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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素欠乏に対する植物の抵抗性を増強するための、
（Ｉ－８）　Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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
【化１】

であるスルホキシミンの使用。
【請求項２】
　スルホキシミンで処理される植物がトランスジェニックであることを特徴とする、請求
項１に記載の使用。
【請求項３】
　スルホキシミンが少なくとも１種の肥料と組み合わせて使用されることを特徴とする、
請求項１から２のいずれか一項に記載の使用。
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【請求項４】
　栄養液が種子および／または発芽中の植物の処理のために使用され、スルホキシミンが
前記栄養液の全重量に対して０．０００５重量％から０．０２５重量％の量で存在するこ
とを特徴とする、請求項１に記載の使用。
【請求項５】
　植物がフローティング法で成長することを特徴とする、請求項４に記載の使用。
【請求項６】
　酸素欠乏に対する植物の抵抗性を増強するのに有効である量の、
（Ｉ－８）　Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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
【化２】

であるスルホキシミンを含む、植物および／または発芽中の植物を成長させるための栄養
液であって、
　スルホキシミンは、１０重量％から５０重量％のプロピレンカーボネートを含むＮＭＰ
フリー製剤の形態で存在する前記栄養液。
【請求項７】
　栄養液におけるスルホキシミンの含有量が前記栄養液の全重量に対して０．０００５重
量％から０．０２５重量％に相当することを特徴とする、請求項６に記載の栄養液。
【請求項８】
　酸素欠乏に対する植物の抵抗性を増強するための、請求項６または７に記載の栄養液の
使用。
【請求項９】
　種子を含む繁殖器官から植物を成長させるための、請求項８に記載の使用。
【請求項１０】
　植物が、芝生；つる植物；コムギ、オオムギ、ライムギ、カラスムギ、イネ、トウモロ
コシおよびアワ／ソルガムなどの穀類；サトウダイコンおよび飼料用ビートなどのビート
；リンゴ、セイヨウナシ、セイヨウスモモ、モモ、アーモンド、サクランボ、およびイチ
ゴ、ラズベリー、ブラックベリーなどのベリーなどの、仁果、核果および軟果実などの果
実；マメ、レンズマメ、エンドウマメおよびダイズなどのマメ科植物；アブラナ、カラシ
ナ、ケシ、オリーブ、ヒマワリ、ココナツ、トウゴマ、カカオ豆およびピーナッツなどの
油料作物；カボチャ／スクワッシュ、キュウリおよびメロンなどのウリ科植物；綿、亜麻
、麻および黄麻などの繊維植物；オレンジ、レモン、グレープフルーツおよびタンジェリ
ンなどの柑橘類果実；ホウレンソウ、レタス、アスパラガス、キャベツ種、ニンジン、タ
マネギ、トマト、ジャガイモおよびピーマンなどの野菜；アボカド、ニッケイ属、樟脳な
どのクスノキ科；タバコ；木の実；コーヒー；ナス；サトウキビ；茶；コショウ；ブドウ
；ホップ；バナナ；天然ゴム植物ならびに花卉、低木、落葉樹および針葉樹などの観葉植
物であることを特徴とする、請求項１から５及び８から９のいずれか一項に記載の使用。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スルホキシミンを使用し、植物の内因性防御を増強する、ならびに／または
植物成長を向上させる、ならびに／または真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコプラズ
マ様生物）および／もしくはＲＬＯ（リケッチア様生物）により引き起こされる植物病に
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対する植物の抵抗性を増加させるのに適当である方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　植物は、特異的または非特異的防御機序で、例えば、寒冷、熱、干ばつ、創傷、病原体
の攻撃（ウイルス、細菌、真菌）および昆虫などの自然のストレス状態に対してだけでな
く、除草剤にも反応することが知られている（Ｐｆｌａｎｚｅｎｂｉｏｃｈｅｍｉｅ、３
９３－４６２頁、Ｓｐｅｋｔｒｕｍ　Ａｋａｄｅｍｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、Ｈｅｉ
ｄｅｌｂｅｒｇ、Ｂｅｒｌｉｎ、Ｏｘｆｏｒｄ、Ｈａｎｓ　Ｗ．Ｈｅｌｄｔ、１９９６；
Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　ｏｆ　Ｐｌ
ａｎｔｓ、１１０２－１２０３頁、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎ
ｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ、Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ、Ｍａｒｙｌａｎｄ、編集Ｂｕｃ
ｈａｎａｎ、Ｇｒｕｉｓｓｅｍ、Ｊｏｎｅｓ、２０００）。この文脈において、シグナル
物質、例えば創傷により生じた細胞壁構成物質、または病原体から由来する特異的シグナ
ル物質は、最終的にストレス要因を対象とする防御分子の形成をもたらす植物のシグナル
伝達鎖の誘導因子として作用する。これらは、例えば、（ａ）低分子量物質、例えばフィ
トアレキシンなど、（ｂ）非酵素タンパク質、例えば病原体関連タンパク質（ＰＲタンパ
ク質）など、（ｃ）酵素タンパク質、例えばキチナーゼ、グルカナーゼなど、または（ｄ
）必須タンパク質の特異的阻害剤、例えば病原体を直接攻撃するまたはこの増殖を妨害す
るプロテアーゼ阻害剤、キシラナーゼ阻害剤などの形態をとることができる（Ｄａｎｇｌ
およびＪｏｎｅｓ、Ｎａｔｕｒｅ　４１１、８２６－８３３、２００１；Ｋｅｓｓｌｅｒ
およびＢａｌｄｗｉｎ、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇ
ｙ、５３、２９９－３２８、２００３）。
【０００３】
　別の防御機序は、酸化ストレスにより媒介され、感染病巣周囲の植物組織の死滅を引き
起こし、したがって、生体細胞に依存する植物病原体の拡散を予防する過敏性反応（ＨＲ
）として知られているものである（Ｐｅｎｎａｚｉｏ、Ｎｅｗ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．１
８、２２９－２４０、１９９５）。
【０００４】
　感染のさらなる過程において、シグナルは植物メッセンジャー物質により非感染組織中
に伝達され、そこで再びこれらにより防御反応が誘発され、二次感染の発生を妨害する（
全身獲得抵抗性、ＳＡＲ）（Ｒｙａｌｓら、Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　８、１８０
９－１８１９、１９９６）。
【０００５】
　ストレス耐性または病原体防御に関与する一連の内因性植物シグナル物質が既に知られ
ている。以下のものを挙げることができる。サリチル酸、安息香酸、ジャスモン酸または
エチレン（Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏｇｙ　
ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ、８５０－９２９頁、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｐ
ｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ、Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ、Ｍａｒｙｌａｎｄ、編集
Ｂｕｃｈａｎａｎ、Ｇｒｕｉｓｓｅｍ、Ｊｏｎｅｓ、２０００）。これらの物質の一部ま
たはそれらの安定な合成誘導体および誘導構造も、植物に外部から施用する場合または種
子粉衣剤として有効であり、防御反応を活性化することによって植物のストレス耐性また
は病原体耐性の増強をもたらす（Ｓｅｍｂｄｎｅｒ、Ｐａｒｔｈｉｅｒ、Ａｎｎ．Ｒｅｖ
．Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．４４、５６９－５８９
、１９９３）。サリチレート媒介性防御は、特に植物病原性の真菌、細菌およびウイルス
を対象とする（Ｒｙａｌｓら、Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　８、１８０９－１８１９
、１９９６）。
【０００６】
　サリチル酸の作用に匹敵する作用を持ち、植物病原性の真菌、細菌およびウイルスに対
する保護効果を発揮する能力がある周知の合成生成物は、ベンゾチアジアゾール（ＣＧＡ
　２４５７０４；一般名称：アシベンゾラル－Ｓ－メチル；商品名：Ｂｉｏｎ（登録商標
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））である（Ａｃｈｕｏら、Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　５３（１）、６５－７２
、２００４；Ｔａｍｂｌｙｎら、Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　５５（６）、６
７６－６７７、１９９９；ＥＰ－ＯＳ　０　３１３　５１２）。
【０００７】
　例えばジャスモン酸などのオキシリピンの群に属する他の化合物およびこれらが誘発す
る保護機序は、有害な昆虫に対して特に活性である（Ｗａｌｌｉｎｇ、Ｊ．Ｐｌａｎｔ　
Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ．１９、１９５－２１６、２０００）。
【０００８】
　ネオニコチノイド（クロロニコチニル）系列からの殺虫剤を用いる植物の治療は、非生
物的ストレスに対する植物の抵抗性増加をもたらすことがさらに知られている。これは特
に、物質イミダクロプリドに適用される（Ｂｒｏｗｎら、Ｂｅｌｔｗｉｄｅ　Ｃｏｔｔｏ
ｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　２２３１－２２３７、２００４）
。この保護は、例えば膜安定性を向上させること、炭水化物濃度を増加させること、なら
びにポリオール濃度および抗酸化活性を増強することによるなど、罹患している植物細胞
の生理的特性および生化学的特性により生じる（Ｇｏｎｉａｓら、Ｂｅｌｔｗｉｄｅ　Ｃ
ｏｔｔｏｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　２２２５－２２２９、２
００４）。
【０００９】
　生物的ストレス要因に対するクロロニコチニルの効果がさらに知られている（Ｃｒｏｐ
　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　１９（５）、３４９－３５４、２０００；Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏ
ｆ　Ｅｎｔｏｍｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　３７（１）、１０１－１１２、２０
０２；Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｈｉｓａｒ、Ｉｎｄｉａ）１９（２）、１
７９－１８１、２００３）。例えば、ネオニコチノイド（クロロニコチニル）系列からの
殺虫剤は、病変形成関連タンパク質（ＰＲタンパク質）系列からの遺伝子の発現増強を導
く。ＰＲタンパク質は、主に、例えば植物病原性の真菌、細菌およびウイルスなどの生物
的ストレス要因に対する防御において植物を補助する（ＤＥ　１０　２００５　０４５　
１７４　Ａ；ＤＥ　１０　２００５　０２２　９９４　ＡおよびＷＯ　２００６／１２２
６６２　Ａ；Ｔｈｉｅｌｅｒｔ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅ
ｎ　Ｂａｙｅｒ、５９（１）、７３－８６、２００６；Ｆｒａｎｃｉｓら、Ｅｕｒｏｐｅ
ａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ、発表ｏｎｌｉｎｅ　２
３．１．２００９）。
【００１０】
　ネオニコチノイド（クロロニコチニル）系列からの殺虫剤を用いる遺伝子組換え植物の
治療は、植物のストレス耐性向上をもたらすことがさらに知られており（ＥＰ　１　７３
１　０３７　Ａ）、例えば除草剤グリフォセートに対してもである（ＷＯ　２００６／０
１５６９７　Ａ）。
【００１１】
　したがって、植物は、広範囲の有害生物（生物的ストレス）および／または非生物的ス
トレスに対する有効な防御をもたらすことができる複数の利用可能な内因性反応機序を有
することが知られている。
【００１２】
　健康で均一の成苗を栽培することは、農業、園芸および育林の作物植物の大規模生産お
よび経済的管理のための必須の前提条件である。
【００１３】
　実生のための多数の栽培方法が、農業、林業および園芸において確立されている。本発
明において使用される栽培培地は、蒸気土壌の他に、ホワイトピート、ココナツ繊維、例
えばＧｒｏｄａｎ（登録商標）などのロックウール、軽石粉、例えばＬｅｃａｔｏｎ（登
録商標）もしくはＬｅｃａｄａｎ（登録商標）などの膨張粘土、例えばＳｅｒａｍｉｓ（
登録商標）などの粘土粒、例えばＢａｙｓｔｒａｔ（登録商標）などのフォーム、バーミ
キュライト、パーライト、例えばＨｙｇｒｏｍｕｌｌ（登録商標）などの人工土壌をベー
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スにした培地、またはこれらの培地の組合せなどの特別の培地であり、その培地に真菌お
よび／もしくは殺虫剤処理または未処理の種子を蒔く。
【００１４】
　例えば、タバコなどの特殊な作物において、若い植物は、フロート法またはフローティ
ング方法として知られているものにより成長が増す（Ｌｅａｌ、Ｒ．Ｓ．、Ｔｈｅ　ｕｓ
ｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｆｉｄｏｒ　Ｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｆｌｏａｔ、ａ　ｎｅｗ　ｔｏｂａｃ
ｃｏ　ｓｅｅｄｌｉｎｇｓ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏ
ｕｔｈ　ｏｆ　Ｂｒａｚｉｌ．Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ
　Ｂａｙｅｒ　（Ｇｅｒｍａｎ　ｅｄｉｔｉｏｎ）（２００１）、５４（３）、３３７か
ら３５２頁；Ｒｕｄｏｌｐｈ、Ｒ．Ｄ．；Ｒｏｇｅｒｓ、Ｗ．Ｄ．；Ｔｈｅ　ｅｆｆｉｃ
ａｃｙ　ｏｆ　ｉｍｉｄａｃｌｏｐｒｉｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｒｅｄｕｃｔ
ｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒｉｔｙ　ｏｆ　ｉｎｓｅｃｔ　ｖｅｃｔｏｒｅｄ　ｖ
ｉｒｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅｓ　ｏｆ　ｔｏｂａｃｃｏ．Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－
Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ（ドイツ版）（２００１）、５４（３）、３１１か
ら３３６頁）。この方法において、種子は、特定のピート培地ベースの堆肥中の特定容器
、例えば、穿孔処理したＳｔｙｒｏｐｏｒトレーに播種され、引き続いて、実生が所望の
移植植物サイズに達するまで容器中にて適当な栄養液で培養される（図１）。ここで、該
容器を該栄養液上に浮遊させるが、このことにより該栽培方法にこの名前が付けられてい
る（Ｌｅａｌ、２００１、上記を参照のこと）。フローティング法において、吸汁性有害
生物を防除するため、ネオニコチノイド（クロロニコチニル）部類からの殺虫剤が数年間
用いられる。フロート法において、植物は通常、移植の直前にネオニコチノイド（クロロ
ニコチニル）殺虫剤を噴霧される、または圃場に移植される直前もしくは移植中にネオニ
コチノイド（クロロニコチニル）殺虫剤に浸される（Ｌｅａｌ、２００１、上記を参照の
こと；ＲｕｄｏｌｐｈおよびＲｏｇｅｒｓ、２００１、上記を参照のこと）。両施用方法
は技術的にかなり複雑である。
【００１５】
　ここで、出芽する生殖繁殖器官または栄養繁殖器官を真菌性病原体および有害生物から
保護するため、殺真菌剤および殺虫剤が移植まで使用される。植物保護製品の選択、施用
の部位および時機、ならびに組成物の施用量は、この文脈において、遭遇する真菌性疾患
および有害生物の種類、組成物の特定の作用様式および作用持続時間、ならびに植物耐性
に主に依存し、したがって、様々な作物および地域の特定の要件に直接適応させることが
できる。
【００１６】
　スルホキシミンは、例えば、動物有害生物、特に昆虫を防除するための薬剤として記載
されている（例えば、米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１、ＷＯ　２００６／０
６００２９　Ａ２、ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２、ＷＯ　２００７／１４９１３
４　Ａ１、ＷＯ　２００８／０２７５３９　Ａ１、ＷＯ　２００８／０２７０７３　Ａ１
およびＷＯ　２００８／０９７２３５　Ａ１）。さらに、適当な塩を添加する手段により
増強された殺虫活性および適当な場合添加剤が、スルホキシミンのサブグループに関して
記載されている（ＷＯ　２００７／０６８３５５）。
【００１７】
　スルホキシミンが、植物の生物的ストレス要因および／もしくは非生物的ストレスに対
してまたは植物成長に関して活性であることは、従来技術から知られていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】欧州特許出願公開第０　３１３　５１２号明細書
【特許文献２】ドイツ特許出願公開第１０　２００５　０４５　１７４号明細書
【特許文献３】ドイツ特許出願公開第１０　２００５　０２２　９９４号明細書
【特許文献４】国際公開第２００６／１２２６６２号
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【特許文献５】欧州特許出願公開第１　７３１　０３７号明細書
【特許文献６】国際公開第２００６／０１５６９７号
【特許文献７】米国特許出願公開第２００５／２２８０２７号明細書
【特許文献８】国際公開第２００６／０６００２９号
【特許文献９】国際公開第２００７／０９５２２９号
【特許文献１０】国際公開第２００７／１４９１３４号
【特許文献１１】国際公開第２００８／０２７５３９号
【特許文献１２】国際公開第２００８／０２７０７３号
【特許文献１３】国際公開第２００８／０９７２３５号
【特許文献１４】国際公開第２００７／０６８３５５号
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】Ｐｆｌａｎｚｅｎｂｉｏｃｈｅｍｉｅ、３９３－４６２頁、Ｓｐｅｋｔ
ｒｕｍ　Ａｋａｄｅｍｉｓｃｈｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ、Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ、Ｂｅｒｌｉ
ｎ、Ｏｘｆｏｒｄ、Ｈａｎｓ　Ｗ．Ｈｅｌｄｔ、１９９６
【非特許文献２】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏ
ｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ、１１０２－１２０３頁、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ
　ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ、Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ、Ｍａｒｙｌａ
ｎｄ、編集Ｂｕｃｈａｎａｎ、Ｇｒｕｉｓｓｅｍ、Ｊｏｎｅｓ、２０００
【非特許文献３】ＤａｎｇｌおよびＪｏｎｅｓ、Ｎａｔｕｒｅ　４１１、８２６－８３３
、２００１
【非特許文献４】ＫｅｓｓｌｅｒおよびＢａｌｄｗｉｎ、Ａｎｎｕａｌ　Ｒｅｖｉｅｗ　
ｏｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｂｉｏｌｏｇｙ、５３、２９９－３２８、２００３
【非特許文献５】Ｐｅｎｎａｚｉｏ、Ｎｅｗ　Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌ．１８、２２９－２４
０、１９９５
【非特許文献６】Ｒｙａｌｓら、Ｔｈｅ　Ｐｌａｎｔ　Ｃｅｌｌ　８、１８０９－１８１
９、１９９６
【非特許文献７】Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　Ｂｉｏｌｏ
ｇｙ　ｏｆ　Ｐｌａｎｔｓ、８５０－９２９頁、Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏ
ｆ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉｏｌｏｇｉｓｔｓ、Ｒｏｃｋｖｉｌｌｅ、Ｍａｒｙｌａｎｄ
、編集Ｂｕｃｈａｎａｎ、Ｇｒｕｉｓｓｅｍ、Ｊｏｎｅｓ、２０００
【非特許文献８】Ｓｅｍｂｄｎｅｒ、Ｐａｒｔｈｉｅｒ、Ａｎｎ．Ｒｅｖ．Ｐｌａｎｔ　
Ｐｈｙｓｉｏｌ．Ｐｌａｎｔ　Ｍｏｌ．Ｂｉｏｌ．４４、５６９－５８９、１９９３
【非特許文献９】Ａｃｈｕｏら、Ｐｌａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ　５３（１）、６５－
７２、２００４
【非特許文献１０】Ｔａｍｂｌｙｎら、Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　５５（６
）、６７６－６７７、１９９９
【非特許文献１１】Ｗａｌｌｉｎｇ、Ｊ．Ｐｌａｎｔ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｒｅｇｕｌ．１９
、１９５－２１６、２０００
【非特許文献１２】Ｂｒｏｗｎら、Ｂｅｌｔｗｉｄｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎ
ｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　２２３１－２２３７、２００４
【非特許文献１３】Ｇｏｎｉａｓら、Ｂｅｌｔｗｉｄｅ　Ｃｏｔｔｏｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅ
ｎｃｅ　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　２２２５－２２２９、２００４
【非特許文献１４】Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ　１９（５）、３４９－３５４、２
０００
【非特許文献１５】Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｅｎｔｏｍｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｃｉｅｎｃ
ｅ　３７（１）、１０１－１１２、２００２
【非特許文献１６】Ａｎｎａｌｓ　ｏｆ　Ｂｉｏｌｏｇｙ（Ｈｉｓａｒ、Ｉｎｄｉａ）１
９（２）、１７９－１８１、２００３
【非特許文献１７】Ｔｈｉｅｌｅｒｔ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃ
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ｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ、５９（１）、７３－８６、２００６
【非特許文献１８】Ｆｒａｎｃｉｓら、Ｅｕｒｏｐｅａｎ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｌ
ａｎｔ　Ｐａｔｈｏｌｏｇｙ、発表ｏｎｌｉｎｅ　２３．１．２００９
【非特許文献１９】Ｌｅａｌ、Ｒ．Ｓ．、Ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏｎｆｉｄｏｒ　Ｓ
　ｉｎ　ｔｈｅ　ｆｌｏａｔ、ａ　ｎｅｗ　ｔｏｂａｃｃｏ　ｓｅｅｄｌｉｎｇｓ　ｐｒ
ｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　ｏｆ　Ｂｒａｚｉｌ．Ｐ
ｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ　（Ｇｅｒｍａｎ　
ｅｄｉｔｉｏｎ）（２００１）、５４（３）、３３７から３５２頁
【非特許文献２０】Ｒｕｄｏｌｐｈ、Ｒ．Ｄ．；Ｒｏｇｅｒｓ、Ｗ．Ｄ．；Ｔｈｅ　ｅｆ
ｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　ｉｍｉｄａｃｌｏｐｒｉｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｒｅｄ
ｕｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒｉｔｙ　ｏｆ　ｉｎｓｅｃｔ　ｖｅｃｔｏｒｅ
ｄ　ｖｉｒｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅｓ　ｏｆ　ｔｏｂａｃｃｏ。Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕ
ｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ（ドイツ版）（２００１）、５４（３）、３
１１から３３６頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　スルホキシミンは植物の内因性防御（植物における病原体防御）を増強するのに適当で
あることが、見出された。
【００２１】
　ここで、スルホキシミンは、昆虫の防除とは別に、真菌性、細菌性またはウイルス性病
原体による損傷からの植物の良好な保護をもたらす。理論に束縛される必要なく、病原体
に対する防御は、少なくとも１種のスルホキシミンを用いる処理の結果としてのＰＲタン
パク質の誘導の結果であることが、現在想定される。
【００２２】
　本発明に従った使用は、特に、土壌の種子処理、特定の培養および成長方法（例えば、
フローティングボックス、ロックウール、水耕法）だけでなく、茎および葉の処理におい
て上記利点を示す。とりわけ殺虫剤、殺真菌剤および殺菌剤とスルホキシミンとの組合せ
は、植物病の防除に相乗作用の効果を示す。増加した非生物的ストレス耐性に関連する遺
伝子組換え種とスルホキシミンとの併用はさらに、相乗的に向上した成長をもたらす。
【００２３】
　最終的に、スルホキシミンは植物における病原体防御を増強するのに適当であるだけで
なく、植物成長を向上させる、ならびに／または真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコ
プラズマ様生物）および／もしくはＲＬＯ（リケッチア様生物）により引き起こされる植
物病に対する、特に土壌媒介性の真菌性疾患に対する植物の抵抗性を増強する、ならびに
／または非生物的ストレス要因に対する植物の抵抗性を増加させるのにも適当であること
が、本発明によって見出された。
【００２４】
　非生物的ストレス要因として、例えば、干ばつ、寒冷条件および熱条件、浸透圧ストレ
ス、湛水、土壌塩分増加、鉱物への曝露増加、オゾン条件、強光条件、窒素栄養素の利用
制限、リン栄養素の利用制限または日陰の回避を挙げることができる。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　したがって、本発明は、第一に、植物の内因性防御を増強するため、ならびに／または
植物成長を向上させるため、ならびに／または真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコプ
ラズマ様生物）および／もしくはＲＬＯ（リケッチア様生物）により引き起こされる植物
病、特に土壌媒介性の真菌性疾患に対する植物の抵抗性を増強するため、ならびに／また
は非生物的ストレス要因に対する植物の抵抗性を増強するための、スルホキシミンの部類
から選択される少なくとも１種の化合物の使用に関する。
【図面の簡単な説明】
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【００２６】
【図１】栄養液が充填されているフローティングボックスの写真である。
【図２】実生用堆肥およびタバコ種子が充填されている浮遊Ｓｔｙｒｏｐｏｒ培養皿が入
っているフローティングボックスの写真である。
【図３】フローティングボックス内で成長した後のタバコ植物が入っているＳｔｙｒｏｐ
ｏｒ培養皿の写真である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　特に適当なスルホキシミンは、一般式（Ｉ）により記載される。
【００２８】
【化１】

［式中、
ＸはＮＯ２、ＣＮまたはＣＯＯＲ４を表し、
Ｌは単結合を表し、
Ｒ１はＣ１－Ｃ４－アルキルを表し、または
Ｒ１、硫黄およびＬは一緒になって、４員、５員もしくは６員環を表し、
Ｒ２およびＲ３は互いに独立して、水素、メチル、エチル、フッ素、塩素もしくは臭素を
表し、
または
Ｒ２およびＲ３は一緒になって、－（ＣＨ２）２－、－（ＣＨ２）３－、－（ＣＨ２）４

－もしくは－（ＣＨ２）５－を表し、これらが結合している炭素原子と一緒になって、３
員、４員、５員もしくは６員環を形成し、
ｎは０、１、２もしくは３を表し、
Ｙは以下の基の１つを表す
【００２９】

【化２】

（式中、
Ｚはハロゲン、Ｃ１－Ｃ４－アルキル、Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル、Ｃ１－Ｃ４－アルコ
キシまたはＣ１－Ｃ４－ハロアルコキシを表し、
Ｒ４はＣ１－Ｃ３－アルキルを表す。）］。
【００３０】
　置換基の性質に依存して、式（Ｉ）の化合物は、様々な組成における光学異性体または
異性体の混合物として存在することも可能であり、これらは適当な場合、通例の方法で分
離することができる。純粋な異性体だけでなく、異性体混合物、これらの使用およびこれ
らを含む組成物も本発明の対象である。しかし、便宜上、以下の文脈は常に式（Ｉ）の化
合物を述べているが、これは純粋な化合物だけでなく、適当な場合、様々な割合の異性体
化合物との混合物も意味すると理解される。
【００３１】
　式（Ｉ）の化合物の好ましい亜群を以下の文脈において述べる。
式（Ｉ）の化合物の強調群（Ｉａ）において、Ｘはニトロ基を表す。
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【００３２】
【化３】

【００３３】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｂ）において、Ｘはシアノ基を表す。
【００３４】
【化４】

【００３５】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｃ）において、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙ
は６－クロロピリド－３－イル基を表す。
【００３６】
【化５】

【００３７】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｄ）において、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙ
は６－トリフルオロメチルピリド－３－イル基を表す。
【００３８】

【化６】

【００３９】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｅ）において、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙ
は２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル基を表す。
【００４０】
【化７】

【００４１】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｆ）において、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙ
は２－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－５－イル基を表す。
【００４２】
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【００４３】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｇ）において、Ｒ１、硫黄およびＬは一緒になっ
て５員環を形成し、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙは６－ハロピリド－３－イルまたは
６－（Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル）ピリド－３－イル、特に好ましくは６－クロロピリド
－３－イルまたは６－トリフルオロメチルピリド－３－イルを表し、ｎは好ましくは０を
表す。
【００４４】
【化９】

【００４５】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｈ）において、Ｒ１、硫黄およびＬは一緒になっ
て５員環を形成し、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、Ｙは６－ハロピリド－３－イルまたは
６－（Ｃ１－Ｃ４－ハロアルキル）ピリド－３－イル、特に好ましくは６－クロロピリド
－３－イルまたは６－トリフルオロメチルピリド－３－イルを表し、ｎは好ましくは０を
表す。
【００４６】
【化１０】

【００４７】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｉ）において、Ｒ１はメチルを表し、ＸはＮＯ２

またはＣＮを表し、Ｌは単結合を表し、およびｎは好ましくは１を表す。
【００４８】

【化１１】

【００４９】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｊ）において、Ｒ１はメチルを表し、Ｒ２および
Ｒ３は互いに独立して水素またはメチルを表し、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、ｎは好ま
しくは１を表す。
【００５０】
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【化１２】

【００５１】
式（Ｉ）の化合物のさらなる強調群（Ｉｋ）において、Ｒ１はメチルを表し、Ｒ２および
Ｒ３は一緒になって－（ＣＨ２）２－を形成し、これらが結合している炭素原子と一緒に
なって３員環を形成し、ＸはＮＯ２またはＣＮを表し、ｎは好ましくは１を表す。
【００５２】

【化１３】

【００５３】
　置換基の性質に依存して、一般式（Ｉ）の化合物は適当な場合、幾何異性体および／も
しくは光学活性異性体として、または様々な組成の対応する異性体混合物として存在する
ことができる。本発明は、純粋な異性体だけでなく異性体混合物にも関する。
【００５４】
　以下の式（Ｉ）の化合物は単独で述べることができる。
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１およびＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ
１に開示されている、化合物（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル
］（メチル）オキシド－λ４－スルファニリデンシアンアミド。
【００５５】
【化１４】

【００５６】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２、ＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ１およびＷ
Ｏ　２００８／０２７０７３　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－２）、Ｎ－［６－ト
リフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニ
リデンシアンアミド。
【００５７】

【化１５】

【００５８】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－３）、Ｎ
－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］メチル｝λ４－
スルファニリデンシアンアミド。
【００５９】
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【００６０】
・ＷＯ　２００８／０２７５３９　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－４）、Ｎ－メチ
ル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾール－５－イル］メチ
ル｝λ４－スルファニリデンシアンアミド。
【００６１】

【化１７】

【００６２】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１およびＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ
１に開示されている、化合物（Ｉ－５）、Ｎ－［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ンアミド。
【００６３】

【化１８】

【００６４】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１およびＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ
１に開示されている、化合物（Ｉ－６）、Ｎ－［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ンアミドジアステレオマー。
【００６５】
【化１９】

【００６６】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１およびＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ
１に開示されている、化合物（Ｉ－７）、Ｎ－［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ンアミドジアステレオマー。
【００６７】
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【００６８】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２およびＷＯ　２００７／１４９１３４　Ａ１に開
示されている、化合物（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］
エチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニリデンシアンアミド。
【００６９】
【化２１】

【００７０】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－９）、Ｎ－［６
－（１，１－ジフルオロエチル）ピリド－３－イル］エチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアンアミド。
【００７１】

【化２２】

【００７２】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－１０）、Ｎ－［
６－ジフルオロメチルピリド－３－イル］エチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファ
ニリデンシアンアミド。
【００７３】

【化２３】

【００７４】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－１１）、Ｎ－メ
チル（オキシド）｛１－［２－（トリクロロメチル）ピリド－３－イル］エチル｝λ４－
スルファニリデンシアンアミド。
【００７５】
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【化２４】

【００７６】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－１２）、Ｎ－メ
チル（オキシド）｛１－［２－（ペンタフルオロエチル）ピリド－３－イル］エチル｝λ
４－スルファニリデンシアンアミド。
【００７７】
【化２５】

【００７８】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－１３）、Ｎ－［
６－クロロジフルオロメチルピリド－３－イル］エチル］（メチル）オキシド－λ４－ス
ルファニリデンシアンアミド。
【００７９】

【化２６】

【００８０】
・ＷＯ　２００８／０２７５３９　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１４）、Ｎ－メ
チル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾール－５－イル
］エチル｝λ４－スルファニリデンシアンアミド。
【００８１】

【化２７】

【００８２】
・ＷＯ　２００８／０２７０７３　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１５）、Ｎ－メ
チル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－３－イル］シクロプロ
ピル－λ４－スルファニリデンシアンアミド。
【００８３】
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【化２８】

【００８４】
・ＷＯ　２００８／０２７０７３　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１６）、Ｎ－メ
チル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロプロピル－λ４－スル
ファニリデンシアンアミド。
【００８５】

【化２９】

【００８６】
・ＷＯ　２００４／１４９１３４　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１７）、Ｎ－２
－（６－クロロピリジン－３－イル）－１－オキシドテトラヒドロ－１Ｈ－１λ４－チエ
ニリデンシアンアミド。
【００８７】

【化３０】

【００８８】
・ＷＯ　２００４／１４９１３４　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１８）、Ｎ－２
－（６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル）－１－オキシドテトラヒドロ－１Ｈ－
１λ４－チエニリデンシアンアミド。
【００８９】
【化３１】

【００９０】
・ＷＯ　２００８／０２７５３９　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－１９）、Ｎ－１
－オキソ－２－（２－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－５－イルメチル）テト
ラヒドロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアンアミド。
【００９１】
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【化３２】

【００９２】
・ＷＯ　２００７／０９５２２９　Ａ２に開示されている、化合物（Ｉ－２０）、Ｎ－１
－オキソ－２－（６－トリフルオロメチルピリド－３－イルメチル）テトラヒドロ－１－
λ６－チオフェン－１－イリデンシアンアミド。
【００９３】

【化３３】

【００９４】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－２１）、
Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒドロ－１－λ６－
チオフェン－１－イリデンシアンアミド。
【００９５】

【化３４】

【００９６】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－２２）、
Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒドロ－１－λ６－
チオフェン－１－イリデンシアンアミドジアステレオマー。
【００９７】
【化３５】

【００９８】
・米国特許出願２００５／２２８０２７　Ａ１に開示されている、化合物（Ｉ－２３）、
Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒドロ－１－λ６－
チオフェン－１－イリデンシアンアミドジアステレオマー。
【００９９】
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【化３６】

【０１００】
　以下の式（Ｉ）のスルホキシミンが好ましい。
（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－２）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オ
キシド－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－３）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］
メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－
チアゾール－５－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１０１】
　特に好ましいのは、以下の式（Ｉ）のスルホキシミンである。
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１０２】
　本発明の範囲内において、スルホキシミンを述べる場合、これらは一般に一般式（Ｉ）
のスルホキシミンであり、特に（Ｉａ）群から（Ｉｋ）群の化合物、とりわけ一般式（Ｉ
－１）から（Ｉ－２３）の化合物が一般式（Ｉ）により包含されることになるのが可能で
ある。
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【０１０３】
　本発明に従って、スルホキシミンが植物の成長に対して本発明による活性を有すること
が実証された。
【０１０４】
　「植物の成長」という用語は、本発明の範囲内において、スルホキシミン、特に一般式
（Ｉ）のスルホキシミンの公知農薬活性、好ましくは殺虫活性に直接関連しない、植物の
様々な利点を意味すると理解される。こうした有利な特性は、例えば、以下に述べる改善
された植物の特徴である。生殖繁殖器官および栄養繁殖器官の発芽および出芽の加速、表
面積および丈に関する根成長の向上、走根または分げつの発育増強、走根および分げつの
強化および増殖化、苗条成長の向上、起立力の増加、苗条基部直径の増加、葉面積の増加
、例えば炭水化物、脂肪、油、タンパク質、ビタミン、鉱物、芳香油、色素、繊維などの
栄養素および構成物質のより高い収率、より良い繊維品質、より早い開花、花数の増加、
マイコトキシンなどの毒性生成物の含有量低減、残留物もしくは任意の種類の不利益な構
成物質の含有量低減またはより良い消化能力、収穫作物のより良い保存能力、不利益な温
度に対する耐性の向上、干ばつならびに湛水の結果としての乾燥および酸素欠乏にも対す
る耐性の向上、土壌塩分の増加および水に対する耐性の向上、ＵＶ放射線に対する耐性の
増加、オゾンストレスに対する耐性の増加、除草剤および他の植物処理剤に対する耐性の
向上、水揚げおよび光合成速度の向上、例えば成熟の加速、より均一な成熟、有益な動物
に対するより大きな誘引力、授粉の改善などの有利な植物の特性、または当業者によく知
られている他の利点。
【０１０５】
　公知のように、さらに上述した植物のための様々な利点は部分的に組み合わせることが
可能であり、一般に適用可能な用語を使用してそれらを記載することができる。こうした
用語は例えば以下のものである。植物毒性効果、ストレス要因に対する抵抗性、より少な
い植物ストレス、植物の健康、健康な植物、植物の適応度、植物の健康状態、植物の概念
、活力効果、ストレスシールド、保護シールド、作物の健康、作物の健康特性、作物の健
康製品、作物の健康管理、作物の健康治療、植物の健康、植物の健康特性、植物の健康製
品、植物の衛生管理、植物の衛生治療、緑化効果もしくは再緑化効果、新鮮さ、または当
業者に非常になじみのある他の用語。
【０１０６】
　一般式（Ｉ）のスルホキシミンは植物の成長に良好な効果を有することが実証された。
本発明の範囲内において、「良好な効果」という用語は、限定されるものではないが、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％向上し
た出芽、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
収率の増加、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
根発育の向上、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
苗条長さの増加、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
葉面積の増加、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
発芽の向上、
・少なくとも、一般に５％、特に１０％、特に好ましくは１５％、とりわけ２０％である
光合成速度の向上
を意味すると理解され、該効果が個々に、または他に２つ以上の効果の任意の組合せで現
れることが可能である。
【０１０７】
　本発明に従って、植物またはこれらの環境に対する、以下に定義した通りの肥料と組み
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合わせたスルホキシミンの施用は、相乗的な成長促進効果をもたらすことがさらに見出さ
れた。
【０１０８】
　上記において非常に詳細に説明したスルホキシミンと一緒に、本発明に従って用いるこ
とができる肥料は、例えば、尿素、尿素／ホルムアルデヒド縮合物、アミノ酸、アンモニ
ウム塩および硝酸アンモニウム、カリウム塩（好ましくは塩化物、硫酸塩、硝酸塩）、リ
ン酸の塩および／または亜リン酸の塩（好ましくはカリウム塩およびアンモニウム塩）な
ど、一般に有機および無機の窒素含有化合物である。特にこの文脈で述べなければならな
いものは、ＮＰＫ肥料、即ち窒素、リンおよびカリウムを含有する肥料、硝酸カルシウム
アンモニウム、即ちカルシウムまたはアンモニアナイトレートサルフェート（一般式（Ｎ
Ｈ４）２ＳＯ４ＮＨ４ＮＯ３）を追加として含有する肥料、リン酸アンモニウムおよび硫
酸アンモニウムである。これらの肥料は当業者に一般に知られており、例えば、Ｕｌｌｍ
ａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ、第５版、Ａ１０巻、３２３から４３１頁、Ｖｅｒｌａｇｓｇｅｓｅｌｌｓｃｈａｆ
ｔ、Ｗｅｉｎｈｅｉｍ、１９８７を参照されたい。
【０１０９】
　該肥料は、微量栄養素の塩（好ましくはカルシウム、硫黄、ホウ素、マンガン、マグネ
シウム、鉄、ホウ素、銅、亜鉛、モリブデンおよびコバルト）および植物ホルモン（例え
ば、ビタミンＢ１およびインドール－３－酢酸（ＩＡＡ））またはこれらの混合物を含有
することもできる。本発明に従って用いられる肥料は、第一リン酸アンモニウム（ＭＡＰ
）、第二リン酸アンモニウム（ＤＡＰ）、硫酸カリウム、塩化カリウムまたは硫酸マグネ
シウムなどの他の塩も含有することができる。二次栄養素または微量元素の適当な量は、
肥料全体に対して０．５重量％から５重量％の量である。他の可能な構成物質は、植物保
護剤、殺虫剤もしくは殺真菌剤、成長調節剤またはこれらの混合物である。これをさらに
下記で詳細に説明する。
【０１１０】
　該肥料は、例えば粉末、顆粒、プリルまたは圧縮物の形態で用いることができる。しか
し、該肥料は、水性媒体中に溶解した、液状形態で用いることもできる。この場合、希釈
アンモニア水を窒素肥料として用いることもできる。肥料のさらに可能な構成物質は、例
えば、Ｕｌｌｍａｎｎ’ｓ　Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏｆ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　
Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ、第５版、１９８７、Ａ　１０巻、３６３から４０１頁、ＤＥ－Ａ　
４１　２８　８２８、ＤＥ－Ａ　１９　０５　８３４およびＤＥ－Ａ　１９６　３１　７
６４に記載されている。
【０１１１】
　本発明の範囲内において、例えば窒素、カリウムまたはリンで構成される、単肥および
／または複合肥料の形態をとる肥料の一般組成は、広い範囲内で変動してよい。一般に、
１重量％から３０重量％の窒素含有量（好ましくは５重量％から２０重量％）、１重量％
から２０重量％のカリウム（好ましくは３重量％から１５重量％）、および１重量％から
２０重量％のリン含有量（好ましくは３重量％から１０重量％）が有利である。微量要素
の含有量は、通常ｐｐｍの桁であり、好ましくは１ｐｐｍから１０００ｐｐｍの桁である
。
【０１１２】
　本発明の範囲内において、肥料およびスルホキシミン、特に一般式（Ｉ）のスルホキシ
ミンは、同時に、即ち同時期に施用することができる。しかし、最初に肥料および次いで
スルホキシミンを用いる、または最初にスルホキシミンおよび次いで肥料を用いることも
可能である。スルホキシミンおよび肥料を非同時期に施用する場合、本発明の範囲内にお
ける施用は、しかし、機能的な文脈において特に、一般には２４時間、好ましくは１８時
間、特に好ましくは１２時間、とりわけ６時間、さらにとりわけ４時間、またさらにとり
わけ２時間以内の期間内に実施される。本発明の非常に特殊な実施形態において、本発明
に従った一般式（Ｉ）および肥料の活性物質の施用は、１時間未満、好ましくは３０分未
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満、特に好ましくは１５分未満の時間枠内で実施される。
【０１１３】
　本発明に従って使用される少なくとも１種の活性物質および少なくとも１種の肥料から
出発し、例えばロッド、顆粒および錠剤などの形態で寸法的に安定な混合物を調製するこ
とがさらに可能である。適当な寸法的に安定な混合物を調製するため、当該の構成成分を
互いに混合し、適当な場合押し出すことができ、または肥料は、本発明に従って使用され
る一般式（Ｉ）の少なくとも１種の活性物質で被膜することができる。適当な場合、生じ
る混合物の寸法安定性を達成するため、寸法的に安定な混合物中に、例えば増量剤または
接着剤などの配合助剤を使用することも可能である。適当な寸法安定性の結果として、こ
うした混合物は、家庭部門および庭園部門における施用に、即ち寸法的に安定な混合物ま
たはここに存在する構成成分を正確に定義されている所定の量で特定の助剤を用いずに使
用し得る個人利用者または趣味の園芸家による施用に特に適当である。
【０１１４】
　上記とは別に、本発明に従って使用される活性物質の少なくとも１種と少なくとも１種
の肥料との混合物は液状形態で存在することもできるため、生じる混合物は、タンクミッ
クスとして知られているものとして、例えば農業部門における専門家利用者により施用す
ることができる。
【０１１５】
　本発明に従って使用される活性物質の少なくとも１種および肥料の少なくとも１種を使
用することで根の成長を増加させることを可能にし、順じて、これがより高い栄養素の取
込みを可能にし、それによって植物成長を促進する。
【０１１６】
　本発明に従って使用される活性物質は、適当な場合肥料との組合せで、好ましくは以下
の植物中で用いることができるが、以下の一覧は限定するものではない。
【０１１７】
　好ましい植物は、有用植物、観葉植物、芝生、公共部門および家庭内部門において観葉
植物として用いられる一般使用の樹木、ならびに林業樹木の群からのものである。林業樹
木は、材木、セルロース、紙および樹木の一部分で作られる製品の製造用樹木を含む。
【０１１８】
　有用植物という用語は、該文脈で使用される場合、食料品、飼料、燃料を得るための植
物または産業目的の植物として用いられる作物植物を指す。
【０１１９】
　本発明による方法で改善することができる有用植物として、例えば以下の種類の植物が
挙げられる。芝生、つる植物、穀類、例えばコムギ、オオムギ、ライムギ、カラスムギ、
イネ、トウモロコシおよびアワ／ソルガム；ビート、例えばサトウダイコンおよび飼料用
ビート；果実、例えば仁果、核果および軟果実、例えばリンゴ、セイヨウナシ、セイヨウ
スモモ、モモ、アーモンド、サクランボおよびベリー、例えばイチゴ、ラズベリー、ブラ
ックベリー；マメ科植物、例えばマメ、レンズマメ、エンドウマメおよびダイズ；油料作
物、例えばアブラナ、カラシナ、ケシ、オリーブ、ヒマワリ、ココナツ、トウゴマ、カカ
オ豆およびピーナッツ；ウリ科植物、例えばカボチャ／スクワッシュ、キュウリおよびメ
ロン；繊維植物、例えば綿、亜麻、麻および黄麻；柑橘類果実、例えば、オレンジ、レモ
ン、グレープフルーツおよびタンジェリン；野菜、例えばホウレンソウ、レタス、アスパ
ラガス、キャベツ種、ニンジン、タマネギ、トマト、ジャガイモおよびピーマン；クスノ
キ科、例えばアボカド、ニッケイ属、樟脳、またはさらにタバコ、木の実、コーヒー、ナ
ス、サトウキビ、茶、コショウ、ブドウ、ホップ、バナナ、天然ゴム植物および観葉植物
などの植物、例えば花卉、低木、落葉樹および針葉樹。この一覧は限定するものではない
。
【０１２０】
　以下の植物は、本発明による方法を適用するのに特に適当な標的作物であると考えられ
る。綿、ナス、芝生、仁果、核果、軟果実、トウモロコシ、コムギ、オオムギ、キュウリ
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、タバコ、つる植物、イネ、穀類、セイヨウナシ、マメ、ダイズ、アブラナ、トマト、ピ
ーマン、メロン、キャベツ、ジャガイモおよびリンゴ。
【０１２１】
　本発明による方法に従って改善することができる樹木の例は、アビエス属種（Ａｂｉｅ
ｓ　ｓｐ．）、ユーカリプツス属種（Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ　ｓｐ．）、ピセア属種（Ｐ
ｉｃｅａ　ｓｐ．）、ピヌス属種（Ｐｉｎｕｓ　ｓｐ．）、アエスクルス属種（Ａｅｓｃ
ｕｌｕｓ　ｓｐ．）、プラタヌス属種（Ｐｌａｔａｎｕｓ　ｓｐ．）、チリア属種（Ｔｉ
ｌｉａ　ｓｐ．）、アセル属種（Ａｃｅｒ　ｓｐ．）、ツガ属種（Ｔｓｕｇａ　ｓｐ．）
、フラキシヌス属種（Ｆｒａｘｉｎｕｓ　ｓｐ．）、ソルブス属種（Ｓｏｒｂｕｓ　ｓｐ
．）、ベツラ属種（Ｂｅｔｕｌａ　ｓｐ．）、クラタエグス属種（Ｃｒａｔａｅｇｕｓ　
ｓｐ．）、ウルムス属種（Ｕｌｍｕｓ　ｓｐ．）、クェルクス属種（Ｑｕｅｒｃｕｓ　ｓ
ｐ．）、ファグス属種（Ｆａｇｕｓ　ｓｐ．）、サリキス属種（Ｓａｌｉｘ　ｓｐ．）、
ポプルス属種（Ｐｏｐｕｌｕｓ　ｓｐ．）である。
【０１２２】
　本発明による方法に従って改善することができる好ましい樹木は、樹木種トチノキ属（
Ａｅｓｃｕｌｕｓ）由来：Ａ．ヒッポカスタヌム（Ａ．ｈｉｐｐｏｃａｓｔａｎｕｍ）、
Ａ．パリフロラ（Ａ．ｐａｒｉｆｌｏｒａ）、Ａ．カルネア（Ａ．ｃａｒｎｅａ）；樹木
種スズカケノキ属（Ｐｌａｔａｎｕｓ）由来：Ｐ．アセリフロラ（Ｐ．ａｃｅｒｉｆｌｏ
ｒａ）、Ｐ．オッシデンタリス（Ｐ．ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌｉｓ）、Ｐ．ラセモサ（Ｐ．
ｒａｃｅｍｏｓａ）；樹木種トウヒ属（Ｐｉｃｅａ）由来：Ｐ．アビエス（Ｐ．ａｂｉｅ
ｓ）；樹木種マツ属（Ｐｉｎｕｓ）由来：Ｐ．ラジアート（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、Ｐ．
ポンデロサ（Ｐ．ｐｏｎｄｅｒｏｓａ）、Ｐ．コントルタ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、Ｐ
．シルベストル（Ｐ．ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）、Ｐ．エリオッチイ（Ｐ．ｅｌｌｉｏｔｔｉ
ｉ）、Ｐ．モンテコラ（Ｐ．ｍｏｎｔｅｃｏｌａ）、Ｐ．アルビカウリス（Ｐ．ａｌｂｉ
ｃａｕｌｉｓ）、Ｐ．レジノサ（Ｐ．ｒｅｓｉｎｏｓａ）、Ｐ．パルストリス（Ｐ．ｐａ
ｌｕｓｔｒｉｓ）、Ｐ．タエダ（Ｐ．ｔａｅｄａ）、Ｐ．フレキシリス（Ｐ．ｆｌｅｘｉ
ｌｉｓ）、Ｐ．ジェフレギ（Ｐ．ｊｅｆｆｒｅｇｉ）、Ｐ．バクシアナ（Ｐ．ｂａｋｓｉ
ａｎａ）、Ｐ．ストロベス（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ）；樹木種ユーカリ属（Ｅｕｃａｌｙｐ
ｔｕｓ）由来：Ｅ．グランジス（Ｅ．ｇｒａｎｄｉｓ）、Ｅ．グロブルス（Ｅ．ｇｌｏｂ
ｕｌｕｓ）、Ｅ．カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅｎｔｉｓ）、Ｅ．ニテンス（Ｅ．ｎｉ
ｔｅｎｓ）、Ｅ．オブリクア（Ｅ．ｏｂｌｉｑｕａ）、Ｅ．レグナンス（Ｅ．ｒｅｇｎａ
ｎｓ）、Ｅ．ピルラルス（Ｅ．ｐｉｌｕｌａｒｕｓ）である。
【０１２３】
　本発明による方法に従って改善することができる特に好ましい樹木は、樹木種ピヌス属
（Ｐｉｎｕｓ）由来：Ｐ．ラジアート（Ｐ．ｒａｄｉａｔｅ）、Ｐ．ポンデロサ（Ｐ．ｐ
ｏｎｄｅｒｏｓａ）、Ｐ．コントルタ（Ｐ．ｃｏｎｔｏｒｔａ）、Ｐ．シルベストル（Ｐ
．ｓｙｌｖｅｓｔｒｅ）、Ｐ．ストロベス（Ｐ．ｓｔｒｏｂｅｓ）；樹木種ユーカリ属（
Ｅｕｃａｌｙｐｔｕｓ）由来：Ｅ．グランジス（Ｅ．ｇｒａｎｄｉｓ）、Ｅ．グロブルス
（Ｅ．ｇｌｏｂｕｌｕｓ）、Ｅ．カマデンチス（Ｅ．ｃａｍａｄｅｎｔｉｓ）である。
【０１２４】
　本発明による方法に従って改善することができる非常に特に好ましい樹木は、セイヨウ
トチノキ、スズカケノキ属（Ｐｌａｔａｎａｃｅａｅ）、菩提樹、カエデである。
【０１２５】
　本発明は、寒地型芝草および暖地型芝草を含めた任意の芝草に施用することもできる。
寒冷地型芝草の例は、ケンタッキーブルーグラス（ポア・プラテンシス　Ｌ．（Ｐｏａ　
ｐｒａｔｅｎｓｉｓ　Ｌ．））、オオスズメノカタビラ（ポア・トリビアリス　Ｌ．（Ｐ
ｏａ　ｔｒｉｖｉａｌｉｓ　Ｌ．））、カナダブルーグラス（ポア・コンプレッサ　Ｌ．
（Ｐｏａ　ｃｏｍｐｒｅｓｓａ　Ｌ．））、スズメノカタビラ（ポア・アンヌア　Ｌ．（
Ｐｏａ　ａｎｎｕａ　Ｌ．））、アップランドブルーグラス（ポア・グラウカンタ　ガウ
ジン（Ｐｏａ　ｇｌａｕｃａｎｔｈａ　Ｇａｕｄｉｎ））、ウッドブルーグラス（ポア・
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ネモラリス　Ｌ．（Ｐｏａ　ｎｅｍｏｒａｌｉｓ　Ｌ．））およびバルバスブルーグラス
（ポア・ブルボサ　Ｌ．（Ｐｏａ　ｂｕｌｂｏｓａ　Ｌ．））などのブルーグラス類（ポ
ア属種（Ｐｏａ　ｓｐｐ．））；クリーピングベントグラス（アグロスティス・パルスト
リス　Ｈｕｄｓ．（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐａｌｕｓｔｒｉｓ　Ｈｕｄｓ．））、コロニア
ルベントグラス（アグロスティス・テヌイス　Ｓｉｂｔｈ．（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｔｅｎ
ｕｉｓ　Ｓｉｂｔｈ．））、ベルベットベントグラス（アグロスティス・カニナ　Ｌ．（
Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃａｎｉｎａ　Ｌ．））、アグロスティス・テニウス　Ｓｉｂｔｈ．
（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｔｅｎｉｕｓ　Ｓｉｂｔｈ．）、アグロスティス・カニナ　Ｌ．（
Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｃａｎｉｎａ　Ｌ．）およびアグロスティス・パルストリス　Ｈｕｄ
ｓ．（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｐａｌｕｓｔｒｉｓ　Ｈｕｄｓ．））を含めたサウスジャーマ
ンミックスドベントグラス（アグロスティス属種（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｓｐｐ．）、およ
びコヌカグサ（アグロスティス・アルバ　Ｌ．（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ａｌｂａ　Ｌ．））
などのベントグラス類（アグロスティス属種（Ａｇｒｏｓｔｉｓ　ｓｐｐ．））；
レッドフェスク（フェストゥカ・ルブラ　Ｌ．属種ルブラ（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒｕｂｒａ
　Ｌ．ｓｐｐ．　ｒｕｂｒａ））、クリーピングフェスク（フェストゥカ・ルブラ　Ｌ．
（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒｕｂｒａ　Ｌ．））、チューイングスフェスク（フェストゥカ・ル
ブラ・コミュタタ　Ｇａｕｄ．（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｒｕｂｒａ　ｃｏｍｍｕｔａｔａ　Ｇ
ａｕｄ．））、シープフェスク（フェストゥカ・オビナ　Ｌ．（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｏｖｉ
ｎａ　Ｌ．））、ハードフェスク（フェストゥカ・ロンギホリア　Ｔｈｕｉｌｌ．（Ｆｅ
ｓｔｕｃａ　ｌｏｎｇｉｆｏｌｉａ　Ｔｈｕｉｌｌ．））、ヘアフェスク（フェストゥカ
・カピラタ　Ｌａｍ．（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｃａｐｉｌｌａｔａ　Ｌａｍ．））、トールフ
ェスク（フェストゥカ・アルンジナセア　Ｓｃｈｒｅｂ．（Ｆｅｓｔｕｃａ　ａｒｕｎｄ
ｉｎａｃｅａ　Ｓｃｈｒｅｂ．））およびメドウフェスク（フェストゥカ・エラノル　Ｌ
．（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｅｌａｎｏｒ　Ｌ．））などのウシノケグサ類（フェストゥカ属種
（Ｆｅｓｔｕｃａ　ｓｐｐ．））；
ネズミムギ（ロリウム・ムルチフロルム　Ｌａｍ．（Ｌｏｌｉｕｍ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒ
ｕｍ　Ｌａｍ．））、ホソムギ（ロリウム・ペレン　Ｌ．（Ｌｏｌｉｕｍ　ｐｅｒｅｎｎ
ｅ　Ｌ．））およびイタリアンライグラス（ロリウム・ムルチフロルム　Ｌａｍ．（Ｌｏ
ｌｉｕｍ　ｍｕｌｔｉｆｌｏｒｕｍ　Ｌａｍ．））などのドクムギ類（ロリウム属種（Ｌ
ｏｌｉｕｍ　ｓｐｐ．））；
ならびにフェアウェイウィートグラス（アグロピュロン・クリスタツム（Ｌ．）Ｇａｅｒ
ｔｎ．（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｃｒｉｓｔａｔｕｍ（Ｌ．）Ｇａｅｒｔｎ．））、クレス
テッドウィートグラス（アグロピュロン・デセルトルム（Ｆｉｓｃｈ．）Ｓｃｈｕｌｔ．
（Ａｇｒｏｐｙｒｏｎ　ｄｅｓｅｒｔｏｒｕｍ（Ｆｉｓｃｈ．）Ｓｃｈｕｌｔ．）および
ウェスタンウィートグラス（アグロピュロン・スミチイ　Ｒｙｄｂ．（Ａｇｒｏｐｙｒｏ
ｎ　ｓｍｉｔｈｉｉ　Ｒｙｄｂ．））などのカモジグサ属種（アグロピュロン（Ａｇｒｏ
ｐｙｒｏｎ　ｓｐｐ．））
である。
【０１２６】
　さらなる寒地型芝草の例は、ビーチグラス（アンモフィラ・ブレビリグラタ　Ｆｅｒｎ
．（Ａｍｍｏｐｈｉｌａ　ｂｒｅｖｉｌｉｇｕｌａｔａ　Ｆｅｒｎ．））、スムーズブロ
ムグラス（ブロムス・イネルミス　Ｌｅｙｓｓ．（Ｂｒｏｍｕｓ　ｉｎｅｒｍｉｓ　Ｌｅ
ｙｓｓ．））、オオアワガエリ（プレウム・プラテンス　Ｌ．（Ｐｈｌｅｕｍ　ｐｒａｔ
ｅｎｓｅ　Ｌ．））、サンドカットテイル（プレウム・スブラツム　Ｌ．（Ｐｈｌｅｕｍ
　ｓｕｂｕｌａｔｕｍ　Ｌ．））、カモガヤ（ダクチルイス・グロメラタ　Ｌ．（Ｄａｃ
ｔｙｌｉｓ　ｇｌｏｍｅｒａｔａ　Ｌ．））、アレチタチドジョウツナギ（プッシネリア
・ジスタンス（Ｌ．）Ｐａｒｌ．（Ｐｕｃｃｉｎｅｌｌｉａ　ｄｉｓｔａｎｓ（Ｌ．）Ｐ
ａｒｌ．））およびクシガヤ（シノスルス・クリスタツス　Ｌ．（Ｃｙｎｏｓｕｒｕｓ　
ｃｒｉｓｔａｔｕｓ　Ｌ．））などのガマである。
【０１２７】
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　暖地型芝草の例は、ギョウギシバ（キュノドン属種Ｌ．Ｃ．Ｒｉｃｈ（Ｃｙｎｏｄｏｎ
　ｓｐｐ．Ｌ．Ｃ．Ｒｉｃｈ））、ノシバ（ゾイシア属種Ｗｉｌｌｄ．（Ｚｏｙｓｉａ　
ｓｐｐ．Ｗｉｌｌｄ．））、イヌシバ（ステノタフルム・セクンダツム・ワルト・クント
ズ（Ｓｔｅｎｏｔａｐｈｒｕｍ　ｓｅｃｕｎｄａｔｕｍ　Ｗａｌｔ　Ｋｕｎｔｚｅ））、
センチピードグラス（エレモクロア・オフィウロイデス・ムンロＨａｃｋ．（Ｅｒｅｍｏ
ｃｈｌｏａ　ｏｐｈｉｕｒｏｉｄｅｓ　Ｍｕｎｒｏ　Ｈａｃｋ．））、カーペットグラス
（アキソノプス・アフィニス・カーゼ（Ａｘｏｎｏｐｕｓ　ａｆｆｉｎｉｓ　Ｃｈａｓｅ
））、バヒアグラス（パスパルム・ノタツム・フルッグ（Ｐａｓｐａｌｕｍ　ｎｏｔａｔ
ｕｍ　Ｆｌｕｇｇｅ））、キクユグラス（ペンニセツム・クランデスチヌムＨｏｃｈｓｔ
．ｅｘ　Ｃｈｉｏｖ．（Ｐｅｎｎｉｓｅｔｕｍ　ｃｌａｎｄｅｓｔｉｎｕｍ　Ｈｏｃｈｓ
ｔ．ｅｘ　Ｃｈｉｏｖ．））、バッファローグラス（ブクロ・ダクチルオイドス（Ｎｕｔ
ｔ．）Ｅｎｇｅｌｍ．（Ｂｕｃｈｌｏｅ　ｄａｃｔｙｌｏｉｄｓ（Ｎｕｔｔ．）Ｅｎｇｅ
ｌｍ．））、メダカスゲ（ボウテロウア・グラシリス（Ｈ．Ｂ．Ｋ．）Ｌａｇ．ｅｘ　グ
リフィトス（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｇｒａｃｉｌｉｓ　（Ｈ．Ｂ．Ｋ．）Ｌａｇ．ｅｘ　
Ｇｒｉｆｆｉｔｈｓ））、シーショアパスパラム（パスパルム・バギナツム・スワルトズ
（Ｐａｓｐａｌｕｍ　ｖａｇｉｎａｔｕｍ　Ｓｗａｒｔｚ））およびアゼガヤモドキ（ボ
ウテロウア・クルチペンズラ（Ｍｉｃｈｘ．Ｔｏｒｒ．）（Ｂｏｕｔｅｌｏｕａ　ｃｕｒ
ｔｉｐｅｎｄｕｌａ（Ｍｉｃｈｘ．Ｔｏｒｒ．）））である。寒地型芝草は一般に、本発
明による使用に好ましい。特に好ましいのは、ブルーグラス、ベントグラスおよびコヌカ
グサ、ウシノケグサ類およびドクムギ類である。ベントグラスが特に好ましい。
【０１２８】
　一般式（Ｉ）のスルホキシミンは、病原関連タンパク質（ＰＲタンパク質）系列からの
遺伝子発現の増加をもたらすことがさらに見出された。ＰＲタンパク質は、主に、例えば
植物病原性の真菌、細菌およびウイルスなどの生物的ストレス要因に対する防御において
植物を補助する。結果として、植物は、スルホキシミン特に一般式（Ｉ）のスルホキシミ
ンの施用後、植物病原性の真菌、細菌およびウイルスの感染からより良く保護される。混
合物において、およびスルホキシミン特に一般式（Ｉ）のスルホキシミンとの順次施用に
おいても、殺虫剤、殺真菌剤および殺菌剤の使用が必要な場合、形成剤の活性が補助され
る。
【０１２９】
　活性化合物は、溶液、エマルジョン、水和剤、水性懸濁液および油性懸濁液、粉末、粉
剤、ペースト剤、可溶性粉末、可溶性顆粒、散布用顆粒、懸濁液－エマルジョン濃縮物、
活性化合物を含浸させた天然物質、活性化合物を含浸させた合成物質、肥料、ならびにポ
リマー物質中のマイクロカプセル化など通例の製剤に変換することができる。
【０１３０】
　これらの製剤は、公知の方法で、例えば活性化合物と増量剤即ち液体溶媒および／また
は固体担体とを混合することにより、場合によって、界面活性剤即ち乳化剤および／また
は分散剤および／または泡形成剤の使用とともに製造される。該製剤は、適当な植物中ま
たは他に施用前もしくは施用中に調製される。
【０１３１】
　助剤としての使用に適当であるのは、該組成物自体および／またはこれから誘導される
調製物（例えばスプレー液、種子粉衣剤）に、特定の技術特性などの特別な特性および／
または特別な生物学的特性も付与するのに適当である物質である。通常適当な助剤は、増
量剤、溶媒および担体である。
【０１３２】
　適当な増量剤は、例えば芳香族および非芳香族の炭化水素（パラフィン、アルキルベン
ゼン、アルキルナフタレン、クロロベンゼンなど）の部類、アルコールおよびポリオール
（適当な場合、置換、エーテル化および／またはエステル化されていてもよい。）の部類
、ケトン（アセトン、シクロヘキサノンなど）、エステル（脂肪および油を含める。）お
よび（ポリ）エーテルの部類、非置換および置換のアミン、アミド、ラクタム（Ｎ－アル
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キルピロリドンなど）およびラクトンの部類、スルホンおよびスルホキシド（ジメチルス
ルホキシドなど）の部類からの例えば水、極性および非極性の有機化学液体である。
【０１３３】
　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。本質的に、適当な液体溶媒は、キシレン、トルエンまたはアルキルナフタレンな
どの芳香族、クロロベンゼン、クロロエチレンまたは塩化メチレンなどの塩素化芳香族お
よび塩素化脂肪族炭化水素、シクロヘキサンまたはパラフィンなどの脂肪族炭化水素、例
えば石油留分、鉱物油および植物油、ブタノールまたはグリコールなどのアルコールなら
びにさらにこれらのエーテルおよびエステル、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、ジメチルスルホキシドなどの強極
性溶媒、ならびにさらに水である。
【０１３４】
　適当な担体は、
例えば、アンモニウム塩、およびカオリン、粘土、タルク、チョーク、石英、アタパルジ
ャイト、モンモリロナイトまたは珪藻土などの粉砕天然鉱物、ならびに微粉化されたシリ
カ、アルミナおよびシリケートなどの粉砕合成鉱物であり、顆粒のための適当な固体担体
は、例えば方解石、大理石、軽石粉、海泡石およびドロマイトなどの破砕および画分化し
た天然岩、ならびにさらに無機荒粉および有機荒粉の合成顆粒、および紙、おがくず、コ
コナツ外殻、トウモロコシ穂軸およびタバコ柄などの有機物質の顆粒であり、適当な乳化
剤および／または泡形成剤は、例えば、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシ
エチレン脂肪アルコールエーテルなどの非イオン性およびアニオン性の乳化剤、例えばア
ルキルアリールポリグリコールエーテル、アルキルスルホネート、アルキルサルフェート
、アリールスルホネートおよびさらにタンパク質加水分解物であり、適当な分散剤は、例
えば、アルコール－ＰＯＥおよび／もしくは－ＰＯＰエーテル、酸および／もしくＰＯＰ
－ＰＯＥエステル、アルキルアリールおよび／もしくはＰＯＰ－ＰＯＥエーテル、脂肪お
よび／もしくはＰＯＰ－ＰＯＥ付加物、ＰＯＥおよび／もしくはＰＯＰポリオール誘導体
、ＰＯＥおよび／もしくはＰＯＰソルビタンもしくは糖付加物、アルキルサルフェートも
しくはアリールサルフェート、アルキル－スルホネートもしくはアリールスルホネート、
およびアルキルホスフェートもしくはアリールホスフェートの部類、または対応するＰＯ
－エーテル付加物からの非イオン性および／またはイオン性物質である。さらに、適当な
オリゴ－またはポリマー、例えばビニルモノマーから、アクリル酸から、単一または例え
ば（ポリ）アルコールもしくは（ポリ）アミンとの組合せでＥＯおよび／もしくはＰＯか
ら誘導されるもの。リグニンおよびこのスルホン酸誘導体、非修飾および修飾セルロース
、芳香族および／または脂肪族スルホン酸、ならびにホルムアルデヒドとのこれらの付加
物を用いることも可能である。
【０１３５】
　アラビアゴム、ポリビニルアルコールおよびポリビニルアセテートなど、粉末、顆粒ま
たはラテックスの形態におけるカルボキシメチルセルロースならびに天然および合成ポリ
マー、ならびにケファリンおよびレシチンなどの天然リン脂質および合成リン脂質などの
粘着性付与剤を製剤中に使用することができる。
【０１３６】
　無機顔料、例えば酸化鉄、酸化チタンおよびプルシアンブルーなどの着色剤、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、ならびに鉄、
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痕跡量の栄養素を使
用することが可能である。
【０１３７】
　他の可能な添加剤は、芳香剤、鉱物または野菜、場合によって改質油、ワックス、なら
びに鉄、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栄養素（痕
跡量の栄養素を含める。）である。
【０１３８】
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　低温安定剤、保存料、抗酸化剤、光安定剤、または化学的および／もしくは物理的安定
性を改善する他の薬剤などの安定剤も存在してよい。
【０１３９】
　該製剤は、一般に０．０１重量％から９８重量％の間、好ましくは０．５重量％から９
０重量％の間の活性化合物を含む。
【０１４０】
　本発明による活性化合物は、この市販されている製剤中に、ならびに殺虫剤、誘引剤、
滅菌剤、殺菌剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺真菌剤、成長調節物質、除草剤、安全化剤、肥
料またはセミオケミカルなどの他の活性化合物との混合物としてこれらの製剤から調製さ
れる使用形態中に存在することができる。
【０１４１】
　本発明はさらに、真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコプラズマ様生物）および／ま
たはＲＬＯ（リケッチア様生物）により引き起こされる植物病に対して植物を保護するた
めの、スルホキシミン特に一般式（Ｉ）のスルホキシミンの使用に関する。昆虫防除とは
別に、スルホキシミンは、真菌性、細菌性またはウイルス性の病原体による損傷からの植
物の良好な保護をもたらす。
【０１４２】
　可能である他の方法を上回る利点は、この保護を達成するのに必要な低施用量、および
一般式（Ｉ）のスルホキシミンの良好な植物耐性である。さらに、多数の病原体に対する
保護が、たった１種の活性物質で達成することができる。
【０１４３】
　病原体、特に真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコプラズマ様生物）および／または
ＲＬＯ（リケッチア様生物）により引き起こされる植物病からの保護を得るため、個々の
活性物質または一般式（Ｉ）のスルホキシミンとの組合せで植物を処理することができる
。
【０１４４】
　さらに、植物の内因性防御に対するスルホキシミンの記載した陽性活性は、殺虫性、殺
真菌性または殺菌性活性物質での追加処理により補助することができる。
【０１４５】
　好ましい実施形態において、この保護は、一般式（Ｉ）のスルホキシミンでの処理の結
果として、ＰＲタンパク質を誘導することによりもたらされる。
【０１４６】
　好ましい一般式（Ｉ）のスルホキシミンは以下の通りである。
（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－２）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オ
キシド－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－３）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］
メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－５）、Ｎ－［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
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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
（Ｉ－９）、Ｎ－［６－（１，１－ジフルオロエチル）ピリド－３－イル］エチル］（メ
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チル）オキシド－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１０）、Ｎ－［６－ジフルオロメチルピリド－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
（Ｉ－１１）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリクロロメチル）ピリド－３－
イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１２）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（ペンタフルオロエチル）ピリド－
３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１３）、Ｎ－［６－クロロジフルオロメチルピリド－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
（Ｉ－１４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－
チアゾール－５－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１７）、Ｎ－２－（６－クロロピリジン－３－イル）－１－オキシドテトラヒドロ
－１Ｈ－１λ４－チエニリデンシアナミド
（Ｉ－１８）、Ｎ－２－（６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル）－１－オキシド
テトラヒドロ－１Ｈ－１λ４－チエニリデンシアナミド
（Ｉ－１９）、Ｎ－１－オキソ－２－（２－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－
５－イルメチル）テトラヒドロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミド
（Ｉ－２０）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－トリフルオロメチルピリド－３－イルメチル
）テトラヒドロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミド
（Ｉ－２１）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミド
（Ｉ－２２）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミドジアステレオマー
（Ｉ－２３）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミドジアステレオマー
【０１４７】
　特に好ましい一般式（Ｉ）のスルホキシミンは以下の通りである。
（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－２）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オ
キシド－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－３）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］
メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－
チアゾール－５－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
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３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１４８】
　式（Ｉ）の非常に特に好ましいスルホキシミンは以下のものである。
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１４９】
　本発明に従って、市販されているまたは使用されているそれぞれの植物変種の植物を処
理するのが特に好ましい。植物変種は、従来の育種により、変異誘発により、または他に
組換えＤＮＡ技術の助けにより得られた新規な特性（「形質」）を持つ植物を意味すると
理解される。即ち、作物植物は、トランスジェニック植物および植物育種者の権利により
保護することができるまたはできない植物変種を含めて、従来の育種および最適化の方法
により、または生物工学および組換えの方法により、またはこれらの方法の組合せにより
得ることができる植物であってよい。
【０１５０】
　したがって、本発明による処理方法は、遺伝子組換え体（ＧＭＯ）、例えば植物または
種子の処理のために使用することもできる。遺伝子組換え植物（またはトランスジェニッ
ク植物）は、異種遺伝子がゲノム中に安定に組み込まれた植物である。「異種遺伝子」と
いう用語は本質的に、該植物の外部で供給または構築され、これが興味対象のタンパク質
またはポリペプチドを発現するため、または該植物に存在する別の遺伝子もしくは該植物
に存在する他の遺伝子が下方調節またはスイッチオフされるため（例えばアンチセンス技
術、共抑制技術またはＲＮＡｉ技術［ＲＮＡ干渉］の手段による。）、細胞核ゲノム中へ
の導入で葉緑体ゲノムまたはミトコンドリアゲノムが形質転換植物に新規または改善され
た農学的形質または他の形質を付与する遺伝子を意味する。ゲノムに存在する異種遺伝子
は導入遺伝子とも称される。植物ゲノムにおけるこの特異的存在により定義される導入遺
伝子は、形質転換イベントまたはトランスジェニックイベントと称される。
【０１５１】
　本発明により処理されるのが好ましい植物および植物変種として、特に有利な有用な形
質をこれらの植物（育種により得られるおよび／または生物工学的手段により得られる。
）に付与する遺伝子材料を有する全ての植物が挙げられる。
【０１５２】
　本発明により処理されるのがやはり好ましい植物および植物変種は、１つ以上の生物的
ストレス要因に対して抵抗性であり、即ち前記植物は、線虫、昆虫、ダニ、植物病原性真
菌、細菌、ウイルスおよび／またはウイロイドなど動物および微生物の有害生物に対する
より良い防御を示す。
【０１５３】
　本発明により処理してもよい植物および植物変種は、１つ以上の非生物的ストレス要因
に対して抵抗性である植物である。非生物的ストレス状態として、例えば干ばつ、冷温曝
露、熱曝露、浸透圧ストレス、湛水、土壌塩分の増加、鉱物曝露の増加、オゾン曝露、高
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い露光、窒素栄養素の利用制限、リン栄養素の利用制限、遮光回避を挙げることができる
。
【０１５４】
　本発明により処理してもよい植物および植物変種は、収量特徴の増強を特徴とする植物
である。前記植物における収量の増加は、水の使用効率、保水効率、窒素使用の改善、炭
素同化作用の増強、光合成の向上、発芽効率の増加および成熟の加速など、植物の生理機
能、成長および発育の向上の結果であり得る。収量はさらに、限定されるものではないが
早期開花、ハイブリッド種子生産のための開花制御、実生活力、植物の大きさ、節間数お
よび節間距離、根成長、種子の大きさ、果実の大きさ、さやの大きさ、さや数または穂数
、さや当たりまたは穂当たりの種子数、種子質量、種子充填の増強、種子分散の低下、さ
や裂開の低下ならびに耐倒伏性を含めて、（ストレス状態および非ストレス状態下での）
植物構造の改善により影響され得る。さらに収量形質として、炭水化物含有量、タンパク
質含有量、油含有量および油組成、栄養価、抗栄養化合物の減少、加工性の向上ならびに
より良い貯蔵安定性などの種子組成が挙げられる。
【０１５５】
　本発明により処理することができる植物は、一般により高い収量、より大きな活力、よ
り良い健康、ならびに生物的および非生物的ストレス要因に対する抵抗性をもたらす雑種
強勢またはハイブリッド効果の特徴を既に発現しているハイブリッド植物である。こうし
た植物は通常、自殖性雄性不稔性親系統（雌親）と別の自殖性雄性稔性親系統（雄親）と
を交雑させることにより作られる。ハイブリッド種子は通常、雄性不稔性植物から収穫さ
れ、栽培者に販売される。雄性不稔性植物は、ふさを取り除くこと（即ち、雄性生殖器ま
たは雄花の機械的な除去）により（例えば、トウモロコシ中で）時折生産されることがあ
るが、より通常には、雄性不稔性は植物ゲノムにおける遺伝的決定因子の結果である。こ
の場合、特に種子がハイブリッド植物から収穫される所望の生産物である場合、雄性不稔
性に遺伝的に関与している決定因子を含有するハイブリッド植物中で、雄性稔性が十分回
復されているのを確実にすることが通常有用である。これは、雄性不稔性に関与している
遺伝的決定因子を含有するハイブリッド植物中で雄性稔性を回復する能力がある適当な稔
性回復遺伝子を雄親が有するのを確実にすることにより達成することができる。雄性不稔
性に関する遺伝的決定因子は、細胞質に位置し得る。細胞質雄性不稔性（ＣＭＳ）の例は
、例えば、ブラッシカ属各種（Ｂｒａｓｓｉｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）（ＷＯ　１９９２／
００５２５１、ＷＯ　１９９５／００９９１０、ＷＯ　１９９８／２７８０６、ＷＯ　２
００５／００２３２４、ＷＯ　２００６／０２１９７２およびＵＳ　６，２２９，０７２
）に記載されている。しかし、雄性不稔性に関する遺伝的決定因子は、細胞核ゲノムにも
位置することができる。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方
法により得ることもできる。雄性不稔性植物を得る特に有用な手段はＷＯ８９／１０３９
６に記載されており、ここでは、例えばバルナーゼなどのリボヌクレアーゼが、雄しべの
タペータム細胞中で選択的に発現される。次いで、タペータム細胞においてバルスターな
どのリボヌクレアーゼ阻害剤が発現することにより、稔性が回復され得る（例えば、ＷＯ
１９９１／００２０６９）。
【０１５６】
　本発明により処理することができる（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法に
より得られる）植物または植物品種は、除草剤耐性植物、即ち１種以上の所定の除草剤に
対して耐性に作られた植物である。こうした植物は、遺伝子形質転換により、またはこう
した除草剤耐性を付与する突然変異を含有する植物の選択のいずれかにより得ることがで
きる。
【０１５７】
　除草剤耐性植物は、例えばグリフォセート耐性植物、即ち除草剤グリフォセートまたは
この塩に対して耐性に作られた植物である。例えば、グリフォセート耐性植物は、酵素５
－エノールピルビルシキミ酸－３－リン酸合成酵素（ＥＰＳＰＳ）をコードする遺伝子で
植物を形質転換することにより得ることができる。こうしたＥＰＳＰＳ遺伝子の例は、細
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菌サルモネッラ・テュピムリウム（Ｓａｌｍｏｎｅｌｌａ　ｔｙｐｈｉｍｕｒｉｕｍ）の
ＡｒｏＡ遺伝子（変異体ＣＴ７）（Ｃｏｍａｉら、Ｓｃｉｅｎｃｅ（１９８３）、２２１
、３７０－３７１）、細菌アグロバクテリウム属種（Ａｇｒｏｂａｃｔｅｒｉｕｍ　ｓｐ
．）のＣＰ４遺伝子（Ｂａｒｒｙら、Ｃｕｒｒ．Ｔｏｐｉｃｓ　Ｐｌａｎｔ　Ｐｈｙｓｉ
ｏｌ．（１９９２）、７、１３９－１４５）、ペチュニアＥＰＳＰＳ（Ｓｈａｈら、Ｓｃ
ｉｅｎｃｅ（１９８６）、２３３、４７８－４８１）、トマトＥＰＳＰＳ（Ｇａｓｓｅｒ
ら、Ｊ．Ｂｉｏｌ．Ｃｈｅｍ．（１９８８）、２６３、４２８０－４２８９）またはオヒ
シバＥＰＳＰＳ（ＷＯ　２００１／６６７０４）をコードする遺伝子である。それは、例
えばＥＰ－Ａ　０８３７９４４、ＷＯ　２０００／０６６７４６、ＷＯ　２０００／０６
６７４７またはＷＯ　２００２／０２６９９５に記載されている通り、変異型ＥＰＳＰＳ
でもあり得る。グリフォセート耐性植物は、ＵＳ　５，７７６，７６０およびＵＳ　５，
４６３，１７５に記載されている通り、グリフォ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り得ることもできる。グリフォセート耐性植物は、例
えばＷＯ　２００２／０３６７８２、ＷＯ　２００３／０９２３６０、ＷＯ　２００５／
０１２５１５およびＷＯ　２００７／０２４７８２に記載されている通り、グリフォセー
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り得ること
もできる。グリフォセート耐性植物は、例えばＷＯ　２００１／０２４６１５またはＷＯ
　２００３／０１３２２６に記載されている通り、上述した遺伝子の自然発生突然変異を
含有する植物を選択することにより得ることもできる。
【０１５８】
　他の除草剤抵抗性植物は、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
ートなどの酵素グルタミンシンターゼを阻害する除草剤に対して耐性に作られている植物
である。こうした植物は、該除草剤を解毒する酵素、または阻害に対して抵抗性である変
異体グルタミンシンターゼ酵素を発現させることにより得ることができる。１つのこうし
た有効な解毒酵素は、ホスフィノトリシンアセチルトランスフェラーゼ（ストレプトミセ
ス属各種（Ｓｔｒｅｐｔｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）からのｂａｒタンパク質または
ｐａｔタンパク質など）をコードする酵素である。外因性ホスフィノトリシンアセチルト
ランスフェラーゼを発現する植物は、例えばＵＳ　５，５６１，２３６；ＵＳ　５，６４
８，４７７；ＵＳ　５，６４６，０２４；ＵＳ　５，２７３，８９４；ＵＳ　５，６３７
，４８９；ＵＳ　５，２７６，２６８；ＵＳ　５，７３９，０８２；ＵＳ　５，９０８，
８１０およびＵＳ　７，１１２，６６５に記載されている。
【０１５９】
　さらなる除草剤耐性植物には、酵素ヒドロキシフェニルピルベートジオキシゲナーゼ（
ＨＰＰＤ）を阻害する除草剤に対して耐性に作られている植物もある。ヒドロキシフェニ
ルピルベートジオキシゲナーゼは、パラ－ヒドロキシフェニルピルベート（ＨＰＰ）がホ
モゲンチジン酸に形質転換する反応を触媒する酵素である。ＨＰＰＤ阻害剤に耐性の植物
は、ＷＯ　１９９６／０３８５６７、ＷＯ　１９９９／０２４５８５およびＷＯ　１９９
９／０２４５８６に記載されている通り、自然発生抵抗性ＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝
子、または変異型ＨＰＰＤ酵素をコードする遺伝子で形質転換することができる。ＨＰＰ
Ｄ阻害剤に対する耐性は、ＨＰＰＥ阻害剤による未変性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特定の酵素をコードする遺伝子で植物を形質転
換することにより得ることもできる。こうした植物および遺伝子は、ＷＯ　１９９９／０
３４００８およびＷＯ　２００２／３６７８７に記載されている。ＨＰＰＤ阻害剤に対す
る植物の耐性は、ＷＯ　２００４／０２４９２８に記載されている通り、ＨＰＰＤ耐性酵
素をコードする遺伝子に加えて酵素プレフェナートデヒドロゲナーゼをコードする遺伝子
で植物を形質転換することにより向上することもできる。
【０１６０】
　またさらなる除草剤抵抗性植物は、アセト乳酸シンターゼ（ＡＬＳ）阻害剤に対して耐
性に作られている植物である。公知のＡＬＳ阻害剤として、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、ピリミジニルオキシ（チオ）安息香酸および／また
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はスルホニルアミノカルボニルトリアゾリノン除草剤が挙げられる。ＡＬＳ酵素（アセト
ヒドロキシ酸シンターゼ、ＡＨＡＳとしても知られている。）における異なる突然変異は
、例えばＴｒａｎｅｌおよびＷｒｉｇｈｔ、Ｗｅｅｄ　Ｓｃｉｅｎｃｅ（２００２）、５
０、７００－７１２だけでなくＵＳ　５，６０５，０１１、ＵＳ　５，３７８，８２４、
ＵＳ　５，１４１，８７０およびＵＳ　５，０１３，６５９に記載されている通り、異な
る除草剤および除草剤の群に対する耐性を与え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生産は、ＵＳ　５，６０５，０１１；ＵＳ　５，
０１３，６５９；ＵＳ　５，１４１，８７０；ＵＳ　５，７６７，３６１；ＵＳ　５，７
３１，１８０；ＵＳ　５，３０４，７３２；ＵＳ　４，７６１，３７３；ＵＳ　５，３３
１，１０７；ＵＳ　５，９２８，９３７；およびＵＳ　５，３７８，８２４；ならびに国
際公開ＷＯ　１９９６／０３３２７０に記載されている。他のイミダゾリノン耐性植物も
、例えばＷＯ　２００４／０４００１２、ＷＯ　２００４／１０６５２９、ＷＯ　２００
５／０２０６７３、ＷＯ　２００５／０９３０９３、ＷＯ　２００６／００７３７３、Ｗ
Ｏ　２００６／０１５３７６、ＷＯ　２００６／０２４３５１およびＷＯ　２００６／０
６０６３４に記載されている。さらにスルホニル尿素耐性植物およびイミダゾリノン耐性
植物も、例えばＷＯ　２００７／０２４７８２に記載されている。
【０１６１】
　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の他の植物は、例えばダイ
ズに関してはＵＳ　５，０８４，０８２に、イネに関してはＷＯ　１９９７／４１２１８
に、サトウダイコンに関してはＵＳ　５，７７３，７０２およびＷＯ　１９９９／０５７
９６５に、レタスに関してはＵＳ　５，１９８，５９９に、またはヒマワリに関してＷＯ
　２００１／０６５９２２に記載されている通り、誘発変異原性、除草剤の存在下での細
胞培養における選択、または突然変異育種により得ることができる。
【０１６２】
　本発明により処理してもよい（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法により得
られる）植物または植物品種は、昆虫抵抗性トランスジェニック植物、即ち特定の標的昆
虫による攻撃に対して抵抗性に作られた植物である。こうした植物は、遺伝子形質転換に
より、またはこうした昆虫抵抗性を付与する突然変異を含有する植物の選択により得るこ
とができる。
【０１６３】
　「昆虫抵抗性トランスジェニック植物」は、本明細書で使用される場合、以下をコード
するコード配列を含む少なくとも１つの導入遺伝子を含有する任意の植物を含める。
１）Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅら、Ｍｉｃｒｏｂｉｏｌｏｇｙ　ａｎｄ　Ｍｏｌｅｃｕｌａｒ　
Ｂｉｏｌｏｇｙ　Ｒｅｖｉｅｗｓ（１９９８）、６２、８０７－８１３により列挙され、
Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅら（２００５）によりバキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌ
ｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）毒の名称オンラインｈｔｔｐｉ／ｗｗｗ．ｌｉｆ
ｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ
／）で更新された殺虫性結晶タンパク質、またはこれらの殺虫性部分、例えば、Ｃｒｙタ
ンパク質部類のＣｒｙｌＡｂ、ＣｒｙｌＡｃ、Ｃｒｙ１Ｆ、Ｃｒｙ２Ａｂ、Ｃｒｙ３Ａｅ
もしくはＣｒｙ３Ｂｂのタンパク質またはこれらの殺虫性部分など、バキルルス・トゥリ
ンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）またはこの殺虫性部分
からの殺虫性結晶タンパク質、または
２）Ｃｙ３４およびＣｙ３５結晶タンパク質から構成された二成分毒素（Ｍｏｅｌｌｅｎ
ｂｅｃｋら、Ｎａｔ．Ｂｉｏｔｅｃｈｎｏｌ．（２００１）、１９、６６８－７２；Ｓｃ
ｈｎｅｐｆら、Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｅｎｖｉｒｏｎｍ．Ｍｉｃｒｏｂ．（２００６）、７１
、１７６５－１７７４）など、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔ
ｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）またはこの一部分以外の第二結晶タンパク質の存在下にて殺
虫性である、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅ
ｎｓｉｓ）またはこの一部分からの結晶タンパク質、または
３）上記の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
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、例えばトウモロコシイベントＭＯＮ９８０３４（ＷＯ　２００７／０２７７７７）によ
り産生されるＣｒｙｌＡ．１０５タンパク質など、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂ
ａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）からの異なる殺虫性結晶タンパク質の部
分を含むハイブリッド殺虫性タンパク質、または
４）トウモロコシイベントＭＯＮ８６３もしくはＭＯＮ８８０１７におけるＣｒｙ３Ｂｂ
１タンパク質、またはトウモロコシイベントＭＩＲ６０４におけるＣｒｙ３Ａタンパク質
など、標的昆虫種に対するより高い殺虫活性を得るため、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、および／またはクローニング中もしくは形質転換中にコ
ードＤＮＡに導入された変化により、一部のアミノ酸、特に１から１０のアミノ酸が別の
アミノ酸に置換された上記１）から３）のいずれか１種のタンパク質、または
５）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｉｆｅｓｃｉ．ｓｕｓｓｅｘ．ａｃ．ｕｋ／Ｈｏｍｅ／Ｎ
ｅｉｌ＿Ｃｒｉｃｋｍｏｒｅ／Ｂｔ／ｖｉｐ．ｈｔｍｌに列挙されている植物性殺虫（Ｖ
ＩＰ）タンパク質、例えばＶＩＰ３Ａａタンパク質部類からのタンパク質など、バキルル
ス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）もしくはバ
キルルス・ケレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）またはこれらの殺虫性部分から
の殺虫性分泌タンパク質、または
６）ＶＩＰ１ＡおよびＶＩＰ２Ａタンパク質から構成された二成分毒素（ＷＯ　１９９４
／２１７９５）など、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉ
ｎｇｉｅｎｓｉｓ）またはＢ．セロイス（Ｂ．ｃｅｒｅｕｓ）からの第二分泌タンパク質
の存在下にて殺虫性である、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈ
ｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ）またはバキルルス・ケレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕ
ｓ）からの分泌タンパク質、または
７）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
イブリッドなど、バキルルス・トゥリンギエンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇ
ｉｅｎｓｉｓ）またはバキルルス・ケレウス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｃｅｒｅｕｓ）からの
異なる分泌タンパク質の一部分を含むハイブリッド殺虫性タンパク質、または
８）綿イベントＣＯＴ１０２におけるＶＩＰ３Ａａタンパク質など、標的昆虫種に対する
より高い殺虫活性を得るため、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、および／または（まだ殺虫性タンパク質をコードしながら）クローニング中もしく
は形質転換中にコードＤＮＡに導入された変化により、一部のアミノ酸、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た上記１）から３）のいずれか１種のタンパク
質。
【０１６４】
　当然、昆虫抵抗性トランスジェニック植物は、本明細書で使用される場合、上記１から
８の分類のいずれか１つのタンパク質をコードする遺伝子の組合せを含む任意の植物も含
める。一実施形態において、昆虫抵抗性植物は、影響され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異なるタンパク質の殺虫性を使用するが、該昆虫の
異なる受容体結合部位に結合するなどの異なる作用様式を有することにより植物に対する
昆虫抵抗性の発生を遅延させるため、上記１から８の分類のいずれか１つのタンパク質を
コードする１種を超える導入遺伝子を含有する。
【０１６５】
　本発明により処理してもよい（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法により得
られる）植物または植物品種は、非生物的ストレス要因に対して耐性である。こうした植
物は、遺伝子形質転換により、またはこうしたストレス抵抗性を付与する突然変異を含有
する植物の選択により得ることができる。特に有用なストレス耐性植物は以下の通りであ
る。
ａ．ＷＯ　２０００／００４１７３またはＥＰ　０４０７７９８４．５もしくはＥＰ　０
６００９８３６．５に記載されている通りの、植物細胞または植物におけるポリ（ＡＤＰ
－リボース）ポリメラーゼ（ＰＡＲＰ）遺伝子の発現および／または活性を低減する能力
がある導入遺伝子を含有する植物。
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ｂ．例えばＷＯ　２００４／０９０１４０に記載されている通りの、植物または植物細胞
の遺伝子をコードするＰＡＲＧの発現および／または活性を低減する能力がある導入遺伝
子を増強するストレス耐性を含む植物。
ｃ．例えばＥＰ　０４０７７６２４．７またはＷＯ　２００６／１３３８２７またはＰＣ
Ｔ／ＥＰ０７／００２４３３に記載されている通りの、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シンテターゼ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を含めた、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酵素をコードする導入遺伝子を増強するストレス耐性を含む
植物。
【０１６６】
　本発明により処理してもよい（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法により得
られる）植物または植物品種は、以下のものなどの収穫生産物の量、品質および／もしく
は貯蔵安定性の変化、ならびに／または収穫生産物の特異成分の特性の変化を示す。
１）物理化学的特性、特にアミロース含有量もしくはアミロース／アミロペクチン比、枝
分かれ度、平均鎖長、側鎖分布、粘度挙動、ゲル強度、デンプン粒の大きさおよび／また
はデンプン粒の形態が、野生型の植物細胞または植物における合成されたデンプンと比較
して変化されているので、特殊な施用にさらに良く適する修飾デンプンを合成するトラン
スジェニック植物。修飾デンプンを合成する前記トランスジェニック植物は、例えばＥＰ
　０５７１４２７、ＷＯ　１９９５／００４８２６、ＥＰ　０７１９３３８、ＷＯ　１９
９６／１５２４８、ＷＯ　１９９６／１９５８１、ＷＯ　１９９６／２７６７４、ＷＯ　
１９９７／１１１８８、ＷＯ　１９９７／２６３６２、ＷＯ　１９９７／３２９８５、Ｗ
Ｏ　１９９７／４２３２８、ＷＯ　１９９７／４４４７２、ＷＯ　１９９７／４５５４５
、ＷＯ　１９９８／２７２１２、ＷＯ　１９９８／４０５０３、ＷＯ　９９／５８６８８
、ＷＯ　１９９９／５８６９０、ＷＯ　１９９９／５８６５４、ＷＯ　２０００／００８
１８４、ＷＯ　２０００／００８１８５、ＷＯ　２０００／２８０５２、ＷＯ　２０００
／７７２２９、ＷＯ　２００１／１２７８２、ＷＯ　２００１／１２８２６、ＷＯ　２０
０２／１０１０５９、ＷＯ　２００３／０７１８６０、ＷＯ　２００４／０５６９９９、
ＷＯ　２００５／０３０９４２、ＷＯ　２００５／０３０９４１、ＷＯ　２００５／０９
５６３２、ＷＯ　２００５／０９５６１７、ＷＯ　２００５／０９５６１９、ＷＯ　２０
０５／０９５６１８、ＷＯ　２００５／１２３９２７、ＷＯ　２００６／０１８３１９、
ＷＯ　２００６／１０３１０７、ＷＯ　２００６／１０８７０２、ＷＯ　２００７／００
９８２３、ＷＯ　２０００／２２１４０、ＷＯ　２００６／０６３８６２、ＷＯ　２００
６／０７２６０３、ＷＯ　２００２／０３４９２３、ＥＰ　０６０９０１３４．５、ＥＰ
　０６０９０２２８．５、ＥＰ　０６０９０２２７．７、ＥＰ　０７０９０００７．１、
ＥＰ　０７０９０００９．７、ＷＯ　２００１／１４５６９、ＷＯ　２００２／７９４１
０、ＷＯ　２００３／３３５４０、ＷＯ　２００４／０７８９８３、ＷＯ　２００１／１
９９７５、ＷＯ　１９９５／２６４０７、ＷＯ　１９９６／３４９６８、ＷＯ　１９９８
／２０１４５、ＷＯ　１９９９／１２９５０、ＷＯ　１９９９／６６０５０、ＷＯ　１９
９９／５３０７２、ＵＳ　６，７３４，３４１、ＷＯ　２０００／１１１９２、ＷＯ　１
９９８／２２６０４、ＷＯ　１９９８／３２３２６、ＷＯ　２００１／９８５０９、ＷＯ
　２００１／９８５０９、ＷＯ　２００５／００２３５９、ＵＳ　５，８２４，７９０、
ＵＳ　６，０１３，８６１、ＷＯ　１９９４／００４６９３、ＷＯ　１９９４／００９１
４４、ＷＯ　１９９４／１１５２０、ＷＯ　１９９５／３５０２６またはＷＯ　１９９７
／２０９３６に開示されている。
２）非デンプン炭水化物ポリマーを合成する、または遺伝子改変をしていない野生型植物
と比較して特性が変化した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。該例は、ＥＰ　０６６３９５６、ＷＯ　１９９６／００１９０４、ＷＯ　１９９６／
０２１０２３、ＷＯ　１９９８／０３９４６０およびＷＯ　１９９９／０２４５９３に開
示されている通りの、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
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、ＷＯ　１９９５／０３１５５３、ＵＳ　２００２／０３１８２６、ＵＳ　６，２８４，
４７９、ＵＳ　５，７１２，１０７、ＷＯ　１９９７／０４７８０６、ＷＯ　１９９７／
０４７８０７、ＷＯ　１９９７／０４７８０８およびＷＯ　２０００／１４２４９に開示
されている通りの、アルファ－１，４グルカンを産生する植物、ＷＯ　２０００／７３４
２２に開示されている通りの、アルファ－１，６分枝アルファ－１，４グルカンを産生す
る植物、およびＷＯ　２０００／０４７７２７、ＥＰ　０６０７７３０１．７、ＵＳ　５
，９０８，９７５およびＥＰ　０７２８２１３に開示されている通りの、アルテルナンを
産生する植物である。
３）例えばＷＯ　２００６／０３２５３８、　ＷＯ　２００７／０３９３１４、ＷＯ　２
００７／０３９３１５、ＷＯ　２００７／０３９３１６、ＪＰ　２００６／３０４７７９
およびＷＯ　２００５／０１２５２９に開示されている通りの、ヒアルロナンを産生する
トランスジェニック植物。
【０１６７】
　本発明により処理してもよい（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法により得
ることができる）植物または植物品種は、繊維特徴が変化した、綿植物などの植物である
。こうした植物は、遺伝子形質転換により、またはこうした変化した繊維特徴を付与する
突然変異を含有する植物の選択により得ることができ、以下のものが挙げられる。
ａ）ＷＯ　１９９８／０００５４９に記載されている通りの、セルロースシンターゼ遺伝
子の変化した形態を含有する綿植物などの植物、
ｂ）ＷＯ　２００４／０５３２１９に記載されている通りの、ｒｓｗ２またはｒｓｗ３相
同核酸の変化した形態を含有する綿植物などの植物、
ｃ）ＷＯ　２００１／０１７３３３に記載されている通りの、スクロースリン酸シンター
ゼの発現が増加した綿植物などの植物、
ｄ）ＷＯ　０２／４５４８５に記載されている通りの、スクロースシンターゼの発現が増
加した綿植物などの植物、
ｅ）ＷＯ　２００５／０１７１５７に記載されている通りの、繊維細胞の基底における原
形質連絡の開閉時機が例えば繊維選択的β－１，３－グルカナーゼの下方制御を介して変
化される綿植物などの植物、
ｆ）ＷＯ　２００６／１３６３５１に記載されている通りの、例えばｎｏｄＣを含めたＮ
－アセチルグルコサミントランスフェラーゼ遺伝子の発現およびキチンシンターゼ遺伝子
の発現を介して反応性が変化した繊維を有する綿植物などの植物。
【０１６８】
　本発明により処理してもよい（遺伝子工学などの植物バイオテクノロジー方法により得
ることができる）植物または植物品種は、油プロファイル特性が変化したアブラナまたは
近縁ブラッシカ属（Ｂｒａｓｓｉｃａ）植物などの植物である。こうした植物は、遺伝子
形質転換により、またはこうした変化した油特性を付与する突然変異を含有する植物の選
択により得ることができ、以下のものが挙げられる。
ａ）例えばＵＳ　５，９６９，１６９、ＵＳ　５，８４０，９４６またはＵＳ　６，３２
３，３９２またはＵＳ　６，０６３、９４７に記載されている通りの、高いオレイン酸含
有量を有する油を産生するアブラナ植物などの植物、
ｂ）ＵＳ　６，２７０，８２８、ＵＳ　６，１６９，１９０またはＵＳ　５，９６５，７
５５に記載されている通りの、低いリノレン酸含有量を有する油を生産するアブラナ植物
などの植物、
ｃ）例えばＵＳ　５，４３４，２８３に記載されている通りの、低濃度の飽和脂肪酸を有
する油を産生するアブラナ植物などの植物。
【０１６９】
　本発明により処理することができる特に有用なトランスジェニック植物は、１種以上の
毒素をコードする１つ以上の遺伝子を含む植物であり、以下、商品名ＹＩＥＬＤ　ＧＡＲ
Ｄ（登録商標）（例えばトウモロコシ、綿、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－
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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）（綿）、Ｎｕｃｏｔｎ（登録商標）（綿
）、Ｎｕｃｏｔｎ　３３Ｂ（登録商標）（綿）、ＮａｔｕｒｅＧａｒｄ（登録商標）（例
えばトウモロコシ）、Ｐｒｏｔｅｃｔａ（登録商標）およびＮｅｗＬｅａｆ（登録商標）
（ジャガイモ）の下で販売されているものである。挙げることができる除草剤耐性植物の
例は、商品名Ｒｏｕｎｄｕｐ　Ｒｅａｄｙ（登録商標）（グリフォセートに対して耐性、
例えばトウモロコシ、綿、ダイズ）、Ｌｉｂｅｒｔｙ　Ｌｉｎｋ（登録商標）（ホスフィ
ノトリシンに対して耐性、例えばアブラナ）、ＩＭＩ（登録商標）（イミダゾリノンに対
して耐性）およびＳＣＳ（登録商標）（スルホニル尿素剤に対して耐性、例えばトウモロ
コシ）の下で販売されているトウモロコシ変種、綿変種およびダイズ変種である。挙げる
ことができる除草剤抵抗性植物（従来の方法において除草剤耐性のために育種された植物
）として、名称Ｃｌｅａｒｆｉｅｌｄ（登録商標）（例えばトウモロコシ）の下に販売さ
れている変種が挙げられる。
【０１７０】
　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、例えば様々
な国家または地域の規制当局からのデータベース（例えばｈｔｔｐ：／／ｇｍｏｉｎｆｏ
．ｊｒｃ．ｉｔ／ｇｍｐ＿ｂｒｏｗｓｅ．ａｓｐｘおよびｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｇｂ
ｉｏｓ．ｃｏｍ／ｄｂａｓｅ．ｐｈｐを参照のこと。）に列挙されている形質転換イベン
トまたは形質転換イベントの組合せを含有する植物である。
【０１７１】
　トランスジェニック植物およびトランスジェニック種子に対するこの施用のための一般
式（Ｉ）の好ましいスルホキシミンは以下のものである。
（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－２）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オ
キシド－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－３）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］
メチル｝λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］メチル｝λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－５）、Ｎ－［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
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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
（Ｉ－９）、Ｎ－［６－（１，１－ジフルオロエチル）ピリド－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
（Ｉ－１０）、Ｎ－［６－ジフルオロメチルピリド－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
（Ｉ－１１）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリクロロメチル）ピリド－３－
イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１２）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（ペンタフルオロエチル）ピリド－
３－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１３）、Ｎ－［６－クロロジフルオロメチルピリド－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
（Ｉ－１４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－
チアゾール－５－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド
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（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド
（Ｉ－１７）、Ｎ－２－（６－クロロピリジン－３－イル）－１－オキシドテトラヒドロ
－１Ｈ－１λ４－チエニリデンシアナミド
（Ｉ－１８）、Ｎ－２－（６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル）－１－オキシド
テトラヒドロ－１Ｈ－１λ４－チエニリデンシアナミド
（Ｉ－１９）、Ｎ－１－オキソ－２－（２－トリフルオロメチル－１，３－チアゾール－
５－イルメチル）テトラヒドロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデン－シアナミド
（Ｉ－２０）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－トリフルオロメチルピリド－３－イルメチル
）テトラヒドロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミド
（Ｉ－２１）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミド
（Ｉ－２２）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミドジアステレオマー
（Ｉ－２３）、Ｎ－１－オキソ－２－（６－クロロピリド－３－イルメチル）テトラヒド
ロ－１－λ６－チオフェン－１－イリデンシアナミドジアステレオマー
【０１７２】
　この施用のための一般式（Ｉ）の特に好ましいスルホキシミンは以下のものである。
（Ｉ－１）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オキシド－λ４

－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－２）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－３－イル］メチル］（メチル）オ
キシド－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－３）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル］
メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛［２－（トリフルオロメチル）－１，３－チアゾ
ール－５－イル］メチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１４）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［２－（トリフルオロメチル）－１，３－
チアゾール－５－イル］エチル｝－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１７３】
　この施用のための一般式（Ｉ）の非常に特に好ましいスルホキシミンは以下のものであ
る。
（Ｉ－５）、Ｎ－［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、
（Ｉ－６）、Ｎ－［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ジアステレオマー、
（Ｉ－７）、Ｎ－［６－クロロピリジン－３－イル］エチル］（メチル）オキシド－λ４
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－スルファニリデンシアナミドジアステレオマー、
（Ｉ－８）、Ｎ－［６－トリフルオロメチルピリジン－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、
（Ｉ－１５）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－［６－（トリフルオロメチル）ピリジン－
３－イル］シクロプロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド、
（Ｉ－１６）、Ｎ－メチル（オキシド）｛１－（６－クロロピリジン－３－イル）シクロ
プロピル－λ４－スルファニリデンシアナミド。
【０１７４】
　本発明の範囲内において、以下の病原体に対する防御が好ましくは増強される。ボトリ
ュティス・キネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）、ピュトプトラ・ニコチアナ
（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｎｉｃｏｔｉａｎａｅ）、ペロノスポラ・タバシナ（Ｐｅ
ｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｔａｂａｃｉｎａｅ）、ピュトプトラ・インフェスタンス（Ｐｈｙ
ｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）、スパエロテカ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒ
ｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉｎｅａ）、パコプソラ・パキュリジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ
　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）、ラムラリア・ゴッシピイ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｇｏｓｓｙ
ｐｉｉ）、リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）、クルブラ
リア属種（Ｃｕｒｖｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃ．）、ピュレノポラ属種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈ
ｏｒａ　ｓｐｅｃ．）、スクレロティニア・ホモエオカルパ（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　
ｈｏｍｏｅｏｃａｒｐａ）、エリイシフ・グラミニス（Ｅｉｙｓｉｐｈｅ　ｇｒａｍｉｎ
ｉｓ）、コッレトトリクム・グラミニコラ（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｇｒａｍｉ
ｎｉｃｏｌａ）、ピュティウム・ウルティムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）、ピ
ュティウム・アパニデルマトゥム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ａｐｈａｎｉｄｅｒｍａｔｕｍ）。
【０１７５】
　真菌性および細菌性疾患を引き起こし、上述した属名に入る一部の病原体は、以下を一
例として挙げることができるが、限定されるものではない。
【０１７６】
・例えば以下のものなどのうどんこ病（ｐｏｗｄｅｒｙ　ｍｉｌｄｅｗ）を引き起こす病
原体により引き起こされる疾患
ブルメリア属各種（Ｂｌｕｍｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばブルメリア・グラミニ
ス（Ｂｌｕｍｅｒｉａ　ｇｒａｍｉｎｉｓ）など、
ポドスパエラ属各種（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばポドスパエラ
・レウコトリカ（Ｐｏｄｏｓｐｈａｅｒａ　ｌｅｕｃｏｔｒｉｃｈａ）など、
スパエロテカ属各種（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばスパエロテ
カ・フリギネア（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ　ｆｕｌｉｇｉｎｅａ）など、
ウンキヌラ属各種（Ｕｎｃｉｎｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウンキヌラ・ネカトル
（Ｕｎｃｉｎｕｌａ　ｎｅｃａｔｏｒ）など、
・例えば以下のものなどのさび病（ｒｕｓｔ　ｄｉｓｅａｓｅ）を引き起こす病原体によ
り引き起こされる疾患
ギュムノスポランギウム属各種（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えばギュムノスポランギウム・サビナエ（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ　ｓａｂｉ
ｎａｅ）など、
ヘミレイア属各種（Ｈｅｍｉｌｅｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばヘミレイア・ワスタト
リクス（Ｈｅｍｉｌｅｉａ　ｖａｓｔａｔｒｉｘ）など、
パコプソラ属各種（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばパコプソラ・パキ
ュリジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ）およびパコプソラ・メイボミア
エ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｍｅｉｂｏｍｉａｅ）など、
プッキニア属各種（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばプッキニア・レコンジ
タ（Ｐｕｃｃｉｎｉａ　ｒｅｃｏｎｄｉｔａ）など、
ウロミュケス属各種（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウロミュケス・アッ
ペンディクラトゥス（Ｕｒｏｍｙｃｅｓ　ａｐｐｅｎｄｉｃｕｌａｔｕｓ）など、



(37) JP 5583669 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

・例えば以下のものなどの卵菌類（Ｏｏｍｙｃｅｔｅｓ）群からの病原体により引き起こ
される疾患
ブレミア属各種（Ｂｒｅｍｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばブレミア・ラクトゥカエ（Ｂ
ｒｅｍｉａ　ｌａｃｔｕｃａｅ）など、
ペロノスポラ属各種（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばペロノスポラ
・ピシ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｐｉｓｉ）またはＰ．ブラッシカ（Ｐ．ｂｒａｓｓｉ
ｃａｅ）など、
ピュトプトラ属各種（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュトプト
ラ・インフェスタンス（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｉｎｆｅｓｔａｎｓ）など、
プラスモパラ属各種（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばプラスモパラ・
ウィティコラ（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ　ｖｉｔｉｃｏｌａ）など、
プセウドペロノスポラ属各種（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）
、例えばプセウドペロノスポラ・フムリ（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｈｕｍ
ｕｌｉ）またはプセウドペロノスポラ・クベンシス（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒ
ａ　ｃｕｂｅｎｓｉｓ）など、
ピュティウム属各種（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュティウム・ウルテ
ィムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）など、
・例えば以下のものなどにより引き起こされる斑点病および葉萎凋病
アルテルナリア属各種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアルテルナリ
ア・ソラニ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｏｌａｎｉ）など、
ケルコスポラ属各種（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばケルコスポラ・
ベティコラ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｂｅｔｉｃｏｌａ）など、
クラジオスポルム属各種（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばクラデ
ィオスポリウム・ククメリヌム（Ｃｌａｄｉｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｃｕｃｕｍｅｒｉｎｕｍ
）など、
コクリオボルス属各種（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばコクリオ
ボルス・サティウス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）など
（分生子形態：ドレクスレラ（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ）、異名：ヘルミントスポリウム（
Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ））、
コッレトトリクム属各種（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばコ
ッレトトリクム・リンデムタニウム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｌｉｎｄｅｍｕｔ
ｈａｎｉｕｍ）など、
キュクロコニウム属各種（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばキュクロ
コニウム・オレアギヌム（Ｃｙｃｌｏｃｏｎｉｕｍ　ｏｌｅａｇｉｎｕｍ）など、
ディアポルテ属各種（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばディアポルテ・キ
トリ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｃｉｔｒｉ）など、
エルシノエ属各種（Ｅｌｓｉｎｏｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばエルシノエ・ファウケッ
ティイ（Ｅｌｓｉｎｏｅ　ｆａｗｃｅｔｔｉｉ）など、
グロエオスポリウム属各種（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばグロ
エオスポリウム・ラエティコロル（Ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｌａｅｔｉｃｏｌｏｒ）
など、
グロメレッラ属各種（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばグロメレッラ・
キングラタ（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ　ｃｉｎｇｕｌａｔａ）など、
グイグナルディア属各種（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばグイグナル
ディア・ビドウェッリ（Ｇｕｉｇｎａｒｄｉａ　ｂｉｄｗｅｌｌｉ）など、
レプトスパエリア属各種（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばレプ
トスパエリア・マクランス（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｍａｃｕｌａｎｓ）など、
マグナポルテ属各種（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばマグナポルテ
・グリセア（Ｍａｇｎａｐｏｒｔｈｅ　ｇｒｉｓｅａ）など、
ミュコスパエレッラ属各種（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば
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ミュコスパエレッラ・グラミニコラ（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　ｇｒａｍｉｎｉｃ
ｏｌａ）およびミュコスパエレッラ・フィジエンシス（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ　
ｆｉｊｉｅｎｓｉｓ）など、
パエオスパエリア属各種（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばパエ
オスパエリア・ノドルム（Ｐｈａｅｏｓｐｈａｅｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）など、
ピュレノポラ属各種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュレノポラ
・テレス（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｔｅｒｅｓ）など、
ラムラリア属各種（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばラムラリア・コッロ
－キュグニ（Ｒａｍｕｌａｒｉａ　ｃｏｌｌｏ－ｃｙｇｎｉ）など、
リュンコスポリウム属各種（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば
リュンコスポリウム・セカリス（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｅｃａｌｉｓ）など
、
セプトリア属各種（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばセプトリア・アピイ（
Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ａｐｉｉ）など、
テュプラ属各種（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばテュプラ・インカルナタ（
Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）など、
ウェントゥリア属各種（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウェントゥリア・
イナエクワリス（Ｖｅｎｔｕｒｉａ　ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）など、
・例えば以下のものにより引き起こされる根および茎の疾患
コルティキウム属各種（Ｃｏｒｔｉｃｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばコルティキウム
・グラミネアルム（Ｃｏｒｔｉｃｉｕｍ　ｇｒａｍｉｎｅａｒｕｍ）など、
フサリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばフサリウム・オクシス
ポルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘｙｓｐｏｒｕｍ）など、
ガエウマンノミュケス属各種（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例え
ばガエウマンノミュケス・グラミニス（Ｇａｅｕｍａｎｎｏｍｙｃｅｓ　ｇｒａｍｉｎｉ
ｓ）など、
リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばリゾクトニア
・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）など、
タペシア属各種（Ｔａｐｅｓｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばタペシア・アクフォルミス
（Ｔａｐｅｓｉａ　ａｃｕｆｏｒｍｉｓ）など、
ティエラウィオプシス属各種（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えば
ティエラウィオプシス・バシコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ）な
ど、
・例えば以下のものに引き起こされる穂および円錐花序の疾患（トウモロコシ穂軸を含め
る。）
アルテルナリア属各種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアルテルナリ
ア属種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｐ．）など、
アスペルギッルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアスペル
ギッルス・フラウス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）など、
クラドスポリウム属各種（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばクラド
スポリウム属種（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｐ．）など、
クラウィケプス属各種（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばクラウィケプス
・プルプレア（Ｃｌａｖｉｃｅｐｓ　ｐｕｒｐｕｒｅａ）など、
フサリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばフサリウム・クルモル
ム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）など、
ギッベレッラ属各種（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばギッベレッラ・
ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ）など、
モノグラペッラ属各種（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばモノグ
ラペッラ・ニワリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）など、
・例えば以下のものなどの黒穂病により引き起こされる疾患
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スパケロテカ属各種（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばスパケロ
テカ・レイリアナ（Ｓｐｈａｃｅｌｏｔｈｅｃａ　ｒｅｉｌｉａｎａ）など、
ティッレティア属各種（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばティッレティア・
カリエス（Ｔｉｌｌｅｔｉａ　ｃａｒｉｅｓ）など、
ウロキュスティス属各種（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウロキュステ
ィス・オックルタ（Ｕｒｏｃｙｓｔｉｓ　ｏｃｃｕｌｔａ）など、
ウスティラゴ属各種（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウスティラゴ・ヌダ
（Ｕｓｔｉｌａｇｏ　ｎｕｄａ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる果実腐敗
アスペルギッルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアスペル
ギッルス・フラウス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）など、
ボトリュティス属各種（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばボトリュティス・
キネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）など、
ペニキッリウム属各種（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばペニキッリ
ウム・エクスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）およびペニキッリ
ウム・プルプロゲヌム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｐｕｒｐｕｒｏｇｅｎｕｍ）など、
スクレロティニア属各種（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばスクレロ
ティニア・スクレロティオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔｉｏｒｕｍ）
など、
ウェルティキリウム属各種（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウェル
ティキリウム・アルボアトルム（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｉｕｍ　ａｌｂｏａｔｒｕｍ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる種子および土壌媒介性腐敗および萎凋ならびに実生
病
アルテルナリア属各種（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアルテルナリ
ア・ブラッシキコラ（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ　ｂｒａｓｓｉｃｉｃｏｌａ）など、
アパノミュケス属各種（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアパノミュ
ケス・エウテイケス（Ａｐｈａｎｏｍｙｃｅｓ　ｅｕｔｅｉｃｈｅｓ）など、
アスコキュタ属各種（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアスコキュタ・レ
ンティス（Ａｓｃｏｃｈｙｔａ　ｌｅｎｔｉｓ）など、
アスペルギッルス属各種（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばアスペル
ギッルス・フラウス（Ａｓｐｅｒｇｉｌｌｕｓ　ｆｌａｖｕｓ）など、
クラドスポリウム属各種（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばクラド
スポリウム・ヘルバルム（Ｃｌａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｈｅｒｂａｒｕｍ）など、
コクリオボルス属各種（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばコクリオ
ボルス・サティウス（Ｃｏｃｈｌｉｏｂｏｌｕｓ　ｓａｔｉｖｕｓ）など、
（分生子形態：ドレクスレラ（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ）、ビポラリス（Ｂｉｐｏｌａｒｉ
ｓ）異名：ヘルミントスポリウム（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ））、
コッレトトリクム属各種（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばコ
ッレトトリクム・コッコデス（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ　ｃｏｃｃｏｄｅｓ）など
、
フサリウム属各種（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばフサリウム・クルモル
ム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｃｕｌｍｏｒｕｍ）など、
ギッベレッラ属各種（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばギッベレッラ・
ゼアエ（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ　ｚｅａｅ）など、
マクロポミナ属各種（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばマクロポミ
ナ・パセオリナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａｓｅｏｌｉｎａ）など、
モノグラペッラ属各種（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばモノグ
ラペッラ・ニワリス（Ｍｏｎｏｇｒａｐｈｅｌｌａ　ｎｉｖａｌｉｓ）など、
ペニキッリウム属各種（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばペニキッリ
ウム・エクスパンスム（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｅｘｐａｎｓｕｍ）など、
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ポマ属各種（Ｐｈｏｍａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばポマ・リンガム（Ｐｈｏｍａ　ｌｉ
ｎｇａｍ）など、
ポモプシス属各種（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばポモプシス・ソイヤ
エ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ　ｓｏｊａｅ）など、
ピュトプトラ属各種（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュトプト
ラ・カクトルム（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ　ｃａｃｔｏｒｕｍ）など、
ピュレノポラ属各種（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュレノポラ
・グラミネア（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ　ｇｒａｍｉｎｅａ）など、
ピュリクラリア属各種（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュリクラ
リア・オリュザエ（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ　ｏｒｙｚａｅ）など、
ピュティウム属各種（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばピュティウム・ウルテ
ィムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ）など、
リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばリゾクトニア
・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）など、
リゾプス属各種（Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばリゾプス・オリュザエ（
Ｒｈｉｚｏｐｕｓ　ｏｒｙｚａｅ）など、
スクレロティウム属各種（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばスクレロテ
ィウム・ロルフシイ（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｕｍ　ｒｏｌｆｓｉｉ）など、
セプトリア属各種（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばセプトリア・ノドルム
（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｎｏｄｏｒｕｍ）など、
テュプラ属各種（Ｔｙｐｈｕｌａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばテュプラ・インカルナタ（
Ｔｙｐｈｕｌａ　ｉｎｃａｒｎａｔａ）など、
ウェルティキッリウム属各種（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばウ
ェルティキッリウム・ダリアエ（Ｖｅｒｔｉｃｉｌｌｉｕｍ　ｄａｈｌｉａｅ）など、
・例えば以下のものにより引き起こされるがん腫病、虫こぶおよびてんぐ巣病
ネクトリア属各種（Ｎｅｃｔｒｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばネクトリア・ガッリゲナ
（Ｎｅｃｔｒｉａ　ｇａｌｌｉｇｅｎａ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる萎凋
モニリニア属各種（Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばモニリニア・ラクサ
（Ｍｏｎｉｌｉｎｉａ　ｌａｘａ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる葉、花および果実の変形
タプリナ属各種（Ｔａｐｈｒｉｎａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばタプリナ・デフォルマン
ス（Ｔａｐｈｒｉｎａ　ｄｅｆｏｒｍａｎｓ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる木本種の変性疾患
エスカ属各種（Ｅｓｃａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばパエモニエラ・クラミドスポラ（Ｐ
ｈａｅｍｏｎｉｅｌｌａ　ｃｌａｍｙｄｏｓｐｏｒａ）　および　パエオアクレモニウム
・アレオピルム（Ｐｈａｅｏａｃｒｅｍｏｎｉｕｍ　ａｌｅｏｐｈｉｌｕｍ）　および　
フォミティポリア・メディテッラネア（Ｆｏｍｉｔｉｐｏｒｉａ　ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎ
ｅａ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる花および種子の疾患
ボトリュティス属各種（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばボトリュティス・
キネレア（Ｂｏｔｒｙｔｉｓ　ｃｉｎｅｒｅａ）など、
・例えば以下のものに引き起こされる植物塊茎の疾患
リゾクトニア属各種（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばリゾクトニア
・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ）など、
ヘルミントスポリウム属各種（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、
例えばヘルミントスポリウム・ソラニ（Ｈｅｌｍｉｎｔｈｏｓｐｏｒｉｕｍ　ｓｏｌａｎ
ｉ）など、
・例えば以下のものなどの細菌性病原体により引き起こされる疾患
クサントモナス属各種（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばクサントモ
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ナス・カムペストリス　ｐｖ．オリュザエ（Ｘａｎｔｈｏｍｏｎａｓ　ｃａｍｐｅｓｔｒ
ｉｓ　ｐｖ．　ｏｒｙｚａｅ）など、
プセウドモナス属各種（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばプセウドモ
ナス・シュリンガエ　ｐｖ．ラクリュマンス（Ｐｓｅｕｄｏｍｏｎａｓ　ｓｙｒｉｎｇａ
ｅ　ｐｖ．　ｌａｃｈｒｙｍａｎｓ）など、
エルウィニア属各種（Ｅｒｗｉｎｉａ　ｓｐｅｃｉｅｓ）、例えばエルウィニア・アミュ
ロウォラ（Ｅｒｗｉｎｉａ　ａｍｙｌｏｖｏｒａ）など。
【０１７７】
　ダイズの下記疾患が好ましくは防除され得る。
例えば、以下のものに引き起こされる、葉、茎、さやおよび種子における真菌性疾患
アルテルナリア斑点病（アルテルナリア属種アトランス・テヌイシッマ（Ａｌｔｅｒｎａ
ｒｉａ　ｓｐｅｃ．ａｔｒａｎｓ　ｔｅｎｕｉｓｓｉｍａ））、炭疽病（コッレトトリク
ム・グロエオスポロイデス・デマチウム変種トルンカツム（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕ
ｍ　ｇｌｏｅｏｓｐｏｒｏｉｄｅｓ　ｄｅｍａｔｉｕｍ　ｖａｒ．ｔｒｕｎｃａｔｕｍ）
）、褐斑病（セプトリア・グリュキネス（Ｓｅｐｔｏｒｉａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、紫
斑病（ケルコスポラ・キクキイ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｋｉｋｕｃｈｉｉ））、コアネ
ホラ葉枯病（コアネポラ・インフンディブリフェラ・トリスポラ（Ｃｈｏａｎｅｐｈｏｒ
ａ　ｉｎｆｕｎｄｉｂｕｌｉｆｅｒａ　ｔｒｉｓｐｏｒａ）（異名））、ダクツリオホラ
斑点病（ダクトゥリオポラ・グリュキネス（Ｄａｃｔｕｌｉｏｐｈｏｒａ　ｇｌｙｃｉｎ
ｅｓ））、ベト病（ペロノスポラ・マンスリカ（Ｐｅｒｏｎｏｓｐｏｒａ　ｍａｎｓｈｕ
ｒｉｃａ））、黒砂病（ドレクスレラ・グリュキニ（Ｄｒｅｃｈｓｌｅｒａ　ｇｌｙｃｉ
ｎｉ））、斑点病（ケルコスポラ・ソイナ（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ　ｓｏｊｉｎａ））、
そばかす病（レプトスパエルリナ・トリフォリイ（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒｕｌｉｎａ　
ｔｒｉｆｏｌｉｉ））、灰星病（ピュッロスティクタ・ソイヤエコラ（Ｐｈｙｌｌｏｓｔ
ｉｃｔａ　ｓｏｊａｅｃｏｌａ））、黒点病（ポモプシス・ソイヤエ（Ｐｈｏｍｏｐｓｉ
ｓ　ｓｏｊａｅ））、うどんこ病（ｐｏｗｄｅｒｙ　ｍｉｌｄｅｗ）（ミクロスパエラ・
ディッフサ（Ｍｉｃｒｏｓｐｈａｅｒａ　ｄｉｆｆｕｓａ））、ピレノカエタ斑点病（ピ
ュレノカエタ・グリュキネス（Ｐｙｒｅｎｏｃｈａｅｔａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、葉枯
病（リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ））、さび病（パコ
プソラ・パキュリジ（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ　ｐａｃｈｙｒｈｉｚｉ））、黒星病（スパ
ケロマ・グリュキネス（Ｓｐｈａｃｅｌｏｍａ　ｇｌｙｃｉｎｅｓ））、ステムフィリウ
ム葉枯病（ステンフィリウム・ボチヨスム（Ｓｔｅｍｐｈｙｌｉｕｍ　ｂｏｔｉｙｏｓｕ
ｍ））、褐色輪紋病コリネスポラ・カッシイコラ（（Ｃｏｒｙｎｅｓｐｏｒａ　ｃａｓｓ
ｉｉｃｏｌａ））。
【０１７８】
例えば以下のものに引き起こされる根および茎基部における真菌性疾患
黒根腐病（カロネクトリア・クロタラリアエ（Ｃａｌｏｎｅｃｔｒｉａ　ｃｒｏｔａｌａ
ｒｉａｅ））、炭腐病（マクロポミナ・パセオリナ（Ｍａｃｒｏｐｈｏｍｉｎａ　ｐｈａ
ｓｅｏｌｉｎａ））、赤かび病（フサリウム・オクシスポルム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｘ
ｙｓｐｏｒｕｍ）、フサリウム・オルトケラス（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｏｒｔｈｏｃｅｒａ
ｓ）、フサリウム・セミテクトゥム（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｓｅｍｉｔｅｃｔｕｍ）、フサ
リウム・エクウィセティ（Ｆｕｓａｒｉｕｍ　ｅｑｕｉｓｅｔｉ））、ミコレプトジスク
ス根腐病（ミュコレプトディスクス・テッレストリス（Ｍｙｃｏｌｅｐｔｏｄｉｓｃｕｓ
　ｔｅｒｒｅｓｔｒｉｓ））、根腐病（ネオコスモプスポラ・バシンフェクタ（Ｎｅｏｃ
ｏｓｍｏｐｓｐｏｒａ　ｖａｓｉｎｆｅｃｔａ））、黒点病（ディアポルテ・パセオロル
ム（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ））、茎腐爛病（ディアポルテ・パセ
オロルム・変種カウリボラ（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ　ｐｈａｓｅｏｌｏｒｕｍ　ｖａｒ．ｃ
ａｕｌｉｖｏｒａ））、茎疫病（ピュトプトラ・メガスペルマ（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒ
ａ　ｍｅｇａｓｐｅｒｍａ））、落葉病（ピアロポラ・グレガタ（Ｐｈｉａｌｏｐｈｏｒ
ａ　ｇｒｅｇａｔａ））、根茎腐敗病（ピュティウム・アパニデルマトゥム（Ｐｙｔｈｉ
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ｕｍ　ａｐｈａｎｉｄｅｒｍａｔｕｍ）、ピュティウム・イッレグラレ（Ｐｙｔｈｉｕｍ
　ｉｒｒｅｇｕｌａｒｅ）、ピュティウム・デバリュアヌム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｄｅｂａ
ｒｙａｎｕｍ）、ピュティウム・ミュリオテュルム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｍｙｒｉｏｔｙｌ
ｕｍ）、ピュティウム・ウルティムム（Ｐｙｔｈｉｕｍ　ｕｌｔｉｍｕｍ））、リゾクト
ニア根腐病（リゾクトニア・ソラニ（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ　ｓｏｌａｎｉ））、菌核
病（スクレロティニア・スクレロティオルム（Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｓｃｌｅｒｏｔ
ｉｏｒｕｍ））、スクレロチニアサウザンブライト病（スクレロティニア・ロルフシイ（
Ｓｃｌｅｒｏｔｉｎｉａ　ｒｏｌｆｓｉｉ））、チエラビオプシス根腐病（ティエラウィ
オプシス・バシコラ（Ｔｈｉｅｌａｖｉｏｐｓｉｓ　ｂａｓｉｃｏｌａ））。
【０１７９】
　病原体防御の目的でのスルホキシミン施用のための好ましい時点は、認可された施用量
での種子、土壌、栄養液、茎および／または葉の処理である。
【０１８０】
　本発明による特性を達成するために、スルホキシミンの量は実質的な範囲内において変
動することができる。効果を達成するのに、０．００００１％から０．０５％、特に好ま
しくは０．００００２５％から０．０２５％、非常に特に好ましくは０．００００２５％
から０．００５％の濃度を使用するのが好ましい。混合物が用いられる場合、活性物質組
合せの濃度は、０．００００２５％から０．００５％の間、特に好ましくは０．００００
５％から０．００１％の間が好ましい。以下および以降に示されるデータは、別段の指定
がない限り重量による百分率である。
【０１８１】
　植物の内因性防御を増強するため、および／または植物成長を向上させるため、および
／または植物病に対する植物の耐性を増加させるため、本発明による活性物質は種子の処
理に用いることもできる。この文脈において優先して挙げられる活性物質は特に、好まし
い、特に好ましいおよび非常に特に好ましいとして上述されたものである。この点におい
て、一般式（Ｉａ）から（Ｉｋ）の化合物および式（Ｉ－１）から（Ｉ－２３）の特定の
化合物を特に挙げなければならない。
【０１８２】
　作物植物に引き起こされる損傷の大部分は、早くも貯蔵中の種子状態時、ならびに種子
が土壌に導入された後、ならびに植物の発芽時および発芽直後に発生する。成長した植物
の根および苗条は特に敏感であり、少しの損傷でさえ植物全体の死に至る恐れがあること
から、この段階は特に重要である。したがって存在するのは、種子の植物の内因性防御を
増強すること、植物成長を補助すること、植物病に対する種子および実生の抵抗性を増加
させること、したがって言い換えれば、適当な手段を使用することにより発芽中の植物を
保護することにおける多大な興味対象である。
【０１８３】
　植物種子の処理は長い間知られており、継続的改善の対象である。しかし、種子の処理
には、満足のいく方法で常に解決できるわけではない一連の問題がある。したがって、植
物保護組成物の追加施用、または植物成長を向上させるための組成物、ならびに播種後ま
たは植物の出芽後に真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯおよび／またはＲＬＯにより引き起こ
される植物病に対する植物の耐性を増加させるための組成物の追加施用を省く、種子およ
び発芽中の植物を保護する方法を開発するのが望ましい。種子および発芽中の植物の最も
可能な保護をもたらすが、用いられる活性物質により植物自体を損なうことがないような
方法に用いられる活性物質の量を最適化することがさらに望ましい。
【０１８４】
　本発明はしたがって、特に、本発明による活性物質で種子および／または発芽中の植物
を処理することにより、植物成長を向上させるため、ならびに／または真菌、細菌、ウイ
ルス、ＭＬＯおよび／もしくはＲＬＯにより引き起こされる植物病に対する植物の耐性を
増加させるための、種子および発芽中の植物を保護する方法にも関する。本発明は、種子
の治療のための、本発明による活性物質の対応する使用にも関する。本発明はさらに、本
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発明による活性物質で処理された種子に関する。
【０１８５】
　さらに、本発明は、植物の内因性防御を増加させるため、ならびに／または植物成長を
向上させるため、ならびに／または真菌、細菌、ウイルス、ＭＬＯ（マイコプラズマ様生
物）および／もしくはＲＬＯ（リケッチア様生物）に引き起こされる植物病に対する植物
の耐性を増加させるために有効である量の少なくとも１種のスルホキシミン、特に一般式
（Ｉ）のスルホキシミンを含む、特に成長中の植物および／または発芽中の植物のための
対応する栄養液にも関する。この文脈において、栄養液は、少なくとも１種のスルホキシ
ミンを、栄養液の全重量に対して０．０００５重量％から０．０２５重量％の量で含有す
るのが好ましい。好ましい実施形態において、少なくとも１種のスルホキシミンは、１０
重量％から５０重量％のプロピレンカーボネートを含むＮＭＰフリー製剤の形態で存在す
る。
【０１８６】
　好ましい実施形態において、植物成長を向上させるため、ならびに／または真菌、細菌
、ウイルス、ＭＬＯおよび／もしくはＲＬＯにより引き起こされる植物病に対する植物の
耐性を増加させるための、種子および発芽中の植物を保護する方法は、フロート法または
フローティング法として知られているものにおいて、本発明による活性物質と一緒に種子
を成長させることにより実施される（Ｌｅａｌ、Ｒ．Ｓ．、Ｔｈｅ　ｕｓｅ　ｏｆ　Ｃｏ
ｎｆｉｄｏｒ　Ｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｆｌｏａｔ、ａ　ｎｅｗ　ｔｏｂａｃｃｏ　ｓｅｅｄ
ｌｉｎｇｓ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｓｏｕｔｈ　ｏｆ　
Ｂｒａｚｉｌ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ（
ドイツ版）（２００１）、５４（３）、３３７から３５２頁；Ｒｕｄｏｌｐｈ、Ｒ．Ｄ．
；Ｒｏｇｅｒｓ、Ｗ．Ｄ．；Ｔｈｅ　ｅｆｆｉｃａｃｙ　ｏｆ　ｉｍｉｄａｃｌｏｐｒｉ
ｄ　ｔｒｅａｔｍｅｎｔ　ｆｏｒ　ｒｅｄｕｃｔｉｏｎ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｓｅｖｅｒｉｔ
ｙ　ｏｆ　ｉｎｓｅｃｔ　ｖｅｃｔｏｒｅｄ　ｖｉｒｕｓ　ｄｉｓｅａｓｅｓ　ｏｆ　ｔ
ｏｂａｃｃｏ．Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－Ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ　Ｂａｙｅｒ（
ドイツ版）（２００１）、５４（３）、３１１から３３６頁）。この方法において、種子
は特定の容器、例えば、ピート培地を基礎とした特定の種子堆肥中の穿孔処理したＳｔｙ
ｒｏｐｏｒトレーに番種され、引き続いて、所望の移植植物の大きさに達するまで該容器
内にて適当な栄養液で培養される（図１参照）。ここで、容器を栄養液上に浮遊させるが
、これにより該栽培方法にこの名称が付けられている（Ｌｅａｌ、２００１、上記を参照
のこと）。フローティング法において、ネオニコチノイド（クロロニコチニル）部類から
の殺虫剤が、特定の昆虫を防除するために数年間用いられてきた。
【０１８７】
　添付の図１から図３を用いて、フローティング法を、より詳細に説明する。
【０１８８】
　本発明の活性物質の特定の浸透移行特性により、これらの活性物質での種子の処理は、
種子自体を保護するだけでなく、出芽後に発生する植物も、植物の成長が増強し、真菌、
細菌、ウイルス、ＭＬＯおよび／またはＲＬＯに引き起こされる植物病に対する植物の耐
性が増加するような方法で保護することが本発明の利点の１つである。したがって、播種
の時点またはその直後での作物の直接処理を省くことができる。
【０１８９】
　別の利点は、本発明による混合物が、特にトランスジェニック種子のために用いること
もできることである。
【０１９０】
　本発明による組成物は、農業、温室、植林または園芸に用いられる既に上述した通りの
任意の植物変種の種子の保護および担持に適当である。特にこれは、トウモロコシ、ピー
ナッツ、セイヨウアブラナ、アブラナ、ケシ、ダイズ、綿、ビート（例えばサトウダイコ
ンおよび飼料用ビート）、イネ、ソルガムおよびアワ、コムギ、オオムギ、カラスムギ、
ライムギ、ヒマワリ、タバコ、ジャガイモまたは野菜（例えばトマト、アブラナ科植物）
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の種子の形態をとる。本発明に従って使用される活性物質は、果実植物または野菜の種子
の処理にも適当である。特に重要なのは、トウモロコシ、ダイズ、綿、コムギおよびセイ
ヨウアブラナまたはアブラナの種子の処理である。
【０１９１】
　既に上述した通り、本発明による組成物でのトランスジェニック種子の処理も特に重要
である。
【０１９２】
　本発明の範囲内において、本発明による活性物質は、単独または適当な製剤の形態のい
ずれかで種子に施用される。種子は、処理中の損傷を回避するのに十分安定である状態で
処理するのが好ましい。一般に、種子の処理は、収穫から播種の間の任意の時点で行なう
ことができる。通常、植物から分離し、穂軸、外皮、茎、外被、毛または果肉から取り除
いた種子が使用される。
【０１９３】
　種子を処理する場合、一般に、種子に施用される本発明による活性物質および／または
さらに添加剤の量は、種子の発芽が不利に影響されないような方法、または種子が生み出
す植物が損傷されないような方法で選択するという配慮を施さなければならない。これは
特に、特定の施用量で植物毒性効果を有する恐れがある活性物質に当てはまる。
【０１９４】
　本発明による組成物は直接施用することができるが、これは、さらなる構成成分を含ま
ないこと、および希釈されていないことを意味する。概して、適当な製剤の形態で該組成
物を種子に施用するのが好ましい。種子を処理するための適当な製剤および方法は当業者
に知られており、例えば以下の文献に記載されている。ＵＳ　４，２７２，４１７　Ａ、
ＵＳ　４，２４５，４３２　Ａ、ＵＳ　４，８０８，４３０　Ａ、ＵＳ　５，８７６，７
３９　Ａ、ＵＳ　２００３／０１７６４２８　Ａｌ、ＷＯ　２００２／０８０６７５　Ａ
ｌ、ＷＯ　２００２／０２８１８６　Ａ２。
【０１９５】
　本発明に従って使用することができる活性物質は、溶液、エマルジョン、懸濁液、粉末
、フォーム、スラリーまたは他の種子用コーティング組成物など通例の種子ドレッシング
製剤、およびＵＬＶ製剤に変換することができる。
【０１９６】
　これらの製剤は、例えば通例の増量剤および溶媒または希釈剤、着色剤、湿潤剤、分散
剤、乳化剤、消泡剤、保存料、二次増粘剤、接着剤、ジベレリンおよびさらに水など通例
の添加剤と本発明による活性物質を混合することにより、公知方法で調製される。
【０１９７】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に存在してよい着色剤は、
こうした目的に通例である全ての着色剤である。この文脈において、水にやや溶けにくい
顔料だけでなく、水に可溶性である色素も使用してよい。挙げることができる例は、Ｒｈ
ｏｄａｍｉｎ　Ｂ、Ｃ．Ｉ．Ｐｉｇｍｅｎｔ　Ｒｅｄ　１１２およびＣ．Ｉ．Ｓｏｌｖｅ
ｎｔ　Ｒｅｄ　１として知られている着色剤である。
【０１９８】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に存在してよい湿潤剤は、
湿潤を促進し、農芸化学活性物質の製剤において通例である全ての物質である。以下のも
のが好ましく使用することができる。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のアルキルナフタレンスルホネート。
【０１９９】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に存在してよい分散剤およ
び／または乳化剤は、農芸化学活性物質の製剤において通例である全ての非イオン性、ア
ニオン性およびカチオン性の分散剤である。以下のものが好ましく使用することができる
。非イオン性もしくはアニオン性分散剤、または非イオン性もしくはアニオン性分散剤の
混合物。適当な非イオン性分散剤は、特に、エチレンオキシド／プロピレンオキシドブロ
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ックポリマー、アルキルフェノールポリグリコールエーテルおよびトリストリリルフェノ
ールポリグリコールエーテル、ならびにこれらのリン酸化誘導体または硫酸化誘導体であ
る。適当な無機分散剤は、特に、リグノスルホネート、ポリアクリル酸およびアリールス
ルホネート／ホルムアルデヒド縮合物である。
【０２００】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に使用してよい消泡剤は、
農芸化学活性物質の製剤において通例である全ての発泡抑制物質である。シリコーン消泡
剤およびステアリン酸マグネシウムが好ましく使用することができる。
【０２０１】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に使用してよい保存料は、
農芸化学組成物においてこうした目的に使用することができる全ての物質である。挙げる
ことができる例は、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である。
【０２０２】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に使用してよい二次増粘剤
は、農芸化学組成物においてこうした目的に使用することができる全ての物質である。以
下のものが好ましくは適当である。セルロース誘導体、アクリル酸誘導体、キサンタン、
改質粘土および高分散シリカ。
【０２０３】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に使用してよい接着剤は、
種子ドレッシング製品に用いることができる全ての通例のバインダーである。以下のもの
が優先的に挙げることができる。ポリビニルピロリドン、ポリビニルアセテート、ポリビ
ニルアルコールおよびチロース。
【０２０４】
　本発明に従って使用することができる種子ドレッシング製剤に存在してよいジベレリン
は、ジベレリンＡ１、Ａ３（＝ジベレリン酸）、Ａ４およびＡ７が好ましく、ジベレリン
酸が特に好ましく使用される。ジベレリンは知られている（Ｒ．Ｗｅｇｌｅｒ「Ｃｈｅｍ
ｉｅ　ｄｅｒ　Ｐｆｌａｎｚｅｎｓｃｈｕｔｚ－　ｕｎｄ　Ｓｃｈａｄｌｉｎｇｓｂｅｋ
ａｍｐｆｕｎｇｓｍｉｔｔｅｌ」［Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｃｒｏｐ　Ｐｒｏｔｅｃ
ｔａｎｔｓ　ａｎｄ　Ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓ］、２巻、Ｓｐｒｉｎｇｅｒ　Ｖｅｒｌａｇ
、１９７０、４０１－４１２頁参照のこと）。
【０２０５】
　本発明に従って、トランスジェニック植物の種子を含めた広範囲の種子を処理するため
に使用することができる種子ドレッシング製剤は、直接または事前に水で希釈した後のい
ずれかで用いることができる。
【０２０６】
　種子にドレッシングするために用いることができる全ての混合装置が、本発明に従って
使用することができる種子ドレッシング製剤で、または水の添加によりこれから調製され
る調製物で種子を処理するのに適当である。とりわけ、該種子ドレッシング工程には、種
子が混合装置に導入され、種子ドレッシング製剤の特定の所要量を、それ自体または水で
事前に希釈した後のいずれかで添加し、該製剤が種子上に均一に塗布されるまで全てを混
合する手順が伴われる。適当な場合、これに乾燥工程が続く。
【０２０７】
　一般に、本発明による活性物質は、これらの市販されている製剤およびこれらの製剤か
ら調製される使用形態中に、殺虫剤、誘引剤、滅菌剤、殺ダニ剤、殺線虫剤、殺真菌剤、
成長調節物質または除草剤などの他の活性物質との混合物としてさらに存在することがで
きる。
【０２０８】
殺真菌剤
（１）核酸合成阻害剤、例えば、ベナラキシル、ベナラキシル－Ｍ、ブピリメート、クロ
ジルアコン、ジメチリモール、エチリモール、フララキシル、ヒメキサゾール、メタラキ



(46) JP 5583669 B2 2014.9.3

10

20

30

40

50

シル、メタラキシル－Ｍ、オフラク、オキサジキシルおよびオキソリン酸など。
（２）有糸分裂および細胞分裂阻害剤、例えば、ベノミル、カルベンダジム、クロルフェ
ナゾール、ジエトフェンカルブ、エタボキサム、フベリダゾール、ペンシクロン、チアベ
ンダゾール、チオファネート、チオファネート－メチルおよびゾキサミドなど。
（３）呼吸阻害剤（呼吸鎖阻害剤）、例えば呼吸鎖複合体Ｉでの阻害剤としてジフルメト
リム；ビキサフェン、ボスカリド、カルボキシン、フェンフラム、フルトラニル、フルオ
ピラム、フラメトピル、フルメシクロキス、イソピラザム（ｓｙｎ－エピマーラセミ体１
ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳおよびａｎｔｉ－エピマーラセミ体１ＲＳ，４ＳＲ，９ＳＲの混合
物）、イソピラザム（ｓｙｎ－エピマーラセミ体１ＲＳ，４ＳＲ，９ＲＳ）、イソピラザ
ム（ｓｙｎエピマーエナンチオマー１Ｒ，４Ｓ，９Ｒ）、イソピラザム（ｓｙｎ－エピマ
ーエナンチオマー１Ｓ，４Ｒ，９Ｓ）、イソピラザム（ａｎｔｉ－エピマーラセミ体１Ｒ
Ｓ，４ＳＲ，９ＳＲ）、イソピラザム（ａｎｔｉ－エピマーエナンチオマー１Ｒ，４Ｓ，
９Ｓ）、イソピラザム（ａｎｔｉ－エピマーエナンチオマー１Ｓ，４Ｒ，９Ｒ）、
呼吸鎖複合体ＩＩでの阻害剤としてメプロニル、オキシカルボキシン、ペンフルフェン、
ペンチオピラド、セダキサン、チフルザミド；呼吸鎖複合体ＩＩＩでの阻害剤としてアミ
スルブロム、アゾキシストロビン、シアゾファミド、ジモキシストロビン、エネストロブ
リン、ファモキサドン、フェンアミドン、フルオキサストロビン、クレソキシム－メチル
、メトミノストロビン、オリサストロビン、ピコキシストロビン、ピラクロストロビン、
ピラオキシストロビン、ピラメトストロビン、ピリベンカルブ、トリフロキシストロビン
など。
（４）デカップラー、例えばビナプアクリル、ジノカプ、フルアジナムおよびメプチルジ
ノカプなど。
（５）ＡＴＰ産生阻害剤、例えばフェンチンアセテート、フェンチンクロリド、フェンチ
ンヒドロキシドおよびシルチオファムなど。
（６）アミノ酸およびタンパク質生合成阻害剤、例えばアンドプリム、ブラストサイジン
－Ｓ、シプロジニル、カスガマイシン、塩酸カスガマイシン水和物、メパニピリムおよび
ピリメタニルなど。
（７）シグナル伝達阻害剤、例えばフェンピクロニル、フルジオキソニルおよびキノキシ
フェンなど。
（８）脂質および膜合成阻害剤、例えばビフェニル、クロゾリネート、エジフェンホス、
エトリジアゾール、ヨードカルブ、イプロベンホス、イプロジオン、イソプロチオラン、
プロシミドン、プロパモカルブ、プロパモカルブ塩酸塩、ピラゾホス、トルクロホス－メ
チルおよびビンクロゾリンなど。
（９）エルゴステロール生合成阻害剤、例えばアルジモルフ、アザコナゾール、ビテルタ
ノール、ブロムコナゾール、シプロコナゾール、ジクロブトラゾール、ジフェノコナゾー
ル、ジニコナゾール、ジニコナゾール－Ｍ、ドデモルフ、ドデモルフアセテート、エポキ
シコナゾール、エタコナゾール、フェナリモール、フェンブコナゾール、フェンヘキサア
ミド、フェンプロピジン、フェンプロピモルフ、フルキンコナゾール、フルルプリルミド
ール、フルシラゾール、フルトリアホール、フルコナゾール、フルコナゾール－シス、ヘ
キサコナゾール、イマザリル、イマザリルサルフェート、イミベンコナゾール、イプコナ
ゾール、メトコナゾール、ミクロブトアニル、ナフチフィン、ヌアリモール、オキスポコ
ナゾール、パクロブトラゾール、ペフラゾエート、ペンコナゾール、ピペラリン、プロク
ロラズ、プロピコナゾール、プロチオコナゾール、ピリブチカルブ、ピリフェノキス、キ
ンコナゾール、シメコナゾール、スピロキサミン、テブコナゾール、テルビナフィン、テ
トラコナゾール、トリアジメホン、トリアジメノール、トリデモルフ、トリフルミゾール
、トリホリン、トリチコナゾール、ウニコナゾール、ビニコナゾールおよびボリコナゾー
ルなど。
（１０）細胞壁合成阻害剤、例えばベンチアバリカルブ、ジメトモルフ、フルモルフ、イ
プロバリカルブ、マンジプロプアミド、ポリオキシンス、ポリオキソリム、プロチオカル
ブ、バリダマイシンＡおよびバレフェナレートなど。
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（１１）メラニン生合成阻害剤、例えばカルプロプアミド、ジクロシメト、フェノキサニ
ル、フタリド、ピロキロンおよびトリシクラゾールなど。
（１２）抵抗性誘導剤、例えばアシベンゾラル－Ｓ－メチル、プロベナゾールおよびチア
ジニルなど。
（１３）多部位活性を持つ化合物、例えばボルドー混合物、カプタホール、キャプタン、
クロロタロニル、ナフテン酸銅、酸化銅、オキシ塩化銅、水酸化銅、硫酸銅などの銅調製
物、ジクロフルアニド、ジチアノン、ドジンおよびこの遊離塩基、ファーバム、フルオロ
フォルペット、フォルペット、グアザチン、グアザチンアセテート、イミンオクタジン、
イミンオクタジンアルベシレート、イミンオクタジントリアセテート、マン銅、マンコゼ
ブ、マネブ、メチラム、メチラム亜鉛、オキシン銅、プロパミジン、プロピネブ、硫黄お
よび例えばカルシウム多硫化物などの硫黄調製物、チラム、トリイフルアニド、ジネブな
らびにジラムなど。
（１４）例えば以下などの他の化合物。
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、エ
チル（２Ｚ）－３－アミノ－２－シアノ－３－フェニルプロパ－２－エノエート、Ｎ－［
２－（１，３－ジメチルブチル）フェニル］－５－フルオロ－１，３－ジメチル－１Ｈ－
ピラゾール－４－カルボキサミド、３－（ジフルオロメチル）－１－メチル－Ｎ－（３’
，４’，５’－トリフルオロビフェニル－２－イル）－１Ｈ－ピラゾール－４－カルボキ
サミド、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、（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、（２Ｅ）－２－｛２－［（｛［（２Ｅ，３Ｅ）－４－（２，６－ジ
クロロフェニル）ブタ－３－エン－２－イリデン］アミノ｝オキシ）メチル］フェニル｝
－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチルエタンアミド、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、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、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、
（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、（２Ｅ）－２－（メトキシイミノ）－Ｎ－メチル－２－｛２－［（Ｅ
）－（｛１－［３－（トリフルオロメチル）フェニル］エトキシ｝イミノ）メチル］フェ
ニル｝エタンアミド、（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、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、メチル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、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、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、Ｏ－｛１－［（４－メトキシフェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロピル｝１
Ｈ－イミダゾール－１－カルボチオエート、Ｎ－［２－（４－｛［３－（４－クロロフェ
ニル）プロパ－２－イン－１－イル］オキシ｝－３－メトキシフェニル）エチル］－Ｎ２

－（メチルスルホニル）バリンアミド、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、５－アミノ－１，３，４－チアジアゾール－２－チオール、プロパモ
カルブ－ホセチル、１－［（４－メトキシフェノキシ）メチル］－２，２－ジメチルプロ
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ピル１Ｈ－イミダゾール－１－カルボキシレート、１－メチル－Ｎ－［２－（１，１，２
，２－テトラフルオロエトキシ）フェニル］－３－（トリフルオロメチル）－１Ｈ－ピラ
ゾール－４－カルボキサミド、２，３，５，６－テトラクロロ－４－（メチルスルホニル
）ピリジン、２－ブトキシ－６－ヨード－３－プロピル－４Ｈ－クロメン－４－オン、２
－フェニルフェノールおよびその塩、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、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－ジメチルイソオキサゾリジン－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、８－ヒドロキシキノリン、８－ヒドロキシキノリンス
ルフェート、テブフロキン、５－メチル－６－オクチル－３，７－ジヒドロ［１，２，４
］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－アミン、５－エチル－６－オクチル－３，
７－ジヒドロ［１，２，４］トリアゾロ［１，５－ａ］ピリミジン－７－アミン、アメト
クトラジン、ベンチアゾール、ベトキサジン、カプシマイシン、カルボン、キノメチオネ
ート、クロロネブ、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、デブカルブ、ジクロロフェン、ジクロメジン、ジクロラン、ジフェンゾク
アート、ジフェンゾクアートメチルスルフェート、ジフェニルアミン、エコマット、フェ
リムゾン、フルメトベル、フルオピコリド、フルオロミド、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、イソチアニル、メタスルフォカルブ、メチル（２Ｅ）－２－
｛２－［（｛シクロプロピル［（４－メトキシフェニル）イミノ］メチル｝チオ）メチル
］フェニル｝－３－メトキシアクリレート、メチルイソチオシアネート、メトラフェノン
、（５－クロロ－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、ミルジオマイシン、トルニファニド、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－｛（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
－｛（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、ナタマイシン、ニッ
ケルジメチルジチオカルバメート、ニトロタール－イソプロピル、オクチリノン、オキサ
モカルブ、オキシフェンチイン、ペンタクロロフェノールおよびその塩、フェナジン－１
－カルボン酸、フェノトリン、リン酸およびその塩、プロパモカルブフォセチレート、プ
ロパノシン－ナトリウム、プロキナジド、ピロールニトリン、キントゼン、Ｓ－プロパ－
２－エン－１－イル５－アミノ－２－（１－メチルエチル）－４－（２－メチルフェニル
）－３－オキソ－２，３－ジヒドロ－１Ｈ－ピラゾール－１－カルボチオエート、テクロ
フタラム、テクナゼン、トリアゾキシド、トリクラミド、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、ザリラミド、
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－（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、３－（ジフルオロメ
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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－カルボキサミドおよびペンチル－
｛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｝カルバメート。
【０２０９】
殺菌剤
　ブロノポール、ジクロロフェン、ニトラピリン、ニッケルジメチルジチオカルバメート
、カスガマイシン、オクチリノン、フランカルボン酸、オキシテトラサイクリン、プロベ
ナゾール、ストレプトマイシン、テクロフタラム、硫酸銅および他の銅調製。
【０２１０】
殺虫剤／殺ダニ剤／殺線虫剤
　「一般名称」により本明細書に挙げられる活性物質は、例えば「Ｔｈｅ　Ｐｅｓｔｉｃ
ｉｄｅ　Ｍａｎｕａｌ」第１４版、英国作物保護協議会２００６およびウェブサイトｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｌａｎｗｏｏｄ．ｎｅｔ／ｐｅｓｔｉｃｉｄｅｓから知られている
。
（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、例えばア
ラニカルブ、アルジカルブ、ベンジオカルブ、ベンフラカルブ、ブトカルボキシム、ブト
キシカルボキシム、カルバリル、カルボフラン、カルボスルファン、エチオフェンカルブ
、フェノブカルブ、ホルメタネート、フラチオカルブ、イソプロカルブ、メチオカルブ、
メトミル、メトールカルブ、オキサミル、ピリミカルブ、プロポクサー、チオジカルブ、
チオファノキス、トリアザメート、トリメタカルブ、ＸＭＣおよびキシリルカルブ；また
は
有機ホスフェート、例えばアセフェート、アザメチホス、アジンホス（－メチル、－エチ
ル）、カズサホス、クロレトキシホス、クロルフェンビンホス、クロルメホス、クロルピ
リホス（－メチル）、クーマホス、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、ファンフル、フェナミホス、フェニトロチオン、
フェンチオン、ホースチアゼート、ヘプテノホス、イソフェンホス、イソプロピルＯ－（
メトキシアミノチオ－ホスホリル）サリチレート、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（－メチル）、フェントエート、ホレート、ホ
サロン、ホスメット、ホスファミドン、ホキシム、ピリミホス（－メチル）、プロフェノ
ホス、プロペタンホス、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
、スルホテプ、テブピリンホス、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、トリアザメート、トリクロルホンおよびバミドチオンなど。
（２）ＧＡＢＡ制御塩化物チャネルアンタゴニスト、例えば、有機塩素、例えばクロルデ
ンおよびエンドスルファン（アルファ－）；またはフィプロール（フェニルピラゾール）
、例えばエチプロール、フィプロニル、ピラフルプロールおよびピリプロールなど。
（３）ナトリウムチャネル修飾因子／電位依存性ナトリウムチャネル遮断薬、例えばピレ
スロイド、例えばアクリナトリン、アレスリン（ｄ－シス－トランス、ｄ－トランス）、
ビフェントリン、ビオアレスリン、ビオアレスリン－Ｓ－シクロペンテニル、ビオレスメ
トリン、シクロプロトリン、シフルトリン（ベータ－）、シハロトリン（ガンマ－、ラム
ダ－）、シペルメトリン（アルファ－、ベータ－、シータ－、ゼータ－）、シフェノトリ
ン［（１Ｒ）－トランス異性体］、デルタメトリン、ジメフルトリン、エンペントリン［
（ＥＺ）－（１Ｒ）異性体］、エスフェンバレレート、エトフェンプロキス、フェンプロ
パトリン、フェンバレレート、フルシトリネート、フルメトリン、フルバリネート（タウ
－）、ハルフェンプロキス、イミプロトリン、メトフルトリン、ペルメトリン、フェノト
リン［（１Ｒ）－トランス異性体］、プラレトリン、プロフルトリン、ピレトリン（除虫
菊）、レスメトリン、ＲＵ１５５２５、シラフルオフェン、テフルトリン、テトラメトリ
ン［（１Ｒ）異性体］、トラロメトリン、トランスフルトリンおよびＺＸＩ　８９０１；
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またはＤＤＴ；またはメトキシクロルなど。
（４）ニコチン性アセチルコリン受容体アゴニスト、例えばネオニコチノイド、例えばア
セタミプリド、クロチアニジン、ジノテフラン、イミダクロプリド、ニテンピラム、チア
クロプリド、チアメトキサム；またはニコチンなど
（５）アロステリックアセチルコリン受容体修飾因子（アゴニスト）、例えばスピノシン
ス、例えばスピネトラムおよびスピノサドなど。
（６）塩化物チャネル活性化因子、例えばアベルメクチン／ミルベマイシン、例えばアバ
メクチン、エマメクチン安息香酸塩、レピメクチンおよびミルベメクチンなど。
（７）幼若ホルモン類似体、例えばヒドロプレン、キノプレン、メトプレン；またはフェ
ノキシカルブ；ピリプロキシフェン。
（８）作用が不明または非特異的機序を持つ活性物質、例えば燻蒸剤、例えば臭化メチル
および他のハロゲン化アルキル；またはクロロピクリン；フッ化スルフリル；ホウ砂；吐
酒石など。
（９）選択的摂食阻害剤、例えばピメトロジン；またはフロニクアミド。
（１０）ダニ成長阻害剤、例えばクロフェンテジン、ジフロビダジン、ヘキシチアゾキス
、エトキサゾール。
（１１）昆虫腸膜の微生物崩壊剤、例えばバキルルス・トゥリンギエンシス属腫イスラエ
レンシス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．ｉｓｒａｅｌ
ｅｎｓｉｓ）、バキルルス属種ハエリクス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｓｐｈａｅｒｉｃｕｓ）
、バキルルス・トゥリンギエンシス属腫アイザワイ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇ
ｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．ａｉｚａｗａｉ）、バキルルス・トゥリンギエンシス属腫ク
ルスタキ（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．ｋｕｒｓｔａ
ｋｉ）、バキルルス・トゥリンギエンシス属腫テネブリオニス（Ｂａｃｉｌｌｕｓ　ｔｈ
ｕｒｉｎｇｉｅｎｓｉｓ　ｓｕｂｓｐ．ｔｅｎｅｂｒｉｏｎｉｓ）、および　ＢＴ　植物
　タンパク質、例えばＣｒｙｌＡｂ、ＣｒｙｌＡｃ、ＣｒｙｌＦａ、Ｃｒｙ２Ａｂ、ｍＣ
ｒｙ３Ａ、Ｃｒｙ３Ａｂ、Ｃｒｙ３Ｂｂ、Ｃｒｙ３４／３５Ａｂ１など。
（１２）酸化的リン酸化阻害剤、ＡＴＰ崩壊剤、例えばジアフェンチウロン；または有機
スズ化合物、例えばアゾシクロスズ、シヘキサチン、フェンブタチンオキシド；またはプ
ロパルギット；テトラジホンなど。
（１３）Ｈプロトン勾配を妨害することによる酸化的リン酸化のデカップラー、例えばク
ロルフェナピルおよびＤＮＯＣなど。
（１４）ニコチン性アセチルコリン受容体アンタゴニスト、例えば、ベンスルタプ、カル
タップ（－塩酸塩）、チオシルアムおよびチオスルタプ（－ナトリウム）など。
（１５）キチン生合成阻害剤、０型、例えばベンゾイル尿素、例えばビストリフルロン、
クロルフルアズロン、ジフルベンズロン、フルシクロキスロン、フルフェノキスロン、ヘ
キサフルムロン、ルフェヌロン、ノバルロン、ノビフルムロン、テフルベンズロンおよび
トリフルムロンなど。
（１６）キチン生合成阻害剤、１型、例えばブプロフェジンなど。
（１７）脱皮破壊活性物質、例えばシロマジンなど。
（１８）エクジソンアゴニスト／破壊剤、例えばジアシルヒドラジン、例えばクロマフェ
ノジド、ハロフェノジド、メトキシフェノジドおよびテブフェノジドなど。
（１９）オクトパミンアゴニスト、例えばアミトラズなど。
（２０）部位ＩＩＩ電子輸送阻害剤／部位ＩＩ電子輸送阻害剤、例えばヒドラメチルノン
；アセキノシル；フルアクリピリム；またはシフルメトフェンおよびシエノピラフェンな
ど。
（２１）電子輸送阻害剤、例えばＭＥＴＩ殺ダニ剤の群からの部位－Ｉ電子輸送阻害剤、
例えばフェナザキン、フェンピロキシメート、ピリミジフェン、ピリダベン、テブフェン
ピラド、トルフェンピラド；またはロテノン（デリス）など。
（２２）電位依存性ナトリウムチャネル遮断薬、例えばインドキサカルブ；メタフルミゾ
ン。
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（２３）アセチル－ＣｏＡカルボキシラーゼ阻害剤、例えばテトロン酸誘導体、例えばス
ピロジクロフェンおよびスピロメシフェン；またはテトラミン酸誘導体、例えばスピロテ
トラメートなど。
（２４）部位－ＩＶ電子輸送阻害剤、例えばホスフィン、例えばリン化アルミニウム、リ
ン化カルシウム、ホスフィン、リン化亜鉛；またはシアン化物など。
（２８）リアノジン受容体エフェクター、例えばジアミド、例えばクロラントラニリプロ
ール（リナキシピル）、シアントラニリプロール（シアジピル）およびフルベンジアミド
など。
【０２１１】
　不明な作用機序を持つさらなる活性物質、例えば、アザジラクチン、アミドフルメト、
ベンゾオキシメート、ビフェナゼート、キノメチオネート、氷晶石、ジコホール、フルフ
ェネリム、ピリダリルおよびピリフルキナゾン；または以下の公知活性化合物など。
４－｛［（６－ブロモピリド－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラ
ン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４に開示されている。）、４－｛［
（６－フルオロピリド－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラ
ン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４に開示されている。）、４－｛［
（２－クロロ－１，３－チアゾール－５－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ
｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４に開示されている。）、４
－｛［（６－クロロピリド－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン
－２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４に開示されている。）、４－｛［（
６－クロロピリド－３－イル）メチル］（２，２－ジフルオロエチル）アミノ｝フラン－
２（５Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４４に開示されている。）、４－｛［（６
－クロロ－５－フルオロピリド－３－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５
Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４３に開示されている。）、４－｛［（５，６－
ジクロロピリド－３－イル）メチル］（２－フルオロエチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ
）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４６に開示されている。）、４－｛［（６－クロロ
－５－フルオロピリド－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５
Ｈ）－オン（ＷＯ　２００７／１１５６４３に開示されている。）、４－｛［（６－クロ
ロピリド－３－イル）メチル］（シクロプロピル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（
ＥＰ－Ａ－０　５３９　５８８に開示されている。）、４－｛［（６－クロロピリド－３
－イル）メチル］（メチル）アミノ｝フラン－２（５Ｈ）－オン（ＥＰ－Ａ－０　５３９
　５８８に開示されている。）、［（６－クロロピリジン－３－イル）メチル］（メチル
）オキシド－λ４－スルファニリデンシアンアミド（ＷＯ　２００７／１４９１３４に開
示されている。）、［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ンアミド（ＷＯ　２００７／１４９１３４に開示されて
いる。）ならびにこのジアステレオマー（Ａ）および（Ｂ）
【０２１２】
【化３７】

（同様にＷＯ　２００７／１４９１３４に開示されている。）、［（６－トリフルオロメ
チルピリジン－３－イル）メチル］（メチル）オキシド－λ４－スルファニリデンシアン
アミド（ＷＯ　２００７／０９５２２９に開示されている。）、スルホキサフロール（同
様にＷＯ　２００７／１４９１３４に開示されている。）、１１－（４－クロロ－２，６
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２．４．２］テトラデカ－１１－エン－１０－オン（ＷＯ　２００６／０８９６３３に開
示されている。）、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（Ｗ
Ｏ　２００８／０６７９１１に開示されている。）および１－｛２，４－ジメチル－５－
［（２，２，２－トリフルオロエチル）スルフィニル］フェニル｝－３－（トリフルオロ
メチル）－１Ｈ－１，２，４－トリアゾール（ＷＯ　１９９９／５５６６８に開示されて
いる。）。
【０２１３】
　以下に続く実施例で本発明を詳細に記載するが、決して本発明を制限するものではない
。
【実施例】
【０２１４】
（実施例１）
酸素欠乏条件下にて栄養液中におけるトマトの根成長試験
　該調製物の適当な溶液を調製するため、活性物質１重量部を水と混合して所望の濃度に
する。
【０２１５】
　トマト種子（ソラヌム・リコペルシクム（Ｓｏｌａｎｕｍ　ｌｙｃｏｐｅｒｓｉｃｕｍ
）「Ｒｅｎｔｉｔａ」）をロックウール中で成長させる。発芽後、ロックウールブロック
を、調製物の溶液が供給されたフローティングボックス内に移し、適当な気候条件下で成
長させ続ける。
【０２１６】
　フローティングボックスの栄養液に曝気しなかった（酸素欠乏症ストレス）。
【０２１７】
　所望の期間後、１トマト植物当たりの根の最大長を測定し、１フローティングボックス
および１処理当たりの根の平均長を算出する。
【０２１８】
　この試験において、本発明による化合物は対照より優れていることが明らかになった。
【０２１９】
【表１】
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              Ａ０１Ｎ　　４７／４０　　　　
              Ａ０１Ｇ　　　７／０６　　　　
              Ａ０１Ｐ　　２１／００　　　　
              Ｃ０５Ｆ　　１１／００　　　　
              Ｃ０５Ｇ　　　３／０２　　　　
              ＣＡｐｌｕｓ／ＲＥＧＩＳＴＲＹ／ＢＩＯＳＩＳ（ＳＴＮ）
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