムフィリウム葉焼枯れ病（ｓｔｅｍｐｈｙｌｉｕ
ｍ　ｌｅａｆ　ｂｌｉｇｈｔ）（ステムフィリウム・ボトリオサム（Ｓｔｅｍｐｈｙｌｉ
ｕｍ　ｂｏｔｒｙｏｓｕｍ））、輪紋病（コリネスポラ・カッシイコラ（Ｃｏｒｙｎｅｓ
ｐｏｒａ　ｃａｓｓｉｉｃｏｌａ））によって引き起こされる葉、茎、鞘および種子に対
する真菌病害。
【０１８２】
　例えば黒根腐病（ｂｌａｃｋ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（カロネクトリア・クロタラリアエ
（Ｃａｌｏｎｅｃｔｒｉａ　ｃｒｏｔａｌａｒｉａｅ））、炭腐病（マクロフォミナ・フ
ァセオリナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉｎａ））、フザリウム焼枯病
（ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｂｌｉｇｈｔ）または萎凋病（ｗｉｌｔ）、根腐れ病ならびに鞘お
よび頸部腐れ病（ｒｏｔ）（フザリウム・オキシスポラム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓ
ｐｏｒｕｍ）、フザリウム・オルトセラス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｒｔｈｏｃｅｒａｓ）
、フザリウム・セミテクタム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｅｍｉｔｅｃｔｕｍ）、フザリウム
・エクイセチ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｅｑｕｉｓｅｔｉ）、マイコレプトディスカス根腐れ
病（ｍｙｃｏｌｅｐｔｏｄｉｓｃｕｓ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（マイコレプトディスカス・
テレストリス（Ｍｙｃｏｌｅｐｔｏｄｉｓｃｕｓ　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ））、ネオコス
モスポラ（ｎｅｏｃｏｓｍｏｓｐｏｒａ）（ネオコスモスポラ・バスインフェクタ（Ｎｅ
ｏｃｏｓｍｏｐｓｐｏｒａ　ｖａｓｉｎｆｅｃｔａ））、鞘および茎の焼枯病（ｂｌｉｇ
ｈｔ）（ディアポルセ・ファセオロラム（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ
））、枝枯れ病（ディアポルセ・ファセオロラム亜種カウリボラ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　
ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ　ｖａｒ．　ｃａｕｌｉｖｏｒａ））、フィトフトラ腐れ病（ｐ
ｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｒｏｔ）（フィトフトラ・メガスペルマ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈ
ｏｒａ　ｍｅｇａｓｐｅｒｍａ））、褐色茎腐れ病（ｂｒｏｗｎ　ｓｔｅｍ　ｒｏｔ）（
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フィアロフォラ・グレガータ（Ｐｈｉａｌｏｐｈｏｒａ　ｇｒｅｇａｔａ））、ピチウム
腐れ病（ｐｙｔｈｉｕｍ　ｒｏｔ）（ピチウム・アファニデルマタム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　
ａｐｈａｎｉｄｅｒｍａｔｕｍ）、ピチウム・イレギュラーレ（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｉｒｒ
ｅｇｕｌａｅｒｅ）、ピチウム・デバリアナム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｄｅｂａｒｙａｎｕｍ
）、ピチウム・ミリオチラム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｍｙｒｉｏｔｙｌｕｍ）、ピチウム・ウ
ルティマム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ））、リゾクトニア根腐れ病（ｒｈｉｚｏ
ｃｔｏｎｉａ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）、茎腐敗および立枯病（リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈ
ｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ））、スクレロティニア茎腐敗病（ｓｃｌｅｒｏｔｉ
ｎｉａ　ｓｔｅｍ　ｄｅｃａｙ）（スクレロティニア・スクレロティオラム（Ｓｃｌｅｒ
ｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ））、スクレロティニア白絹病（ｓｃｌｅｒｏ
ｔｉｎｉａ　Ｓｏｕｔｈｅｒｎ　ｂｌｉｇｈｔ）（スクレロティニア・ロルフシイ（Ｓｃ
ｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｒｏｌｆｓｉｉ））、チエラビオプシス根腐れ病（ｔｈｉｅｌａｖ
ｉｏｐｓｉｓ　ｒｏｏｔ　ｒｏｔ）（チエラビオプシス・バシコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏ
ｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ））によって引き起こされる根および茎基部の真菌病。
【０１８３】
　本発明の組成物は、植物病原性真菌の治療的もしくは保護／予防的防除に用いることが
できる。従って本発明は、種子、植物もしくは植物部分、果実または植物が成長する土壌
に施用される本発明の組成物の使用による植物病原性真菌の治療的および保護的防除方法
に関するものでもある。
【０１８４】
　植物病害を防除するのに必要な濃度で、当該組成物が植物によって良好に耐容されるこ
とで、植物の地上部分、栄養繁殖器官および種子、ならびに土壌の処理が可能となる。
【０１８５】
　本発明によれば、全ての植物および植物部分を処理することができる。植物とは、望ま
しいおよび望ましくない野生植物、作物および植物変種のような全ての植物および植物集
団を意味する（植物品種および植物育種家の権利によって保護され得るか否かを問わず）
。栽培品種及び植物変種は、１種類以上の生物工学的方法で（例えば、倍加半数体、原形
質融合、ランダム突然変異誘発および定方向突然変異誘発、分子マーカーまたは遺伝的マ
ーカーなどを用いることによって）補助または補足することが可能な従来の繁殖方法およ
び育種方法によって得られる植物であることができるか、生物工学的方法と遺伝子工学的
方法によって得られる植物であることができる。植物部分とは、枝条、葉、花および根な
どの植物の地上部および地下部の全ての部分及び器官を意味し、例えば、葉、針状葉、茎
、枝、花、子実体、果実及び種子、ならびに根、球茎および根茎などが挙げられる。作物
、ならびに栄養繁殖器官（ｖｅｇｅｔａｔｉｖｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｎｇ　ｍａｔｅｒ
ｉａｌ）および生殖繁殖器官（ｇｅｎｅｒａｔｉｖｅ　ｐｒｏｐａｇａｔｉｎｇ　ｍａｔ
ｅｒｉａｌ）、例えば、挿し穂、球茎、根茎、匍匐茎および種子なども、植物部分に属す
る。
【０１８６】
　本発明の組成物は、それが植物によって良好に耐容され、好ましい恒温動物毒性を有し
、環境によって良好に耐容される場合、植物および植物器官を保護し、収穫量を高め、収
穫物の品質を向上させる上で好適である。それは好ましくは、作物保護組成物として用い
ることができる。それは、通常のように感受性で抵抗性の植物種ならびに全てもしくは一
部の発達段階に対して活性である。
【０１８７】
　本発明に従って処理することができる植物には、次の主要作物植物：トウモロコシ、ダ
イズ、アルファルファ、ワタ、ヒマワリ、アブラナ属油料種子（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｏｉ
ｌｓｅｅｄｓ）、例えば、セイヨウアブラナ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｎａｐｕｓ）（例えば
、カノラ、アブラナ）、カブ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｒａｐａ）、カラシナ（Ｂ．ｊｕｎｃ
ｅａ）（例えば、（菜の花）マスタード）およびアビシニアガラシ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　
ｃａｒｉｎａｔａ）、ヤシ（Ａｒｅｃａｃｅａｅ）属種（例えば、油やし、ココナッツ）



(70) JP 2015-536350 A 2015.12.21

10

20

30

40

50

、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、アワおよびモ
ロコシ、ライコムギ、アマ、ナッツ、ブドウおよびブドウの木、ならびに、種々の植物学
的分類群からの各種果実および野菜、例えば、バラ属種（Ｒｏｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（
例えば、ナシ状果、例えば、リンゴおよびナシ、さらに、核果、例えば、アンズ、サクラ
ンボ、アーモンド、プラムおよびモモ、ならびに液果（ｂｅｒｒｙ　ｆｒｕｉｔｓ）、例
えば、イチゴ、ラズベリー、アカフサスグリおよびクロフサスグリならびにグーズベリー
）、リベシオイダエ属種（Ｒｉｂｅｓｉｏｉｄａｅ　ｓｐ．）、クルミ属種（Ｊｕｇｌａ
ｎｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、カバノキ属種（Ｂｅｔｕｌａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ウルシ属
種（Ａｎａｃａｒｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、ブナ属種（Ｆａｇａｃｅａｅ　ｓｐ．）、
クワ属種（Ｍｏｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）、モクセイ属種（Ｏｌｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）（
例えば、オリーブの木）、マタタビ属種（Ａｃｔｉｎｉｄａｃｅａｅ　ｓｐ．）、クスノ
キ属種（Ｌａｕｒａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、アボカド、シナモン、樟脳）、バショ
ウ属種（Ｍｕｓａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、バナナの木およびバナナ園（ｂａｎａｎ
ａ　ｔｒｅｅｓ　ａｎｄ　ｐｌａｎｔａｔｉｏｎｓ））、アカネ属種（Ｒｕｂｉａｃｅａ
ｅ　ｓｐ．）（例えば、コーヒー）、ツバキ属種（Ｔｈｅａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば
、チャ）、アオギリ属種（Ｓｔｅｒｃｕｌｉｃｅａｅ　ｓｐ．）、ミカン属種（Ｒｕｔａ
ｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、レモン、オレンジ、ミカンおよびグレープフルーツ）；ナ
ス属種（Ｓｏｌａｎａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、トマト、ジャガイモ、コショウ、ト
ウガラシ、ナス、タバコ）、ユリ属種（Ｌｉｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）、キク属種（Ｃｏ
ｍｐｏｓｉｔａｅ　ｓｐ．）（例えば、レタス、チョウセンアザミおよびチコリー（これ
は、ルートチコリー（ｒｏｏｔ　ｃｈｉｃｏｒｙ）、エンダイブまたはキクニガナを包含
する））、セリ属種（Ｕｍｂｅｌｌｉｆｅｒａｅ　ｓｐ．）（例えば、ニンジン、パセリ
、セロリおよびセロリアック）、ウリ属種（Ｃｕｃｕｒｂｉｔａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例
えば、キュウリ（これは、ガーキン、カボチャ、スイカ、ヒョウタンおよびメロン）、ネ
ギ属種（Ａｌｌｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、リーキおよびタマネギ）、アブラナ属
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、
コショウソウおよびハクサイ）、マメ属種（Ｌｅｇｕｍｉｎｏｓａｅ　ｓｐ．）（例えば
、ラッカセイ、エンドウ、レンズマメおよびマメ（例えば、インゲンマメおよびソラマメ
））、アカザ属種（Ｃｈｅｎｏｐｏｄｉａｃｅａｅ　ｓｐ．）（例えば、フダンソウ、飼
料用ビート、ホウレンソウ、ビートの根（ｂｅｅｔｒｏｏｔｓ））、アマ（Ｌｉｎａｃｅ
ａｅ）属種（例えばアサ）、タイマ（Ｃａｎｎａｂｅａｃｅａ）属種（例えば、大麻）、
アオイ（Ｍａｌｖａｃｅａｅ）属種（例えば、オクラ、カカオ）、ケシ科（例えば、ケシ
)、クサスギカズラ科（Ａｓｐａｒａｇａｃｅａｅ）（例えば、アスパラガス）；有用植
物および庭の観賞植物ならびに芝生、芝地、イネ科草本およびステビア・レバウディアナ
（Ｓｔｅｖｉａ　ｒｅｂａｕｄｉａｎａ）；および各場合でこれらの遺伝子組み換え型な
どがある。
【０１８８】
　植物種または植物品種、それらの生育場所および生育条件（土壌、気候、生育期、養分
（ｄｉｅｔ））に応じて、本発明による組成物を使用または利用して、本発明による処理
により、優加法的（「相乗的」）効果も生じ得る。従って、例えば、本発明による処理に
おいて本発明の組成物を使用もしくは利用することで、施用量の低減および／または活性
スペクトルの拡大および／または活性の増強、植物の生育の向上、高温または低温に対す
る耐性の向上、渇水または水中もしくは土壌中に含まれる塩分に対する耐性の向上、開花
能力の向上、収穫の容易性の向上、促進された成熟、収穫量の増加、果実の大きさの増大
、植物の高さの増大、葉の緑色の向上、より早い開花、収穫された生産物の品質の向上お
よび／または栄養価の増加、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
および／また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。
【０１８９】
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　本発明による処理における本発明の組成物の特定の施用量において、植物において強化
効果も示し得る。望ましくない植物病原性真菌および／または微生物類および／またはウ
ィルスによる攻撃に対する防御システムが動員される。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植物病原性真
菌および／または微生物類および／またはウィルスを接種されたときに、それらの望まし
くない植物病原性真菌および／または微生物類および／またはウィルスに対して実質的な
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または物質
の組合せを意味するものと理解される。そうして、本発明による処理において本発明によ
る組成物を使用もしくは利用することで、処理後特定の期間内で、上記病原体による攻撃
から植物を保護することができる。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から１０日間、好ましくは、１から７日間である。
【０１９０】
　本発明に従って処理するのが同様に好ましい植物および植物品種は、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、害虫およ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、ウイルス類および／ま
たはウイロイド類などに対して、良好な防御を示す。
【０１９１】
　本発明に従って同様に処理し得る植物および植物品種は、１以上の非生物的ストレスに
対して抵抗性である植物、すなわちストレス耐性に関して、すでに増進された植物の健康
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。好ましくは、これらの植物および栽培品種の本発明の組成物による処理はさら
に、全体的な植物の健康（上記参照）を高めるものである。
【０１９２】
　本発明に従って同様に処理し得る植物および植物品種は、増大した収量特性を特徴とす
る植物、すなわちこの特徴に関して、すでに増進された植物の健康を示す植物である。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、生長および
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、上昇した発芽効率および促進された成熟などの結果であり
得る。収量は、さらに、改善された植物の構成によっても影響され得る（ストレス条件下
およ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、
節間の数および距離、根の成長、種子の寸法、果実の寸法、莢の寸法、莢または穂の数、
１つの莢また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およ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、油含有量および油の組
成、栄養価、抗栄養化合物の低減、改善された加工性ならびに向上した貯蔵安定性などが
ある。好ましくは、これらの植物および栽培品種の本発明の組成物による処理はさらに、
全体的な植物の健康（上記参照）を高めるものである。
【０１９３】
　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ハイブリッド活力の特徴を発
現するハイブリッド植物であり、それによって、収量、活力、健康および生物ストレス因
子および非生物ストレス因子に対する抵抗性がより高くなる。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、雄性不稔性は、植物ゲノムにおける遺伝的決定基の結果である。この場合、そして特
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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、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。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
特に好ましい手段は、ＷＯ８９／１０３９６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。
【０１９４】
　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。
【０１９５】
　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。植物は、各種手段によってグリホセート
に対して耐性とすることができる。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　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）のＡｒｏ
Ａ遺伝子（突然変異ＣＴ７）、細菌アグロバクテリウム属種（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕ
ｍ　ｓｐ）のＣＰ４遺伝子、ペチュニアＥＰＳＰＳ、トマトＥＰＳＰＳもしくはオヒシバ
（Ｅｌｅｕｓｉｎｅ）ＥＰＳＰＳをコードする遺伝子である。それは、変異ＥＰＳＰＳで
あることもできる。グリホセート耐性植物は、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、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、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。
【０１９６】
　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、ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ（例えば、ストレプト
ミセス（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ）種からのｂａｒまたはｐａｔタンパク質）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も
報告されている。
【０１９７】
　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。天然の耐性ＨＰＰＤ酵素をコード
する遺伝子または突然変異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、Ｈ
ＰＰＤ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
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得ることができる。ＨＰＰＤ耐性酵素をコードする遺伝子に加えて、酵素プレフェン酸デ
ヒドロゲナーゼ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。
【０１９８】
　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、ピリミジニルオキシ（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。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、ＷＯ９６／０３３２７０に記載されている。他のイミ
ダゾリノン耐性植物も報告されている。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に記載されている。
【０１９９】
　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、イネ、甜菜、レタスまた
はヒマワリ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。
【０２００】
　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。
【０２０１】
　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、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などがある。
【０２０２】
　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ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌ
ｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／
Ｂｔ／にオンラインで挙げられた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、Ｃｒｙ
３ＡａまたはＣｒｙ３Ｂｂのタンパク質またはそれらの殺虫性部分；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由来の第二の他の結晶タン
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Ｃｒｙ３４およびＣ
ｒｙ３５結晶タンパク質から構成される二元毒素；または
　３）バチルス・チューリンゲンシス由来の２つの各種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・事象（ｃｏｒｎ　ｅｖｅｎｔ）
ＭＯＮ９８０３４により産生されるＣｒｙ１Ａ．１０５タンパク質（ＷＯ２００７／０２
７７７７）；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・事象ＭＯＮ８６３またはＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ１タンパク質また
はコーン・事象ＭＩＲ６０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質；
　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ｈｔｔｐ：／
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／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃ
ｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／ｖｉｐ．ｈｔｍｌで列挙される植物殺虫性（ＶＩＰ）タンパク質、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；
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・事象ＣＯＴ１０２におけるＶＩＰ３
Ａａタンパク質。
【０２０３】
　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、異なる標的昆虫種に対する異
なる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、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。
【０２０４】
　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たもの）は、非生物ストレス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。
【０２０５】
　ａ．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．植物または植物細胞のポリ（ＡＤＰ－リボース）グリコヒドロラーゼ（ＰＡＲＧ）
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．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。
【０２０６】
　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。
【０２０７】
　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、側鎖分布、粘性挙動、ゲル化強度、デンプン粒度および／またはデンプ
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ン粒子形態が、野生型植物細胞または植物で合成されるデンプンと比較して変化している
ことで、特殊な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、
　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、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
、α－１，４－グルカン類を産生する植物、α－１，６分枝α－１，４－グルカン類を産
生する植物、アルテルナンを産生する植物がある。）、
　３）ヒアルロナンを産生するトランスジェニック植物。
【０２０８】
　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。
【０２０９】
　ａ）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）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、
　ｃ）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）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）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）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
キチン合成酵素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
。
【０２１０】
　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。
【０２１１】
　ａ）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）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）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。
【０２１２】
　本発明によって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、それには、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）、ＳｔａｒＬｉｎｋ（登録
商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｂｏｌｌｇａｒｄ（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔ
ｎ（登録商標）（ワタ）、Ｎｕｃｏｔｎ　３３Ｂ（登録商標）（ワタ）、ＮａｔｕｒｅＧ
ａｒｄ（登録商標）（例えば、トウモロコシ）、Ｐｒｏｔｅｃｔａ（登録商標）およびＮ
ｅｗＬｅａｆ（登録商標）（ジャガイモ）で販売されているものなどがある。挙げること
ができる除草剤耐性植物の例には、商品名Ｒｏｕｎｄｕｐ　Ｒｅａｄｙ（登録商標）（グ
リホセート耐性、例えば、トウモロコシ、ワタ、ダイズ）、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｌｉｎｋ（
登録商標）（ホスフィノトリシン耐性、例えば、セイヨウアブラナ）、ＩＭＩ（登録商標
）（イミダゾリノン類耐性）およびＳＴＳ（登録商標）（スルホニル尿素耐性、例えばト
ウモロコシ）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）
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には、Ｃｌｅａｒｆｉｅｌｄ（登録商標）（例えばトウモロコシ）で販売されている品種
などがある。
【０２１３】
　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、ＷＯ０６／１２８５６９に記載）；事象１１４３－５１Ｂ（ワタ、昆虫防除
、未寄託、ＷＯ０６／１２８５７０に記載）；事象１４４５（ワタ、除草剤耐性、未寄託
、ＵＳ－Ａ２００２－１２０９６４またはＷＯ０２／０３４９４６に記載）；事象１７０
５３（イネ、除草剤耐性、ＰＴＡ－９８４３として寄託、ＷＯ１０／１１７７３７に記載
）；事象１７３１４（イネ、除草剤耐性、ＰＴＡ－９８４４として寄託、ＷＯ１０／１１
７７３５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、ＷＯ０５／１０３２６６またはＵＳ－Ａ２００５－２１６９６９に
記載）；事象３００６－２１０－２３（ワタ、昆虫防除－除草剤耐性、ＰＴＡ－６２３３
として寄託、ＵＳ－Ａ２００７－１４３８７６またはＷＯ０５／１０３２６６に記載）；
事象３２７２（トウモロコシ、品質形質、ＰＴＡ－９９７２として寄託、ＷＯ０６０９８
９５２またはＵＳ－Ａ２００６－２３０４７３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、ＷＯ１１／０７５５
９３に記載）；事象４３Ａ４７（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ
－１１５０９として寄託、ＷＯ１１／０７５５９５に記載）；事象５３０７（トウモロコ
シ、昆虫防除、ＡＴＣＣＰＴＡ－９５６１として寄託、ＷＯ１０／０７７８１６に記載）
；事象ＡＳＲ－３６８（ベントグラス、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－４８１６として寄
託、ＵＳ－Ａ２００６－１６２００７またはＷＯ０４０５３０６２に記載）；事象Ｂ１６
（トウモロコシ、除草剤耐性、未寄託、ＵＳ－Ａ２００３－１２６６３４に記載）；事象
ＢＰＳ－ＣＶ１２７－９（大豆、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ番号４１６０３として寄託、Ｗ
Ｏ１０／０８０８２９に記載）；事象ＣＥ４３－６７Ｂ（ワタ、昆虫防除、ＤＳＭＡＣＣ
２７２４として寄託、ＵＳ－Ａ２００９－２１７４２３またはＷＯ０６／１２８５７３に
記載）；事象ＣＥ４４－６９Ｄ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ－Ａ２０１０－００２４
０７７に記載）；事象ＣＥ４４－６９Ｄ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ０６／１２８５
７１に記載）；事象ＣＥ４６－０２Ａ（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ０６／１２８５７
２に記載）；事象ＣＯＴ１０２（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ－Ａ２００６－１３０１
７５またはＷＯ０４０３９９８６に記載）；事象ＣＯＴ２０２（ワタ、昆虫防除、未寄託
、ＵＳ－Ａ２００７－０６７８６８またはＷＯ０５０５４４７９に記載）；事象ＣＯＴ２
０３（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ０５／０５４４８０に記載）；事象ＤＡＳ４０２７
８（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－１０２４４として寄託、ＷＯ１１／０
２２４６９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、ＵＳ－Ａ２００６－０７０１３９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、ＷＯ０９／１
００１８８に記載）；事象ＤＡＳ６８４１６（大豆、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－１０
４４２として寄託、ＷＯ１１／０６６３８４またはＷＯ１１／０６６３６０に記載）；事
象ＤＰ－０９８１４０－６（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８２９６とし
て寄託、ＵＳ－Ａ２００９－１３７３９５またはＷＯ０８／１１２０１９に記載）；事象
ＤＰ－３０５４２３－１（大豆、品質形質、未寄託、ＵＳ－Ａ２００８－３１２０８２ま
たはＷＯ０８／０５４７４７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、ＵＳ－Ａ２００９－０２
１０９７０またはＷＯ０９／１０３０４９に記載）；事象ＤＰ－３５６０４３－５（大豆
、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８２８７として寄託、ＵＳ－Ａ２０１０－０１８４０７
９またはＷＯ０８／００２８７２に記載）；事象ＥＥ－１（茄子、昆虫防除、未寄託、Ｗ
Ｏ０７／０９１２７７に記載）；事象ＦＩ１１７（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ
２０９０３１として寄託、ＵＳ－Ａ２００６－０５９５８１またはＷＯ９８／０４４１４
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０に記載）；事象ＧＡ２１（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３３として寄
託、ＵＳ－Ａ２００５－０８６７１９またはＷＯ９８／０４４１４０に記載）；事象ＧＧ
２５（トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３２として寄託、ＵＳ－Ａ２００５
－１８８４３４またはＷＯ９８／０４４１４０に記載）；事象ＧＨＢ１１９（ワタ、昆虫
防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８３９８として寄託、ＷＯ０８／１５１７８０に記
載）；事象ＧＨＢ６１４（ワタ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－６８７８として寄託、Ｕ
Ｓ－Ａ２０１０－０５０２８２またはＷＯ０７／０１７１８６に記載）；事象ＧＪ１１（
トウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ２０９０３０として寄託、ＵＳ－Ａ２００５－１８
８４３４またはＷＯ９８／０４４１４０）に記載；事象ＧＭＲＺ１３（甜菜、ウィルス抵
抗性、ＮＣＩＭＢ－４１６０１として寄託、ＷＯ１０／０７６２１２に記載）；事象Ｈ７
－１（甜菜、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ４１１５８またはＮＣＩＭＢ４１１５９として寄託
、ＵＳ－Ａ２００４－１７２６６９またはＷＯ０４／０７４４９２に記載）；事象ＪＯＰ
ＬＩＮ１（小麦、疾患耐性、未寄託、ＵＳ－Ａ２００８－０６４０３２に記載）；事象Ｌ
Ｌ２７（大豆、除草剤耐性、ＮＣＩＭＢ４１６５８として寄託、ＷＯ０６／１０８６７４
またはＵＳ－Ａ２００８－３２０６１６に記載）；事象ＬＬ５５（大豆、除草剤耐性、Ｎ
ＣＩＭＢ４１６６０として寄託、ＷＯ０６／１０８６７５またはＵＳ－Ａ２００８－１９
６１２７に記載）；事象ＬＬｃｏｔｔｏｎ２５（ワタ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－３
３４３として寄託、ＷＯ０３０１３２２４またはＵＳ－Ａ２００３－０９７６８７に記載
）；事象ＬＬＲＩＣＥ０６（イネ、除草剤耐性、ＡＴＣＣ－２３３５２として寄託、ＵＳ
６，４６８，７４７またはＷＯ００／０２６３４５に記載）；事象ＬＬＲＩＣＥ６０１（
イネ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－２６００として寄託、ＵＳ－Ａ２００８－２２８９
０６０またはＷＯ００／０２６３５６に記載）；事象ＬＹ０３８（トウモロコシ、品質形
質、ＡＴＣＣＰＴＡ－５６２３として寄託、ＵＳ－Ａ２００７－０２８３２２またはＷＯ
０５０６１７２０に記載）；事象ＭＩＲ１６２（トウモロコシ、昆虫防除、ＰＴＡ－８１
６６として寄託、ＵＳ－Ａ２００９－３００７８４またはＷＯ０７／１４２８４０に記載
）；事象ＭＩＲ６０４（トウモロコシ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ－Ａ２００８－１６７４
５６またはＷＯ０５１０３３０１に記載）；事象ＭＯＮ１５９８５（ワタ、昆虫防除、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－２５１６として寄託、ＵＳ－Ａ２００４－２５０３１７またはＷＯ０２／
１００１６３に記載）；事象ＭＯＮ８１０（トウモロコシ、昆虫防除、未寄託、ＵＳ－Ａ
２００２－１０２５８２に記載）；事象ＭＯＮ８６３（トウモロコシ、昆虫防除、ＡＴＣ
ＣＰＴＡ－２６０５として寄託、ＷＯ０４／０１１６０１またはＵＳ－Ａ２００６－０９
５９８６に記載）；事象ＭＯＮ８７４２７（トウモロコシ、受粉制御、ＡＴＣＣＰＴＡ－
７８９９として寄託、ＷＯ１１／０６２９０４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、ＷＯ０９／１１１２６３
またはＵＳ－Ａ２０１１－０１３８５０４に記載）；事象ＭＯＮ８７７０１（大豆、昆虫
防除、ＡＴＣＣＰＴＡ－８１９４として寄託、ＵＳ－Ａ２００９－１３００７１またはＷ
Ｏ０９／０６４６５２に記載）；事象ＭＯＮ８７７０５（大豆、品質形質－除草剤耐性、
ＡＴＣＣＰＴＡ－９２４１として寄託、ＵＳ－Ａ２０１０－００８０８８７またはＷＯ１
０／０３７０１６に記載）；事象ＭＯＮ８７７０８（大豆、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ
９６７０として寄託、ＷＯ１１／０３４７０４に記載）；事象ＭＯＮ８７７５４（大豆、
品質形質、ＡＴＣＣＰＴＡ－９３８５として寄託、ＷＯ１０／０２４９７６に記載）；事
象ＭＯＮ８７７６９（大豆、品質形質、ＡＴＣＣＰＴＡ－８９１１として寄託、ＵＳ－Ａ
２０１１－００６７１４１またはＷＯ０９／１０２８７３に記載）；事象ＭＯＮ８８０１
７（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－５５８２として寄託、ＵＳ
－Ａ２００８－０２８４８２またはＷＯ０５／０５９１０３に記載）；事象ＭＯＮ８８９
１３（ワタ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－４８５４として寄託、ＷＯ０４／０７２２３
５またはＵＳ－Ａ２００６－０５９５９０に記載）；事象ＭＯＮ８９０３４（トウモロコ
シ、昆虫防除、ＡＴＣＣＰＴＡ－７４５５として寄託、ＷＯ０７／１４０２５６またはＵ
Ｓ－Ａ２００８－２６０９３２に記載）；事象ＭＯＮ８９７８８（大豆、除草剤耐性、Ａ
ＴＣＣＰＴＡ－６７０８として寄託、ＵＳ－Ａ２００６－２８２９１５またはＷＯ０６／
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１３０４３６に記載）；事象ＭＳ１１（アブラナ、受粉制御－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴ
Ａ－８５０またはＰＴＡ－２４８５として寄託、ＷＯ０１／０３１０４２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、ＷＯ０
１／０４１５５８またはＵＳ－Ａ２００３－１８８３４７に記載）；事象ＮＫ６０３（ト
ウモロコシ、除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－２４７８として寄託、ＵＳ－Ａ２００７－２
９２８５４に記載）；事象ＰＥ－７（イネ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ０８／１１４２８２
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、ＷＯ０１／０４１５５８またはＵＳ－Ａ２００３－１８８３４７に記載）；事象
ＲＴ７３（アブラナ、除草剤耐性、未寄託、ＷＯ０２／０３６８３１またはＵＳ－Ａ２０
０８－０７０２６０に記載）；事象Ｔ２２７－１（甜菜、除草剤耐性、未寄託、ＷＯ０２
／４４４０７またはＵＳ－Ａ２００９－２６５８１７に記載）；事象Ｔ２５（トウモロコ
シ、除草剤耐性、未寄託、ＵＳ－Ａ２００１－０２９０１４またはＷＯ０１／０５１６５
４に記載）；事象Ｔ３０４－４０（ワタ、昆虫防除－除草剤耐性、ＡＴＣＣＰＴＡ－８１
７１として寄託、ＵＳ－Ａ２０１０－０７７５０１またはＷＯ０８／１２２４０６に記載
）；事象Ｔ３４２－１４２（ワタ、昆虫防除、未寄託、ＷＯ０６／１２８５６８に記載）
；事象ＴＣ１５０７（トウモロコシ、昆虫防除－除草剤耐性、未寄託、ＵＳ－Ａ２００５
－０３９２２６またはＷＯ０４／０９９４４７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、ＷＯ０３／０５２
０７３に記載）、事象３２３１６（トウモロコシ，昆虫防除－除草剤耐性、ＰＴＡ－１１
５０７として寄託、ＷＯ１１／０８４６３２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、ＷＯ１１／０８４６２１に記載）
などがある。
【０２１４】
　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、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または地域
の規制当局からのデータベースに列記されたものである（例えば、ｈｔｔｐ：／／ｇｍｏ
ｉｎｆｏ．ｊｒｃ．ｉｔ／ｇｍｐ＿ｂｒｏｗｓｅ．ａｓｐｘおよびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ
．ａｇｂｉｏｓ．ｃｏｍ／ｄｂａｓｅ．ｐｈｐを参照する）。
【０２１５】
　最後の態様において、本発明は、植物周囲の土壌における線虫または昆虫の防除方法で
あって、当該土壌に有効量の本発明による組成物を施用することを含む方法に関するもの
である。
【０２１６】
　以下、実施例によって本発明を説明する。
【０２１７】
　二つの化合物の組み合わせの効力に関する式
　二つの化合物のある組み合わせの効力期待値は、次のように計算される（Ｃｏｌｂｙ，
　Ｓ．　Ｒ．，　″Ｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇ　Ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ　ａｎｄ　ａｎｔ
ａｇｏｎｉｓｔｉｃ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅｓ　ｏｆ　Ｈｅｒｂｉｃｉｄｅ　Ｃｏｍｂｉｎａ
ｔｉｏｎｓ″，Ｗｅｅｄｓ　１５，　ｐｐ．２０－２２，　１９６７参照）。
【０２１８】
　Ｘが、濃度「ｍ」ｐｐｍ（それぞれ「ｍ」ｇ／ｈａ）での試験化合物Ａについての未処
理対照の死亡率％で表した効力であり、
　Ｙが、濃度「ｎ」ｐｐｍ（それぞれ「ｎ」ｇ／ｈａ）での試験化合物Ｂについての未処
理対照の死亡率％で表した効力であり、
　Ｅが、「ｍ」および「ｎ」ｐｐｍ（それぞれ「ｍ」および「ｎ」ｇ／ｈａ）でのＡおよ
びＢの混合物を用いた未処理対照の死亡率％で表した効力である場合、
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【数１】

【０２１９】
である。
【０２２０】
　組み合わせの観察された殺虫効力が「Ｅ」として計算される効力より高い場合、その二
つの化合物の組み合わせは相加的より高い。すなわち、相乗効果がある。
【０２２１】
　実施例Ａ
　カラシナハムシ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏｃｈｌｅａｒｉａｅ）－噴霧試験
　溶媒：アセトン７８．０重量部
　　　　ジメチルホルムアミド１．５重量部
　乳化剤：アルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の好適な製剤を製造するため、活性化合物１重量部を指定量の溶媒と混合し
、乳化剤を濃度１０００ｐｐｍで含む水で希釈して、所望の濃度とする。胞子懸濁液の好
適な調製液を製造するため、胞子を乳化剤含有水で希釈して、所望の濃度とする。乳化剤
含有水で希釈することで、さらなる試験濃縮液を調製する。
【０２２２】
　ハクサイ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｐｅｋｉｎｅｎｓｉｓ）葉の円板に所望濃度の有効成分
の製剤を噴霧する。乾燥したら、ハムシ（ｍｕｓｔａｒｄ　ｂｅｅｔｌｅ）（カラシナハ
ムシ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏｃｈｌｅａｒｉａｅ））幼虫を葉円板に付ける。
【０２２３】
　指定の期間後、死亡率（％）を求める。１００％は全てのハムシ幼虫が死亡していたこ
とを意味し、０％は死亡したハムシ幼虫がいなかったことを意味する。そうして求めた死
亡率値を、コルビー式を用いて再計算する（シート１参照）。
【０２２４】
　本願によれば、この試験では、例えば下記の組み合わせが、単独の化合物と比較して相
乗効果を示す。
【０２２５】
　表Ａ－１：カラシナハムシ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏｃｈｌｅａｒｉａｅ）－試験

【表１】
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【０２２６】
　表Ａ－２：カラシナハムシ（Ｐｈａｅｄｏｎ　ｃｏｃｈｌｅａｒｉａｅ）－試験
【表２】

【０２２７】



(81) JP 2015-536350 A 2015.12.21

10

20

30

40

　実施例Ｂ
　スポドプテラ・フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）－噴霧
試験
　溶媒：アセトン７８．０重量部
　　　　ジメチルホルムアミド１．５重量部
　乳化剤：アルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の好適な製剤を製造するため、活性化合物１重量部を指定量の溶媒と混合し
、乳化剤を濃度１０００ｐｐｍで含む水で希釈して、所望の濃度とする。胞子懸濁液の好
適な調製液を製造するため、胞子を乳化剤含有水で希釈して、所望の濃度とする。乳化剤
含有水で希釈することで、さらなる試験濃縮液を調製する。
【０２２８】
　トウモロコシ（Ｚｅａ　ｍａｉｓ）葉切片に所望濃度の有効成分の製剤を噴霧する。乾
燥したら、ヨトウガ幼虫（スポドプテラ・フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕ
ｇｉｐｅｒｄａ））を葉切片に付ける。
【０２２９】
　指定の期間後、死亡率（％）を求める。１００％は全ての毛虫が死亡していたことを意
味し、０％は死亡した毛虫がいなかったことを意味する。そうして求めた死亡率値を、コ
ルビー式を用いて再計算する（シート１参照）。
【０２３０】
　本願によれば、この試験では、例えば下記の組み合わせが、単独の化合物と比較して相
乗効果を示す。
【０２３１】
　表Ｂ－１：スポドプテラ・フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄ
ａ）－試験
【表３】
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【０２３２】
　表Ｂ－２：スポドプテラ・フルギペルダ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ　ｆｒｕｇｉｐｅｒｄ
ａ）－試験

【表４】
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【０２３３】
　実施例Ｃ
　モモアカアブラムシ（Ｍｙｚｕｓ　ｐｅｒｓｉｃａｅ）－噴霧試験
　溶媒：アセトン７８．０重量部
　　　　ジメチルホルムアミド１．５重量部
　乳化剤：アルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の好適な製剤を製造するため、活性化合物１重量部を指定量の溶媒と混合し
、乳化剤を濃度１０００ｐｐｍで含む水で希釈して、所望の濃度とする。胞子懸濁液の好
適な調製液を製造するため、胞子を乳化剤含有水で希釈して、所望の濃度とする。乳化剤
含有水で希釈することで、さらなる試験濃縮液を調製する。
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【０２３４】
　全ての動物齢のモモアカアブラムシ（Ｍｙｚｕｓ　ｐｅｒｓｉｃａｅ）を付けたハクサ
イ（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｐｅｋｉｎｅｎｓｉｓ）葉の円板に、所望濃度の有効成分の製剤
を噴霧する。
【０２３５】
　指定の期間後、死亡率（％）を求める。１００％は全てのアブラムシが死亡していたこ
とを意味し、０％は死亡したアブラムシがいなかったことを意味する。そうして求めた死
亡率値を、コルビー式を用いて再計算する（シート１参照）。
【０２３６】
　本願によれば、この試験では、例えば下記の組み合わせが、単独の化合物と比較して相
乗効果を示す。
【０２３７】
　表Ｃ：モモアカアブラムシ（Ｍｙｚｕｓ　ｐｅｒｓｉｃａｅ）－試験
【表５】

【０２３８】
　実施例Ｄ
　ナミハダニ（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｕｒｔｉｃａｅ）－噴霧試験、ＯＰ－抵抗性
　溶媒：アセトン７８．０重量部
　　　　ジメチルホルムアミド１．５重量部
　乳化剤：アルキルアリールポリグリコールエーテル
　活性化合物の好適な製剤を製造するため、活性化合物１重量部を指定量の溶媒と混合し
、乳化剤を濃度１０００ｐｐｍで含む水で希釈して、所望の濃度とする。胞子懸濁液の好
適な調製液を製造するため、胞子を乳化剤含有水で希釈して、所望の濃度とする。乳化剤
含有水で希釈することで、さらなる試験濃縮液を調製する。
【０２３９】
　全段階のナミハダニ（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｕｒｔｉｃａｅ）が重度に湧いたサヤ
マメ（Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ　ｖｕｌｇａｒｉｓ）に、所望濃度の有効成分の製剤を噴霧す
る。
【０２４０】
　指定の期間後、死亡率（％）を求める。１００％は全てのハダニが死亡していたことを
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意味し、０％は死亡したハダニがいなかったことを意味する。そうして求めた死亡率値を
、コルビー式を用いて再計算する（シート１参照）。
【０２４１】
　本願によれば、この試験では、例えば下記の組み合わせが、単独の化合物と比較して相
乗効果を示す。
【０２４２】
　表Ｄ－１：ナミハダニ（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｕｒｔｉｃａｅ）－試験
【表６】

【０２４３】
　表Ｄ－２：ナミハダニ（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ　ｕｒｔｉｃａｅ）－試験
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