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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記の式（１）：
【化１】

のＰＱＱ又はその塩の少なくとも一種を有効成分として含む、植物に環境ストレス耐性を
付与するための組成物であって、環境ストレス耐性が、塩ストレス、光ストレス、化学物
質ストレス、及び乾燥ストレスからなる群から選択される少なくとも１つのストレスに対
する耐性である組成物。
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【請求項２】
　前記有効成分が、前記ＰＱＱ又はその塩の少なくとも一種を産生する微生物、或いはそ
の破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽出物である、請求項１記載の組成物。
【請求項３】
　化学物質が有機溶剤である、請求項１記載の組成物。
【請求項４】
　植物が双子葉又は単子葉植物である、請求項１～３のいずれか１項記載の組成物。
【請求項５】
　ＰＱＱの塩が、有機又は無機の酸又は塩基との塩である、請求項１～４のいずれか１項
記載の組成物。
【請求項６】
　組成物が液剤、粉剤、粒剤又はマイクロカプセル剤の形態である、請求項１～５のいず
れか１項記載の組成物。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物を環境ストレス下にある植物に施用して該
植物に環境ストレス耐性を付与し、それによって、該植物の生長を調節することを含む、
植物成長の調節方法であって、環境ストレス耐性が、塩ストレス、光ストレス、化学物質
ストレス、及び乾燥ストレスからなる群から選択される少なくとも１つのストレスに対す
る耐性である方法。
【請求項８】
　植物が双子葉又は単子葉植物である、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　施用濃度が、ＰＱＱ又はその塩の濃度として１０ｎＭ～１０μＭである、請求項７又は
８記載の方法。
【請求項１０】
　前記組成物を従来の植物生長調節剤と組み合わせて施用する、請求項７～９のいずれか
１項記載の方法。
【請求項１１】
　請求項１～６のいずれか１項に記載の組成物を、環境ストレス下にある植物に施用し、
それによって該植物の該環境ストレス耐性を増強することを含む、植物の環境ストレス耐
性の増強方法であって、環境ストレス耐性が、塩ストレス、光ストレス、化学物質ストレ
ス、及び乾燥ストレスからなる群から選択される少なくとも１つのストレスに対する耐性
である方法。
【請求項１２】
　化学物質が有機溶剤である、請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　植物が双子葉又は単子葉植物である、請求項１１又は１２記載の方法。
【請求項１４】
　施用濃度が、ＰＱＱ又はその塩の濃度として１０ｎＭ～１０μＭである、請求項１１～
１３のいずれか１項記載の方法。
【請求項１５】
　施用が、土壌、培地又は植物本体への施用である、請求項１１～１４のいずれか１項記
載の方法。
【請求項１６】
　施用が、土壌又は葉面散布である、請求項１５記載の方法。
【請求項１７】
　前記組成物を従来の植物環境ストレス耐性剤と組み合わせて施用する、請求項１１～１
６のいずれか１項記載の方法。
【請求項１８】
　施用が、植物の種子、発芽又は生長段階で行われる、請求項１１～１７のいずれか１項
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記載の方法。
【請求項１９】
　前記式（１）のＰＱＱ又はその塩の少なくとも一種を有効成分として含む環境ストレス
下にある植物の生長調節剤であって、環境ストレス耐性が、塩ストレス、光ストレス、化
学物質ストレス、及び乾燥ストレスからなる群から選択される少なくとも１つのストレス
に対する耐性である生長調節剤。
【請求項２０】
　前記有効成分が、前記ＰＱＱ又はその塩の少なくとも一種を産生する微生物、或いはそ
の破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽出物である、請求項１９記載の植物生長調節剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下記に示す式（１）のピロロキノリンキノン（以下「ＰＱＱ」と称する；正
式名称4,5-ジヒドロ-4,5-ジオキソ-1H-ピロロ [2,3-f]キノリン-2,7,9-トリカルボン酸）
、その塩又はその誘導体、或いはＰＱＱ産生微生物、その破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽
出物を有効成分として含む、植物環境ストレス耐性又は植物生長調節のための組成物又は
剤、或いは、これらの組成物又は剤の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地球上の人口は、確実に増加の一途を辿っている。この人口増加は、食糧難という新た
な問題を引き起こしつつある。一方、地球環境は、二酸化炭素による温暖化に起因した異
常気象がもたらす砂漠化の進行及び台風やハリケーンの異常発生による水害や塩害の増大
、さらには無計画な森林伐採による緑地帯の減少などによって、深刻な状況に陥っている
。これらの問題の解決は、急務の域に達しており、世界的レベルでその対策が検討されて
いるが、依然としてその実効性は乏しい。
【０００３】
　このような問題の解決策の１つとして、食糧の増産と緑地化の増大が挙げられる。品種
の改良に加えて、農耕が不適な乾燥地帯、高塩濃度地帯或いは寒冷地での作物の栽培は、
そのような地帯が地球上の陸地の約３分の１を占めるだけに、食糧の増産に大きく寄与す
るはずである。また、これらの地帯を緑地化できれば、光合成による大気中の二酸化炭素
の浄化にも大いに役立つと考えられる。
【０００４】
　乾燥、高塩濃度、寒冷の劣悪な環境下では、一般の植物は生息が困難である。植物は、
さまざまな環境に応じて、それに適応するべく生理機能をコントロールするが、異常な環
境に遭遇すると、環境ストレスを受けて細胞の生理機能が損なわれ、その結果弱体化又は
生育の著しい低下を招く。そこで、近年、植物に環境ストレス耐性又は抵抗性を付与する
ための研究が盛んに行われている。
【０００５】
　環境ストレスにはさまざまな種類が挙げられるが、要するに、植物が生育するのに不適
な環境、例えば乾燥、高温、低温、冷凍、塩、水、除草剤、病害虫、光、化学物質などに
さらされたときに、植物はそれぞれの環境に応じたストレスを受けることが知られている
。このような環境ストレスに対する耐性が植物に付与されるならば、不適な環境下であっ
ても、程度の問題はあるが植物の生育が可能になると考えられる。植物環境ストレス耐性
のための方法として、環境ストレス耐性機構を司る遺伝子を植物に導入する、いわゆる遺
伝子工学的手法を用いた方法、化学物質で植物を処理する方法などが知られている。
【０００６】
　遺伝子工学的方法による例として、次のものが挙げられる。
【０００７】
　マンニトール合成酵素遺伝子(Science (1993), 259: 508-510)又はグリシンベタイン合
成系酵素遺伝子(Plant J. (1997), 12: 133-142; Plant Mol. Biol. (1998), 38: 1011-1
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019)を導入することによって、植物の耐塩性が強化されたことが報告されている。また、
葉緑体膜の不飽和脂肪酸の含量を低下することにより高温適応性の植物（Science (2000)
, 287: 476-479）、活性酸素消去関連酵素遺伝子が導入された植物(蛋白質核酸酵素(1999
), 44: 2246-2252)、ポリアミン生合成に関わるポリアミン代謝関連酵素遺伝子（特願200
4-242505号公報）、ラフィノース合成酵素遺伝子（特願2002-262885号公報）、或いは、
ガラクチノール合成酵素遺伝子（特願2004-262884号公報）などの遺伝子を導入したトラ
ンスジェニック植物が作出され報告されている。さらに、このような環境ストレス耐性付
与遺伝子の複数を植物体内で同時発現させるための転写因子をコードする遺伝子、すなわ
ちストレス応答性プロモーターが導入された植物も報告されている(The Plant Cell (199
8), 10: 1-17;特願2000-116260号公報；特願2000-116259号公報)。
【０００８】
　化学物質処理方法の例は、遺伝子工学的方法に比べて少なく、またその効果は弱く、実
効性に問題がある。化学物質として、植物ホルモンや植物生長調節剤、例えばアブシジン
酸、アミノレブリン酸、ブラシノステロイド、ビオチン、ビタミンＢ１など、並びに、ポ
リアミンなどが知られている（特願2004-242505号公報）。植物には、プトレシン、スペ
ルミジンを含む２０種類以上のポリアミンが見出されており、ポリアミンと環境ストレス
との関係も報告されている(Plant Cell Physiol. (1997), 38: 1156-1166; Environ. Pol
lut. (1989), 61: 95-106; New Phytol. (1997), 135: 467-473; Plant Cell Physiol. (
1998), 39: 987-992)。
【０００９】
　上記以外の方法として、二酸化炭素溶解水又は酸素溶解水を植林した苗に供給すること
によって植物の環境ストレス耐性を高める方法が報告されている（特願2003-325063号公
報）。
【００１０】
【特許文献１】特願2004-242505号公報
【特許文献２】特願2002-262885号公報
【特許文献３】特願2004-262884号公報
【特許文献４】特願2000-116260号公報
【特許文献５】特願2000-116259号公報
【特許文献６】特願2003-325063号公報
【非特許文献１】Science (1993), 259: 508-510
【非特許文献２】Plant J. (1997), 12: 133-142
【非特許文献３】Plant Mol. Biol. (1998), 38: 1011-1019
【非特許文献４】Science (2000), 287: 476-479
【非特許文献５】蛋白質核酸酵素(1999), 44: 2246-2252
【非特許文献６】The Plant Cell (1998), 10: 1-17
【非特許文献７】Plant Cell Physiol. (1997), 38: 1156-1166
【非特許文献８】Environ. Pollut. (1989), 61: 95-106
【非特許文献９】New Phytol. (1997), 135: 467-473
【非特許文献１０】Plant Cell Physiol. (1998), 39: 987-992
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　植物に環境ストレス耐性を付与するために、上記の種々の方法が提案されてきた。しか
し、例えば遺伝子工学的方法の場合、複数の酵素遺伝子が、環境ストレス耐性の獲得のた
めに関与しているため、それらの遺伝子を同時に活性化することは容易ではないし、一方
、たとえそれが可能であったとしても、複数の外因性遺伝子の導入のために植物の生育の
遅延や矮小化を引き起こす原因ともなる。さらに化学物質処理方法の場合、アブシジン酸
は植物による代謝分解を受け易く、またアミノレブリン酸は耐性効果が弱いという欠点が
ある。ポリアミンについては、有意の環境ストレス耐性効果は認められるが、実用化とい



(5) JP 5013326 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

う観点でみれば必ずしも十分とはいえない。
【００１２】
　このような状況下において、意外にも偶然に、アブシジン酸やアミノレブリン酸などの
植物ホルモン及び植物生長調節剤、ポリアミン類とは異なる物質であるＰＱＱが、植物に
おいて種々の環境ストレスに対して既存剤よりも強い耐性活性と長い持続性を付与するこ
と見出した。
【００１３】
　ＰＱＱは、ニコチンアミドとフラビンに次ぐ３番目の酸化還元補酵素として細菌から発
見された有機分子であり、哺乳類では食品から摂取しなければならない新しいビタミンで
あると考えられている(K. Kasahara 及びT. Kato, Nature (2003), 422: 832；臨床栄養(
2003), 103: 813-817)。ＰＱＱの役割として、哺乳類のリジン代謝経路上のアミノアジピ
ン酸セミアルデヒド（ＡＡＳ）がＡＡＳ脱水素酵素によってアミノアジピン酸（ＡＡＡ）
に酸化される反応において酸化還元補酵素として機能することが判明している。マウスで
の実験で、ＰＱＱが欠乏すると、成長が悪く、皮膚がもろくなり、免疫反応が悪くなり、
繁殖能力が減少するなどの異常が認められている(Science (1989), 245: 850-852; J. Nu
tr. (1994), 124: 744-753)。ＰＱＱはまた、種々のグラム陰性細菌、例えば納豆菌や枯
草菌などによって産生され、また野菜などの食品中に微量含まれている。
【００１４】
　しかし、ＰＱＱによる植物環境ストレス耐性活性の報告はないため、ＰＱＱは、全く新
しい概念の植物環境ストレス耐性剤であると考えられる。
【００１５】
　したがって、本発明の目的は、ＰＱＱを植物環境ストレス耐性のために使用する方法、
及びそのためのＰＱＱ含有組成物を提供することである。
【００１６】
　本発明の別の目的は、ＰＱＱを含む植物生長調節のために使用する方法、及びＰＱＱ含
有植物生長調節剤を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明で使用するＰＱＱ（正式名称：4,5-ジヒドロ-4,5-ジオキソ-1H-ピロロ [2,3-f]
キノリン-2,7,9-トリカルボン酸）は、下記の式（１）の化学構造を有する。
【００１８】
【化１】

【００１９】
　前述したとおり、種々の環境ストレス下にある植物をＰＱＱで処理したとき、環境スト
レスに対して植物が著しい耐性を示し、かつ良好な生育が認められた。ＰＱＱは、公知の
環境ストレス耐性効果を示す物質と全く異なる構造及び特性をもつため、ＰＱＱによる植
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物環境ストレス耐性付与活性は意外であり、かつその効果の大きさの点で驚くべきことで
あった。
【００２０】
　本発明は、このような知見に基づき完成されたものであり、次のような構成及び特徴を
有する。
【００２１】
　本発明は、第１の態様において、式（１）のＰＱＱ、その塩又はその誘導体の少なくと
も一種を有効成分として含む、植物に環境ストレス耐性を付与するための組成物を提供す
る。
【００２２】
　使用可能な有効成分には、前記ＰＱＱ、その塩又はその誘導体の少なくとも一種を産生
する微生物、或いはその破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽出物も包含される。
【００２３】
　本明細書中、このような微生物を「ＰＱＱ産生微生物」、「ＰＱＱを産生する微生物」
、「ＰＱＱ産生組換え微生物」などと称する。また、ＰＱＱ、その塩又はその誘導体の少
なくとも一種を含有する、上記微生物破壊産物及び上記抽出物をそれぞれ、「ＰＱＱ含有
破壊産物」、「ＰＱＱ含有抽出物」と称する。
【００２４】
　本発明の実施形態において、前記環境ストレス耐性は、塩、光、化学物質、乾燥、病害
虫及び低温/冷凍ストレスからなる群から選択される少なくとも１つのストレスに対する
耐性である。ここで、化学物質の例は有機溶剤である。本発明の組成物は、特に塩、強い
光、化学物質及び乾燥の植物環境ストレスに対して増強されたストレス耐性付与活性を示
す。
【００２５】
　別の実施形態において、前記植物は双子葉又は単子葉植物である。本発明の組成物は、
双子葉、単子葉に拘らずいずれの植物においても有意もしくは顕著な効果を提供する。
【００２６】
　さらに別の実施形態において、前記ＰＱＱの塩は、有機又は無機の酸又は塩基との塩で
ある。ここで、特に塩基との塩には、アルカリ金属塩、例えばナトリウム塩、カリウム塩
など、並びに、アンモニアや、脂肪族、脂環式又は芳香族アミンなどのアミンとの塩が含
まれる。
【００２７】
　別の実施形態において、前記ＰＱＱの誘導体は、化学的又は生物学的反応によりＰＱＱ
に変換可能でありかつ植物環境ストレス耐性を付与する物質である。ここで、「化学的又
は生物学的反応によりＰＱＱに変換可能（である物質）」とは、本発明の組成物又は剤を
、例えば土壌、培地又は植物本体に施用後に、土壌又は培地中で化学的に又は微生物によ
って、或いは植物体内で酵素的に分解されてＰＱＱに変換されうる、いわゆるＰＱＱ前駆
体をいう。例えば、ＰＱＱの誘導体の例は、エステル、酸アミド、又はアミノ酸アダクト
である。
【００２８】
　ＰＱＱ産生微生物又はその破壊産物は、ＰＱＱ、その塩又はその誘導体を産生する微生
物（例えば、納豆菌、枯草菌、メタノール資化性細菌、シュードモナス属細菌などのグラ
ム陰性菌、カビなどの真菌類、酵母など）、遺伝子組換え技術によってＰＱＱ、その塩又
はその誘導体の産生が増強された及び／又は病原性を喪失させたＰＱＱ産生組換え微生物
、並びに化学的又は物理的に破壊されたこれら微生物の破壊産物である。又、これら微生
物のＰＱＱ含有抽出物も使用可能である。好ましくは、もともと病原性のない又は病原性
を喪失させたＰＱＱ産生微生物である。
【００２９】
　別の実施形態において、本発明の組成物は液剤、粉剤、粒剤又はマイクロカプセル剤の
形態である。



(7) JP 5013326 B2 2012.8.29

10

20

30

40

50

【００３０】
　本発明はまた、第２の態様において、上記定義の本発明組成物を植物に施用し、該植物
の生長を調節する方法を提供する。ここで、調節とは、一般に促進を指す。
【００３１】
　本発明の実施形態において、前記植物は双子葉又は単子葉植物である。
【００３２】
　別の実施形態において、前記組成物の施用濃度は、ＰＱＱ、その塩又はその誘導体の濃
度として１０ｎＭ～１０μＭ、好ましくは１００ｎＭ～１μＭである。施用濃度は、この
範囲に限定されるものではなく、植物生長活性に応じてさらに増減が可能である。ここで
、施用濃度は、実際に散布等によって植物又はその種子に施用するときの有効成分の濃度
をいう。本発明の組成物が液剤であるときには、通常、濃厚液もしくは濃縮液の形態であ
り、その所定量を水等の溶剤で希釈して使用することができる。
【００３３】
　さらに別の実施形態において、植物は、環境ストレス下にある植物である。しかし、ス
トレスのない環境での使用も可能であり、この場合には、予防的に本発明の組成物を使用
することができる。ここで、予防的とは、起こるかもしれないストレス環境（例えば、乾
燥又は低温）から植物を前もって保護することを意味する。
【００３４】
　別の実施形態において、前記と同様に、環境ストレスは、塩、光、化学物質、乾燥、病
害虫及び低温/冷凍ストレスから成る群から選択される少なくとも１つのストレスである
。
【００３５】
　別の実施形態において、本発明の組成物は従来の植物生長調節剤と組み合わせて施用す
ることができる。このような組み合わせは、互いの特性を発揮することができる場合、相
乗的効果が得られる場合などに有効である。
【００３６】
　本発明の組成物との別の組み合わせ相手として、病害虫の駆除剤（例えば、殺虫剤、殺
ダニ剤、抗病害剤など）、肥料等の農薬がある。定期的に、予防的に、或いは病害虫の発
生時に、このような農薬と組み合わせて施用することは、植物の健康を維持又は回復する
のに有効であると考えられる。
【００３７】
　本発明はさらに、第３の態様において、上記定義の組成物を、環境ストレス下にある植
物に施用し、該植物の環境ストレス耐性を増強する方法を提供する。
【００３８】
　その個々の実施形態については、前記第１態様及び第２態様の発明の実施形態と同様で
あり、上記の説明もしくは定義をそのまま本発明方法に適用しうる。
【００３９】
　すなわち、前記環境ストレスは、塩、光、化学物質、乾燥、病害虫及び低温/冷凍スト
レスから成る群から選択される少なくとも１つのストレスである。ここで、化学物質の例
は有機溶剤である。
【００４０】
　前記植物は、双子葉又は単子葉植物である。
【００４１】
　施用濃度は、ＰＱＱ、その塩又はその誘導体の濃度として１０ｎＭ～１０μＭ、好まし
くは１００ｎＭ～１μＭである。施用濃度は、この範囲に限定されるものではなく、植物
環境ストレス活性に応じてさらに増減が可能である。
【００４２】
　前記施用は、土壌、培地又は植物本体への施用である。施用の例は、土壌又は葉面散布
である。また施用は、植物の種子、発芽又は生長段階で行うことができる。
【００４３】
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　前記組成物は、従来の植物環境ストレス耐性剤と組み合わせて施用することができる。
【００４４】
　本発明はまた、第４の態様において、前記式（１）のＰＱＱ、その塩又はその誘導体の
少なくとも一種、或いはＰＱＱ産生微生物、その破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽出物、を
有効成分として含む植物生長調節剤を提供する。
【００４５】
　ここで、ＰＱＱ、その塩又はその誘導体、或いはＰＱＱ産生微生物、その破壊産物又は
そのＰＱＱ含有抽出物は、前記定義のとおりである。
【発明の効果】
【００４６】
　本発明の組成物、剤又は方法で使用される、有効性成分としてのＰＱＱ、その塩又はそ
の誘導体、或いはＰＱＱ産生微生物、その破壊産物又はそのＰＱＱ含有抽出物は、塩、光
、化学物質、乾燥などの環境ストレスに対する植物の耐性を増強し、生育を促進する作用
効果を有する。ＰＱＱは、従来のストレス耐性剤と異なる新しいタイプであるうえに、例
えばポリアミン、アブシジン酸、アミノレブリン酸などの従来のストレス耐性剤と比べて
、強い耐性活性をもち、かつ効果の持続性も長いというすぐれた特徴をもつ。ＰＱＱは、
微生物による生産が可能であるため、ＰＱＱ産生微生物を直接植物の生息地又は栽培地に
施用するならば、この方法はより安価でかつ簡便な方法として実用性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４７】
　上で説明したように、本発明の組成物、剤又は方法は、有効成分として、式（１）のＰ
ＱＱ、その塩又はその誘導体、或いはＰＱＱ産生微生物、その破壊産物又はそのＰＱＱ含
有抽出物を含有又は使用することを特徴とする。同時に本発明により、植物に環境ストレ
ス耐性を付与し及び／又は植物の生長促進を可能にする。
【００４８】
　ＰＱＱは、１９７９年にある種の細菌から発見されたが、２００３年になって、それが
酸化還元補酵素として機能する哺乳類の新しいビタミンであるという発見(Nature (2003)
, 422: 832)によって注目を浴びた。現在、特に哺乳類でのその医薬用途の探索研究が行
われているが、一方、ＰＱＱが植物に微量存在することが知られているものの、植物にお
けるＰＱＱの役割や用途研究は少ない。このような状況の中で、ＰＱＱが植物環境ストレ
ス耐性付与活性をもつという知見は、驚くべきことであった。
【００４９】
　ＰＱＱは現在、発酵法による微生物生産が工業的に行われているため、入手が容易であ
る。ＰＱＱ産生微生物として、納豆菌、枯草菌、メタノール資化性細菌、シュードモナス
属細菌などを含むグラム陰性細菌、真菌類、酵母などが知られている。したがって、これ
らのＰＱＱ産生微生物からＰＱＱを製造することができる（特願平9-070296号公報）。好
ましい微生物には、納豆菌、枯草菌、メタノール資化性細菌、例えばメチロバチルス属、
メチロフィルス属、メチロバクテリウム属、アンシロバクター属、アシドモナス属細菌な
どが含まれ、病原性もしくは毒性のない微生物であるべきである。簡単に説明すると、こ
れらの微生物を、公知の培養条件により増殖、培養し、ＰＱＱを菌体内又は菌体外に蓄積
したのち、培養物又は培養上清からＰＱＱを回収し、必要により精製することができる。
本発明での使用のためには、ＰＱＱを必ずしも精製する必要はなく粗製ＰＱＱで十分に使
用に供することができる。しかし精製を要する場合には、溶媒抽出、イオン交換クロマト
グラフィー、結晶化、シリカゲル及び疎水性カラムクロマトグラフィー、ＨＰＬＣなどの
従来公知の精製技術を適宜組み合わせてＰＱＱを精製することができる。精製ＰＱＱは、
現在、三菱ガス化学（株）等から入手可能である。
【００５０】
　ＰＱＱは、純水に難溶であるが、ｐＨが７より大きい水溶液（例えば、アルカリ金属、
アルカリ土類金属の水酸化物、炭酸塩の水溶液）や緩衝溶液（例えば、リン酸緩衝液 pH=
7.6）に可溶である。それ故、ＰＱＱは、アルカリ金属、アルカリ土類金属などの金属イ
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オンとの金属塩、或いはアンモニア、脂肪族もしくは芳香族アミン類、環状アミン類など
の無機もしくは有機塩基との四級塩であることが好ましく、ＰＱＱ塩は、単に水に溶解す
るだけで容易に施用可能である。
【００５１】
　本発明では、ＰＱＱ産生グラム陰性細菌などのＰＱＱ産生微生物において、遺伝子組換
え技術、又は紫外線、γ線もしくは変異原性物質（例えば、ニトロソグアニジン）による
変異技術、によってＰＱＱの産生が増強された及び／又は病原性もしくは毒性を喪失もし
くは減少させたＰＱＱ産生組換え微生物及びＰＱＱ産生微生物変異体、並びに化学的又は
物理的に破壊されたこれら微生物のＰＱＱ含有破壊産物、これら微生物の破壊、抽出によ
って得られるＰＱＱ含有抽出物も有効成分として使用可能である。
【００５２】
　ＰＱＱ産生微生物変異体は、固体培地上の培養微生物に対し紫外線又はγ線を照射する
か、或いは固体培地中に変異原性物質を添加して培養し、生存したコロニーを取り出し、
ＰＱＱ産生について定量することからなる手順を繰り返し、ＰＱＱ産生能の高い変異体を
選択することによって製造しうる。ＰＱＱの定量は、例えば菌体を超音波破砕などの手段
で破壊したのち、産生したＰＱＱを例えばメタノール等のアルコールに溶かしたのち、ジ
アゾメタンエーテル溶液で処理してＰＱＱをトリメチルエステル化し、ＨＰＬＣ測定によ
って行うことができる。ＨＰＬＣ条件は、例えば特願平6-145171号公報に記載された条件
をそのまま使用できる。すなわち、カラム条件は以下のとおりである。
【００５３】
　　　カラム：　　Novopakc 18(3.9 mm x 150 mm)（Waters社製）
　　　カラム温度：24℃
　　　溶離液：　　Ａ液（水/燐酸/30% NaOH=991/2/7）
　　　　　　　　　Ｂ液（水/MeOH/燐酸/30% NaOH=363/635/2/7）
　　　　　　　　　Ａ液からＢ液へのグラジエント
　　　流速：　　　1.5 ml/分
　　　検出：　　　UV (259 nm)
【００５４】
　ＰＱＱ産生組換え微生物は、遺伝子組換え技術を用いてＰＱＱの生合成系に関わる遺伝
子群の転写活性を高めた組換え微生物を含む。そのための手法には、例えば、ＰＱＱのゲ
ノムＤＮＡを単離し、ＰＱＱ生合成系遺伝子を同定、配列決定し、該遺伝子の転写因子を
同定し、該転写因子中の内因性プロモーター配列を既知のウイルス性プロモーターなどの
強力プロモーター配列と相同組換え法によって置換することを含む。相同組換えには、薬
剤耐性遺伝子（例えば、抗生物質耐性遺伝子）、栄養要求性を相補する遺伝子などの選択
マーカー遺伝子を、該微生物の転写因子配列中の内因性プロモーター配列を外因性プロモ
ーター配列と置換した転写因子と共に含むプラスミドベクターを使用することができる。
【００５５】
　病原性もしくは毒性を喪失もしくは減少させたＰＱＱ産生組換え微生物は、病原性又は
毒性に関与する遺伝子を遺伝子破壊することによって得ることができる。本発明では、特
に病原性微生物の使用は好ましくないが、もしそのような微生物を使用する場合には、そ
の病原性もしくは毒性を除く必要がある。このために病原性もしくは毒性遺伝子を公知刊
行物もしくはデータベースから検索するか又は同定し、その遺伝子配列に基いて遺伝子破
壊ベクターを構築し、相同組換え法によって該遺伝子を破壊する。遺伝子破壊は、遺伝子
の一部を欠失させるか、或いは異種配列を挿入するなどの手法によって実施できる。また
病原性もしくは毒性遺伝子の同定のために、例えば特表2003-523197号公報に記載される
病原生物の毒性遺伝子の同定法などを参考にすることができる。
【００５６】
　微生物のＰＱＱ含有破壊産物は、浸透圧法、超音波破砕法、凍結融解法、ミル法などの
化学的もしくは物理的方法によってＰＱＱ産生微生物を破砕し、蒸発法又は凍結乾燥など
の手法で乾燥することによってＰＱＱ含有破壊産物を得ることができる。あるいは、さら
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に、ＰＱＱ含有破壊産物を緩衝液などの水溶液で抽出し、酸性化したのち酢酸エチルなど
の有機溶剤で抽出し、濃縮し、ＰＱＱ含有粗抽出物を固体として得ることができる。
【００５７】
　本発明の目的を達成するために、ＰＱＱだけでなくＰＱＱ塩又はＰＱＱ誘導体の使用も
可能である。
【００５８】
　ＰＱＱ塩は、有機又は無機の酸又は塩基、好ましくは塩基、との塩である。有機又は無
機塩基とのＰＱＱ塩の例は、アルカリ金属塩、アルカリ土類金属塩、或いはアンモニア、
脂肪族もしくは芳香族アミン類、環状アミン類などの無機もしくは有機塩基との四級塩が
含まれる。一方、有機又は無機酸とのＰＱＱ塩の例は、塩酸、硫酸、硝酸、リン酸などの
鉱酸塩、飽和もしくは不飽和脂肪酸、シュウ酸、コハク酸、リンゴ酸、マレイン酸、酒石
酸、安息香酸などの脂肪族又は芳香族カルボン酸との塩である。しかしＰＱＱ塩は、これ
らの特定例に限定されないものとする。ＰＱＱ塩の製造は、適当な溶媒中、ＰＱＱと、酸
又は塩基とを室温で、又は必要に応じて冷却下で、接触させたのち、濃縮し固化又は結晶
化することによって実施できる。例えば、Ｎａ、Ｋ塩などは、その水酸化物溶液とＰＱＱ
を接触させることによって容易に生成可能である。
【００５９】
　ＰＱＱ誘導体は、化学的又は生物学的反応によりＰＱＱに変換可能でありかつ植物環境
ストレス耐性を付与する物質であり、本発明の組成物又は剤を、例えば土壌、培地又は植
物本体に施用後に、土壌又は培地中で化学的に又は微生物によって、或いは植物体内で酵
素的に分解されてＰＱＱに変換されうる、いわゆるＰＱＱ前駆体である。例えば、ＰＱＱ
の誘導体の例は、エステル、酸アミド、又はアミノ酸アダクトである。
【００６０】
　エステルは、ＰＱＱの３つのカルボキシル基のうち少なくとも１つのカルボキシル基と
、例えばアルコール類、グリセロール類、チオール類などの水酸基もしくはチオール基と
のエステルであり、該エステルは、例えば酸もしくはアルカリ、又はエステラーゼ、リパ
ーゼ、ヒドロラーゼ等の加水分解酵素によってＰＱＱに変換されうる。エステルの製造は
、公知の手法で行うことができる（特願平5-070458号公報、特願平6-145171号公報、特願
平6-220055号公報、特願平10-025292号公報）。例えば、ＰＱＱを、メタノール、エタノ
ールなどのアルコールに溶解し、硫酸などの酸触媒の存在下で加熱攪拌し、反応後に中和
、濃縮し、酢酸エチル等の溶剤で抽出し、濃縮、結晶化によって、ＰＱＱトリエステル体
を得ることができる。或いは、ＰＱＱエステル体は、アルキルハライドを炭酸塩でアセト
ン中で処理することによっても製造できる。ＰＱＱジエステル及びモノエステルは、トリ
エステル体を、水と混合可能なジオキサン、アセトニトリル、ジメチルスルホキシド（Ｄ
ＭＳＯ）もしくはジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）などの有機溶剤との混合液中、鉱酸も
しくはトリフルオロ酢酸などの有機酸の存在下で部分加水分解し、濃縮し、固化又は結晶
化することによって得ることができる。本発明の目的のためには、各エステル体への精製
は特に必要なく混合エステルの形態で使用できる。もし精製を要する場合には、抽出、再
結晶、シリカゲルクロマトグラフィー、逆相クロマトグラフィーなどの慣用技術を適宜組
み合わせて実施できる。
【００６１】
　酸アミドは、ＰＱＱの３つのカルボキシル基のうちの少なくとも１つのカルボキシル基
と、例えばアミン類（例えば、脂肪族アミン、芳香族アミン、環状アミンなど）、アミノ
酸類などのアミノ基との酸アミドであり、酸もしくはアルカリ又はアミダーゼ、ペプチダ
ーゼ等の酵素によってＰＱＱに変換されうる。酸アミドの製造は、適当な溶剤中、ジシク
ロヘキシルカルボジイミド(DCC)の存在下でＰＱＱと過剰量のアミンもしくはカルボキシ
ル基保護アミノ酸とを冷却下で接触させることによって実施できる。精製は、ＰＱＱエス
テル体について記載したのと同様の慣用技術を組み合わせて行うことができる。
【００６２】
　アミノ酸アダクツは、ＰＱＱとアミノ酸との付加塩であり、好ましいアミノ酸は塩基性
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アミノ酸もしくは酸性アミノ酸、例えばリジン、アルギニン、アスパラギン酸、グルタミ
ン酸などである。アミノ酸アダクツは、ｐＨの変化によってＰＱＱに容易に変換されうる
。アミノ酸アダクツの製造は、ＰＱＱとアミノ酸を適当な溶剤中で攪拌することによって
容易に得ることができる(Analytical Chemistry (1999), 269:317-325)。
【００６３】
　本発明の組成物は、その目的を達成しうるのであれば、いかなる形態に処方されてもよ
い。好ましい形態は、液剤、粉剤、粒剤又はマイクロカプセル剤である。液剤には懸濁液
、乳化液など、粉剤及び粒剤には水和性粉剤、水和性粒剤なども包含される。該組成物に
は、有効成分に加えて、賦形剤もしくは希釈剤からなる担体、及び種々の添加剤を含有さ
せることができる。添加剤の例は、結合剤、分散剤、界面活性剤、安定化剤、増量剤、防
腐剤もしくは殺菌剤、凍結防止剤、香料、色素などである。
【００６４】
　担体の例は、液体形態の場合、リン酸緩衝液などの緩衝溶液（pH 7～8）、エタノール
、ブタノールなどのアルコール類、酢酸エチルなどのエステル類、メチルエチルケトンな
どのケトン類、エチレングリコール、２-エトキシエタノールなどのグリコール類、オレ
イン酸、カプリン酸などの脂肪酸類、ポリエチレングリコールなどのポリグリコール類、
ジメチルホルムアミドなどのアミド類、大豆油、オリーブ油などの植物油、マシン油など
の鉱物油などである。また固体形態の場合、鉱物質担体、例えばカオリナイト、ディッカ
イト、ナクライト、ハロサイトなどのカオリン鉱物、カルシウムモンモリロナイト、マグ
ネシウムモンモリロナイト、サポナイト、ヘクトライト、ソーコナイト、ハイデライト等
のスメクタイト、パイオフィライト、タルク、白雲母、フェンジャイト、セリサイト、イ
ライト等の雲母、クリストバライト、クォーツ等のシリカ、アタパルジャイト、セピオラ
イト等の含水珪酸マグネシウム、ドロマイト等の炭酸カルシウム、ギプサム、石膏等の硫
酸塩鉱物、ゼオライト、沸石、凝灰石、バーミキュライト、ラポナイト、軽石、珪藻土、
粘土、酸性白土、活性白土、硫安、尿素、塩安など；ホワイトカーボン、例えば湿式及び
乾式シリカ、その焼成品など；動植物性担体、例えば小麦粉、デンプン、デキストリン、
木粉、澱粉、ぬか、ふすま、もみがら、大豆粉、カルナバロウなどを含む。担体の量は、
組成物全重量の約９９％以下である。
【００６５】
　結合剤は、無機性結合剤、例えばベントナイト、モンモリロナイト、水ガラス、コロイ
ダルシリカなど；有機性結合剤、例えばデンプン、デキストリン、カゼイン、ゼラチン、
にかわ、アラビアガム、天然ゴムなど；セルロース系結合剤、例えばカルボキシメチルセ
ルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ニトロセルロース、酢酸セルロース、
メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースなど；リグニン系
結合剤、例えばリグニン、リグニンスルホン酸ナトリウム、リグニンスルホン酸アンモニ
ウムなど；合成樹脂結合剤、例えばポリオレフィン、ハロゲン化ポリオレフィン、アクリ
ル系ポリマー、ビニル系ポリマー、合成ゴム、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリアセター
ルなどのアセタール樹脂、ポリエステル、ポリアミド、ポリイミド、ポリエチレンオキシ
ド、ポリフェニレンオキシド、カーボネート樹脂、ポリウレタン、エポキシ樹脂、フェノ
ール樹脂、メラミン樹脂、マレイン酸樹脂、尿素樹脂など；ワックス、例えば天然ワック
ス、例えばキャンデリラワックス、カルナバロウワックス、ライスワックス、木ろう、ホ
ホバ油、みつろう、ラノリン、鯨ろう、牛脂、オゾケライト、セレシンなど；石油ワック
ス、例えばパラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックスなど；合成ワックス、例
えばモンタンワックス、ポリエチレンワックス、硬化ひまし油、１２－ヒドロキシステア
リン酸、ステアリン酸、ステアリルアルコール、ラウロン、ステアロン、ミリスチン酸イ
ソプロピル、グリセリン脂肪酸エステル、グリコール脂肪酸エステル、ソルビタン脂肪酸
エステルなどを含む。結合剤の量は、組成物全重量の約１０％以下である。
【００６６】
　分散剤は、例えばゼラチン、アラビアゴム、アルギン酸ナトリウム塩などの天然多糖類
、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩、リグニンスルホン酸塩などの半合成多糖類
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、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドンなどの合成水溶性高分子、マグネシウム
アルミニウムシリケートなどの鉱物質、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルリン酸
エステル、ナフタレンスルホン酸塩のホルマリン縮合物、高級アルキルスルホン酸塩、高
級アルキル第四級アンモニウム塩、高級脂肪酸またはその塩、高級アルキルカルボン酸塩
等の界面活性剤などを含む。分散剤の量は、組成物全重量の約１０％以下である。
【００６７】
　界面活性剤は、例えばポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアル
キルアリルエーテル、ポリオキシエチレンラノリンアルコール、ポリオキシエチレンソル
ビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレングリセリルモノ脂肪酸エステル、ポリオキシ
プロピレングリコールモノ脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エス
テル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、高級脂肪酸グリセリンエステル、ソルビタン
脂肪酸エステル、ショ糖脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブロ
ックポリマー、ポリオキシエチレン脂肪酸アミド、アルキロールアミド、ポリオキシエチ
レンアルキルアミンなどのノニオン界面活性剤；アルキルアミン塩酸塩、アルキル四級ア
ンモニウム塩、ドデシルアルキルトリメチルアンモニウム塩、アルキルジメチルベンジル
アンモニウム塩、アルキルピリジニウム塩、アルキルイソキノリニウム塩、ジアルキルモ
ルホリニウム塩、塩化ベンゼトニウム、ポリアルキルビニルピリジニウム塩などのカチオ
ン界面活性剤；パルミチン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンラウリルエーテルカルボン
酸ナトリウム、ラウロイルサルコシンナトリウム、Ｎ－ラウロイルグルタミン酸ナトリウ
ム、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウリン酸エステルスルホン酸、ジオクチ
ルスルホサクシネート、オレイン酸アミドスルホン酸塩、ドデシルベンゼンスルホン酸塩
、ジイソプロピルナフタレンスルホン酸塩、アルキルアリルスルホン酸塩、ペンタデカン
－２－サルフェート、ポリオキシエチレンドデシルエーテル硫酸ナトリウム、アルキルビ
ニルエーテル－マレイン酸共重合体などのアニオン性界面活性剤；Ｎ－ラウリルアラニン
、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチルアミノプロピオン酸、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリヒドロキシエチルアミ
ノプロピオン酸、Ｎ－ヘキシル Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ酢酸、１－（２－カルボキシエ
チル）ピリジニウムベタイン、レシチンなどの両性界面活性剤を含む。界面活性剤の量は
、組成物全重量に対して約１０重量％以下である。
【００６８】
　安定化剤は、酸化防止剤、例えばフェノール系酸化防止剤、アミン系酸化防止剤、リン
系酸化防止剤、イオウ系酸化防止剤など；紫外線吸収剤、例えばベンゾトリアゾール系紫
外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、ベンゾエート系紫外線吸収剤、シアノアク
リレート系紫外線吸収剤、サリチル酸系紫外線吸収剤、ヒンダードアミン系紫外線吸収剤
など；クエンチャー、例えば有機ニッケル系化合物を含む。安定化剤の量は、組成物全重
量の約５％以下である。
【００６９】
　増量剤は、天然及び半合成多糖類、例えばローカストビーンガム、カルボキシメチルセ
ルロースナトリウム塩など；鉱物、例えばマグネシウムアルミニウムシリケート、ベント
ナイトなどを含む。増量剤の量は、組成物全重量の約２０％以下である。
【００７０】
　凍結防止剤は、例えばプロピレングリコール、エチレングリコール、ジエチレングリコ
ールなどを含む。
【００７１】
　防腐剤又は殺菌剤は、ブロムコンザゾール(bromuconazole)、ブチオベート(buthiobate
)、キャプタホル(captafol)、キャプタン(captan)、カルベンダジム(carbendazim)、カル
ボキシン(carboxin)、CGA173506、クロベンズチアゾーン(chlobenzthiazone)、クロタロ
ニル(chlorthalonil)、シモキサニル(cymoxanil)、シプロコナゾール(cyproconazole)、
シプロフラム(cyprofuram)、エトリジアゾール(etridiazole)、フェナリモール(fenarimo
l)、フェンフラム(fenfuram)、フェンピクロニル(fenpiclonil)、フェンプロピジム(fenp
ropidin)、フェンプロピモルフ(fenpropimorph)、フェンチンアセテート(fentinacetate)
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、アルドモフ(aldimorph)、アンドプリム(andoprim)、アニラジン(anilazine)、ベナラキ
シル(benalaxyl)、ベノダニル(benodanil)、ベノミル(benomyl)、ビパクリル(binapacryl
)、ビテルタノール(bitertanol)、フェンチンヒドロオキシド(fentinhydroxide)、フェリ
ムゾーン(ferimzone)(TF164)、フルアジナム(fluazinam)、フルオベンズイミン(fluobenz
imine)、フルキンコナゾール(fluquinconazole)、フルオルイミド(fluorimide)、フルシ
ラゾール(flusilazole)、フルトラニル１(flutolanill)、フルトリアホル(flutriafol)、
フォルペット(folpet)、ホセチル-アルミニウム(fosetyl-aluminum)、フベリダゾール(fu
beridazole)、フルスルファミド(fulsulfamide)、フルアラキシル(furalaxyl)、フルコナ
ゾール(furconazole)、フルメサイクロックス(furmecyclox)などを含む。
【００７２】
　マイクロカプセルは、例えばスプレイドライ法（「造粒の技術　コーティング造粒法」
、「造粒ハンドブック」（1991年）、日本粉体工業技術協会編、（株）オーム社発行）に
よって製造できる。この方法は実際、農薬のマイクロカプセル化のために工業的に使用さ
れている。具体的には、有効成分を含む原液をスプレードライヤーを用いて噴霧乾燥造粒
を行いコア粒子を調製し、これを壁膜材を含む有機溶媒の中に浸漬し真空乾燥・解砕もし
くはスプレードライヤーによる噴霧乾燥を行い中間マイクロカプセルを得る。この中間マ
イクロカプセルを特殊スプレードライヤーにより溶融冷却固化処理を行い、皮膜化された
単核状マイクロカプセルを得る。或いは、得られたマイクロカプセルは微小球の粉体であ
るので凝集しやすいが、せん断混合力の強いジエット噴流中で粉体の分散相をつくり、皮
膜粒子を含む溶液の噴霧に対向するかたちで衝突させることにより粒子表面に皮膜を形成
させマイクロカプセル化する。
【００７３】
　本発明の組成物は、従来の植物生長調節剤、植物環境ストレス耐性剤、病害虫剤（例え
ば、殺虫剤、病害剤、殺ダニ剤など）、肥料などと組み合わせて施用することができる(C
.R. Worthing，U.S.B． Walker，The Pesticide Manual，7th Edition(1983)，British C
rop Protection Council)。
【００７４】
　植物生長調節剤又は植物環境ストレス耐性剤の例は、アブシジン、アミノレブリン酸、
ポリアミン類、例えばプトレシン、カダベリン、カルジン、スペルミジンなど（特願平20
04-242505号公報）などである。
【００７５】
　本発明の組成物中の有効成分含量は、特に制限されないが、通常、ＰＱＱとして１０ｎ
Ｍ以上又は0.0000003％（重量）以上としうる。組成物は、液体又は固体のいずれであっ
ても、濃厚又は濃縮形態とすることができ、この場合、施用濃度の例えば約1,000倍～約5
,000倍又はそれ以上高い濃度としうる。施用濃度は、液体の場合、通常約１０ｎＭ～約１
０μＭ、好ましくは約100ｎＭ～１μＭであり、固体の場合、散布する組成物重量あたり0
.0000003％以上、0.0001％以上、0.01％以上又は0.1％以上としうるが、この範囲に限定
されない。また、組成物が固体の場合、水に溶解又は懸濁させて施用することができる。
【００７６】
　本発明の組成物は、植物に、少なくとも１つの環境ストレスに対する耐性を付与するた
めに使用される。
【００７７】
　植物は、双子葉植物又は単子葉植物のいずれでもよく、野生植物、農業、園芸又は林業
用植物、例えば作物（果菜類を含む）、穀物、観賞用植物、花卉、樹木、果樹なども含ま
れる。後述の実施例では、双子葉植物としてアブラナ科のシロイヌナズナ及びクレス、マ
メ科のミヤコグサ、単子葉植物としてイネ科のイネをそれぞれ選択したが、いずれの植物
も環境ストレス耐性を示した。したがって、本発明の組成物は、植物の種類に拘らずいか
なる植物にも有効に使用できる特徴をもつ。
【００７８】
　環境ストレスには、塩、光（高温、紫外線を含む）、化学物質（有機溶剤を含む）、乾
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燥、病害虫、低温/冷凍ストレスなどが含まれるが、これらに限定されない。後述の実施
例では、本発明の組成物によって、少なくとも塩、乾燥、強光又は化学物質ストレスに対
する耐性が有意にかつ顕著に増強された。塩ストレス耐性は、いわゆる塩（しお）に汚染
された植物又は土壌での植生を可能にするし、乾燥ストレス耐性は、降雨の極めて少ない
地域又は干ばつ地帯での植生と植物保護を可能にする。また光ストレス耐性は、真夏時の
高温及び紫外線ストレスから植物を保護することを可能にするし、化学物質ストレスは、
有機溶剤などの化学物質で汚染された地域での植生を可能にする。さらに病害虫ストレス
耐性は、病気や害虫に対する植物の抵抗性を生理的に高めるし、低温/冷凍ストレス耐性
は、低温又は寒冷から植物を保護し、また植生を可能にする。
【００７９】
　病害虫は、例えば以下のものである。
【００８０】
　害虫は、ハスモンヨトウ（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ ｌｉｔｕｒａ）、コブノメイガ（Ｃ
ｎａｐｈａｌｏｃｒｏｃｉｓ ｍｅｄｉｎａｌｉｓ）、コナガ（Ｐｌｕｔｅｌｌａ ｘｙｌ
ｏｓｔｅｌｌａ）、ヨトウガ（Ｍａｍｅｓｔｒａ ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、モンシロチョ
ウ（Ｐｉｅｒｉｓ ｒａｐａｅ ｃｒｕｃｉｖｏｒａ）、カブラヤガ（Ａｇｒｏｔｉｓ ｓ
ｅｇｅｔｕｍ）、チャノコカクモンハマキ（Ａｄｏｘｏｐｈｙｅｓ ｓｐ．）、チャハマ
キ（Ｈｏｍｏｎａ ｍａｇｎａｎｉｍａ）、タバコバットワーム（Ｈｅｌｉｏｔｈｉｓ ｖ
ｉｒｅｓｃｅｎｓ）、ヨーロピアンコーンボーラー（Ｏｓｔｒｉｎｉａ ｎｕｂｉｌａｌ
ｉｓ）、フォールアーミーワーム（Ｓｐｏｄｏｐｔｅｒａ ｆｒｕｇｉｐｅｒｄａ）、コ
ーンイヤーワーム（Ｈｅｌｉｃｏｖｅｒｐａ ｚｅａ）などの鱗翅目害虫、ツマグロヨコ
バイ（Ｎｅｐｈｏｔｅｔｔｉｘ ｃｉｎｃｔｉｃｅｐｓ）、トビイロウンカ（Ｎｉｌａｐ
ａｒｖａｔａ ｌｕｇｅｎｓ）、モモアカアブラムシ（Ｍｙｚｕｓ ｐｅｒｓｉｃａｅ）、
クサギカメムシ（Ｈａｌｙｏｍｏｒｐｈａ ｍｉｓｔａ）、トコジラミ（Ｃｉｍｅｘ ｌｅ
ｃｔｕｌａｒｉｕｓ）などの半翅目害虫、ニジュウヤホシテントウ（Ｅｐｉｌａｃｈｎａ
 ｖｉｇｉｎｔｉｏｃｔｐｕｎｃｔａｔａ）、ドウガネブイブイ（Ａｎｏｍａｌａ ｃｕｐ
ｒｅａ）、イネミズゾウムシ（Ｌｉｓｓｏｒｈｏｐｔｅｒｕｓ ｏｒｙｚｏｐｈｉｌｕｓ
）、サザンコーンルートワーム（、ノーザンコーンルートワーム（Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ
 ｂａｒｂｅｒｉ）、ウェスタンコーンルートワーム（Ｄｉａｂｒｏｔｉｃａ ｖｉｒｇｉ
ｆｅｒａ ｖｉｒｇｉｆｅｒａ）、ココクゾウ（Ｓｉｔｏｐｈｉｌｕｓ ｏｒｙｚａｅ）な
どの鞘翅目害虫、イエバエ（Ｍｕｓｃａ ｄｏｍｅｓｔｉｃａ）、アカイエカ（Ｃｕｌｅ
ｘ ｐｉｐｉｅｎｓ ｐａｌｌｅｎｓ）、マメハモグリバエ（Ｌｉｒｉｏｍｙｚａ ｔｒｉ
ｆｏｌｉｉ）、ウリミバエ（Ｄａｃｕｓ ｃｕｃｕｒｂｉｔａｅ）などの双翅目害虫、ミ
ナミキイロアザミウマ（Ｔｈｒｉｐｓ ｐａｌｍｉ）、ネギアザミウマ（Ｔｈｒｉｐｓ ｔ
ａｂａｃｉ）、ミカンキイロアザミウマ（Ｆｒａｎｋｌｉｎｉｅｌｌａ ｏｃｃｉｄｅｎ
ｔａｌｉｓ）などの総翅目害虫、ネコノミ（Ｃｔｅｎｏｃｅｐｈａｌｉｄａｅ ｆｅｌｉ
ｓ）、ケオプスネズミノミ（Ｘｅｎｏｐｓｙｌｌａ ｃｈｅｏｐｉｓ）などの等翅目害虫
、ニワトリオオハジラミ（Ｍｅｎａｃａｎｔｈｕｓ ｓｔｒａｍｉｎｅｕｓ）、ウシハジ
ラミ（Ｂｏｖｉｃｏｌａ ｂｏｖｉｓ）などのハジラミ目害虫、ウシジラミ（Ｈａｅｍａ
ｔｏｐｉｎｕｓ ｅｕｒｙｓｔｅｒｎｕｓ）、ウシホソジラミ（Ｌｉｎｏｇｎａｔｈｕｓ 
ｖｉｔｕｌｉ）などのシラミ目害虫、ミカンハダニ（Ｐａｎｏｎｙｃｈｕｓ ｃｉｔｒｉ
）、ナミハダニ（Ｔｅｔｒａｎｙｃｈｕｓ ｕｒｔｉｃａｅ）、カンザワハダニ（Ｔｅｔ
ｒａｎｙｃｈｕｓ ｋａｎｚａｗａｉ）などのハダニ類、ミカンサビダニ（Ａｃｕｌｏｐ
ｓ ｐｅｌｅｋａｓｓｉ）、チャノナガサビダニ（Ａｃａｐｈｙｌｌａ ｔｈｅａｖａｇｒ
ａｎｓ）などのフシダニ類、チャノホコリダニ（Ｐｏｌｙｐｈａｇｏｔａｒｓｏｎｅｍｕ
ｓ ｌａｔｕｓ）、シクラメンホコリダニ（Ｓｔｅｎｅｏｔａｒｓｏｎｅｍｕｓ ｐａｌｌ
ｉｄｕｓ）などのホコリダニ類、ケナガコナダニ（Ｔｙｒｏｐｈａｇｕｓ ｐｕｔｒｅｓ
ｃｅｎｔｉａｅ）、ロビンネダニ（Ｒｈｉｚｏｇｌｙｐｈｕｓ ｒｏｂｉｎｉ）などのコ
ナダニ類、オウシマダニ（Ｂｏｏｐｈｉｌｕｓｍｉｃｒｏｐｌｕｓ）、フタトゲチマダニ
などのマダニ類、ウサギキュウセンダニ（Ｐｓｏｒｏｐｔｅｓ ｃｕｎｉｃｕｌｉ）、ヒ
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ツジキュウセンダニ（Ｐｓｏｒｏｐｔｅｓ ｏｖｉｓ）などのキュウセンダニ類、ヒゼン
ダニ（Ｓａｒｃｏｐｔｅｓ ｓｃａｂｉｅｉ）などのヒゼンダニ類、サツマイモネコブセ
ンチュウ（Ｍｅｌｏｉｄｏｇｙｎｅ ｊａｖａｎｉｃａ）、キタネグサレセンチュウ（Ｐ
ｒａｔｙｌｅｎｃｈｕｓ ｐｅｎｅｔｒａｎｓ）およびジャガイモシストセンチュウ（Ｇ
ｌｏｂｏｄｅｒａ ｒｏｓｔｏｃｈｉｅｎｓｉｓ）などの線虫類を含む。
【００８１】
　病害は、いもち病（Ｐｙｒｉｃｕｌａｒｉａ ｏｒｙｚａｅ）、ごま葉枯病（Ｃｏｃｈ
ｌｉｏｂｏｌｕｓ ｍｉｙａｂｅａｎｕｓ）、紋枯病（Ｒｈｉｚｏｃｔｏｎｉａ ｓｏｌａ
ｎｉ）、うどんこ病（Ｅｒｙｓｉｐｈｅ ｇｒａｍｉｎｉｓ ｆ．ｓｐ．ｈｏｒｄｅｉ， 
ｆ．ｓｐ．ｔｒｉｔｉｃｉ）、斑葉病（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａｇｒａｍｉｎｅａ）、網
斑病（Ｐｙｒｅｎｏｐｈｏｒａ ｔｅｒｅｓ）、赤かび病（Ｇｉｂｂｅｒｅｌｌａ ｚｅａ
ｅ）、さび病（Ｐｕｃｃｉｎｉａ ｓｔｒｉｉｆｏｒｍｉｓ， Ｐ．ｇｒａｍｉｎｉｓ， 
Ｐ．ｒｅｃｏｎｄｉｔａ， Ｐ．ｈｏｒｄｅｉ）、雪腐病（Ｔｉｐｕｌａ ｓｐ．， Ｍｉ
ｃｒｏｎｅｃｔｒｉｅｌｌａ ｎｉｖａｉｓ）、裸黒穂病（Ｕｓｔｉｌａｇｏ ｔｒｉｔｉ
ｃｉ， Ｕ．ｎｕｄａ）、アイスポット（Ｐｓｅｕｄｏｃｅｒｃｏｓｐｏｒｅｌｌａ ｈｅ
ｒｐｏｔｒｉｃｈｏｉｄｅｓ）、雲形病（Ｒｈｙｎｃｈｏｓｐｏｒｉｕｍ ｓｅｃａｌｉ
ｓ）、葉枯病（Ｓｅｐｔｏｒｉａ ｔｒｉｔｉｃｉ）、ふ枯病（Ｌｅｐｔｏｓｐｈａｅｒ
ｉａ ｎｏｄｏｒｕｍ）、カンキツの黒点病（Ｄｉａｐｏｒｔｈｅ ｃｉｔｒｉ）、そうか
病（Ｅｌｓｉｎｏｅ ｆａｗｃｅｔｔｉ）、果実腐敗病（Ｐｅｎｉｃｉｌｌｉｕｍ ｄｉｇ
ｉｔａｌｕｍ， Ｐ．ｉｔａｌｉｃｕｍ）、リンゴのモニリア病（Ｓｅｌｅｒｏｔｉｎｉ
ａ ｍａｌｉ）、腐らん病（Ｖａｌｓａ ｍａｌｉ）、斑点落葉病（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ
 ｍａｌｉ）、黒星病（Ｖｅｎｔｕｒｉａ ｉｎａｅｑｕａｌｉｓ）、ナシの黒星病（Ｖｅ
ｎｔｕｒｉａ ｎａｓｈｉｃｏｌａ）、黒斑病（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ ｋｉｋｕｃｈｉａ
ｎａ）、赤星病（Ｇｙｍｎｏｓｐｏｒａｎｇｉｕｍ ｈａｒａｃａｎｕｍ）、モモの灰星
病（Ｓｃｌｅｒｏｌｉｎｉａ ｃｉｎｅｒｅａ）、黒星病（Ｃｌｅａｄｏｓｐｏｒｉｕｍ 
ｃａｒｐｏｐｈｉｌｕｍ）、フォモプシス腐敗病（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ ｓｐ．）、ブド
ウのべと病（Ｐｌａｓｍｏｐａｒａ ｖｉｔｉｃｏｌａ）、黒とう病（Ｅｌｓｉｎｏｅ ａ
ｍｐｅｌｉｎａ）、晩腐病（Ｇｌｏｍｅｒｅｌｌａ ｃｉｎｇｕｌａｔａ）、うどんこ病
（Ｕｎｃｉｎｕｌａ ｎｅｃａｔｏｒ）、さび病（Ｐｈａｋｏｐｓｏｒａ ａｍｐｅｌｏｐ
ｓｉｄｉｓ）、落葉病（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ ｋａｋｊ，Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌ
ａ ｎａｗａｅ）、ウリ類のべと病（Ｐｓｅｕｄｏｐｅｒｅｎｏｓｐｏｒａ ｃｕｂｅｎｓ
ｉｓ）、炭そ病（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ ｌａｇｅｎａｒｉｕｍ）、うどんこ病
（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ ｆｕｌｉｇｉｎｅａ）、つる枯病（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒ
ｅｌｌａ ｍｅｌｏｎｉｓ）、トマトの疫病（Ｐｈｙｔｏｐｈｔｈｏｒａ ｉｎｆｅｓｔａ
ｎｓ）、輪紋病（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ ｓｏｌａｎｉ）、葉かび病（Ｃｌａｄｏｓｐｏ
ｒｉｕｍ ｆｕｌｖｕｍ）、ナスの褐紋病（Ｐｈｏｍｏｐｓｉｓ ｖｅｘａｎｓ）、アブラ
ナ科野菜の黒斑病（Ａｌｔｅｒｎａｒｉａ ｊａｐｏｎｉｃａ）、白斑病（Ｃｅｒｃｏｓ
ｐｏｒｅｌｌａ ｂｒａｓｓｉｃａｅ）、ネギのさび病（Ｐｕｃｃｉｎｉａ ａｌｌｉｉ）
、ダイズの紫斑病（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ ｋｉｋｕｃｈｉｉ）、黒点病（Ｄｉａｐｏｒ
ｔｈｅ ｐｈａｓｅｏｌｏｌｕｍ）、インゲンの炭そ病（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ 
ｌｉｎｄｅｍｕｔｈｉａｎｕｍ）、ラッカセイの黒渋病（Ｍｙｃｏｓｐｈａｅｒｅｌｌａ
 ｐｅｒｓｏｎａｔｕｍ）、褐斑病（Ｃｅｒｃｏｓｐｏｒａ ａｒａｃｈｉｄｉｃｏｌａ）
、エンドウのうどんこ病（Ｅｒｙｓｉｐｈｅ ｐｉｓｉ）、ジャガイモの夏疫病（Ａｌｔ
ｅｒｎａｒｉａ ｓｏｌａｎｉ）、イチゴのうどんこ病（Ｓｐｈａｅｒｏｔｈｅｃａ ｈｕ
ｍｕｌｉ）、チャの網もち病（Ｅｘｏｂａｓｉｄｉｕｍ ｒｅｔｉｃｕｌａｔｕｍ）、白
星病（Ｅｌｓｉｎｏｅ ｌｅｕｃｏｓｐｉｌａ）、タバコの赤星病（Ａｌｔｅｒｎａｒｉ
ａ ｌｉｎｇｉｐｅｓ）、うどんこ病（Ｅｒｙｓｉｐｈｅ ｃｉｃｈｏｒａｃｅａｒｕｍ）
、炭そ病（Ｃｏｌｌｅｔｏｔｒｉｃｈｕｍ ｔａｂａｃｕｍ）、テンサイの褐斑病（Ｃｅ
ｒｃｏｓｐｏｒａ ｂｅｔｉｃｏｌａ）、バラの黒星病（Ｄｉｐｌｏｃａｒｐｏｎ ｒｏｓ
ａｅ）、キクの褐斑病（Ｓｅｐｔｏｒｉａ ｃｈｒｙｓａｎｔｈｅｍｉｉｎｄｉｃｉ）、
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白さび病（Ｐｕｃｃｉｎｉａ ｈｏｒｉａｎａ）、種々の作物の灰色かび病（Ｂｏｔｒｙ
ｔｉｓ ｃｉｎｅｒｅａ）などを含む。
【００８２】
　ダニは、ミカンハダニ、ナミハダニ、カンザワハダニなどのハダニ類、チャノナガサビ
ダニ、カーネーションサビダニ、チューリップサビダニ、ミカンサビダニ、モモサビダニ
、リンゴサビダニ、チャノサビダニ、ブドウサビダニ、ナシサビダニ、ニセナシサビダニ
などのフシダニ類、チャノホコリダニ、シクラメンホコリダニなどのホコリダニ類などを
含む。
【００８３】
　本発明によると、上記の環境ストレス下にある植物は、ストレス耐性の向上とともに、
その生長が促進される。この知見から、本発明の組成物は、植物生長調節剤としての機能
も有する。
【００８４】
　したがって、本発明は、上記定義の組成物を植物に施用して植物の生長を調節する方法
、又はこのような方法で使用するための植物生長調節剤を提供する。
【００８５】
　さらにまた、本発明は、該組成物を環境ストレス下にある植物に施用して該植物の環境
ストレス耐性を増強する方法、又はこのような方法で使用するための植物環境ストレス剤
も提供する。
【００８６】
　本発明の組成物又は剤は、例えば以下のようにして施用される。
【００８７】
　組成物が粉剤又は粒剤である場合、直接散布するか、或いは従来の水和剤と同様に水又
は緩衝液等の溶剤で所定の倍率に希釈したのち散布する。また、組成物が懸濁剤、乳化液
または液剤である場合、直接散布するか、或いは従来の濃縮液と同様に水で所定の倍率に
希釈して散布する。散布は、パイプダスター、散粒器、水圧式スプレーヤーなどの散布機
を利用してもよいし、或いは、大規模散布の場合にはヘリコプターや航空機による空中散
布でもよい。本発明組成物の施用量は、気象条件、剤型、時期、方法、場所、植物対象な
どによって適宜変更しうるが、非限定的に通常１ｈａあたり約0.01g～約1kｇである。
【００８８】
　また、施用は、土壌、培地又は植物本体に直接散布してもよいし、或いは土壌又は培地
に混入してもよい。好ましくは、土壌又は葉面散布である。
【００８９】
　上で述べたように、本発明の組成物は、従来の植物生長調節剤、植物環境ストレス耐性
剤、殺虫剤、抗植物ウイルス剤、殺ダニ剤、肥料などと組み合わせて施用してもよく、本
発明の組成物の活性を損なわない限りむしろこのような併用は好ましい。
【００９０】
　本発明を以下の実施例によってさらに具体的に説明するが、本発明の範囲は、これらの
具体例によって制限されないものとする。
【実施例１】
【００９１】
ＰＱＱによる植物環境ストレス耐性
　ＭＳ培地（Gibco BRL Co.）、１％アガロース及び１．５％スクロースを含有する培地
、或いは土壌に、アブラナ科シロイヌナズナ及びクレス、マメ科ミヤコグサ、並びにイネ
科イネの種子を蒔き、発芽後、所定日数にわたり、ＤＭＳＯ中のＰＱＱを１０ｎＭ～１０
μＭの範囲の任意の濃度で植物に散布し、環境ストレス耐性を調べた。
【００９２】
　環境ストレスの種類として、塩、光、化学物質又は乾燥ストレスを使用した。
【００９３】
　塩ストレスの場合、１００ｍＭ　ＮａＣｌを培地に添加し、光ストレスの場合、８００
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μＥの強い光を照射し、化学物質ストレスの場合、１％アセトニトリル（ＡｃＮ）を培地
に添加し、乾燥ストレスの場合、潅水制限下の土壌を使用し、植物に対し各ストレスを与
えた。培地の場合、試験の開始時に所定量のＰＱＱを添加した。一方、土壌の場合、所定
の間隔で葉面散布をした。
【００９４】
　ストレス耐性条件と結果は、以下のとおりである。
【００９５】
Ａ．アブラナ科シロイヌナズナ
１．塩ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温（光照射）
　条件：　ＮａＣｌ　１００ｍＭ、ＰＱＱ１ｎＭ、１０ｎＭ、１００ｎＭ、１μＭ、１０
ｎＭ
　　　　　発芽後１０日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）に比べて、ＰＱＱ区は本葉面積が３５０～２
２０％展開した（図１）。
【００９６】
２．光ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温
　条件：　強光(８００μＥ)、ＰＱＱ１００ｎＭ、１μＭ、１０μＭ
　　　　　発芽後２０日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）に比べて、新鮮重量が１２５～１５０％増加
した（図２）。
【００９７】
３．化学物質ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温（光照射）
　条件：　アセトニトリル１％、ＰＱＱ１００ｎＭ、１μＭ、１０μＭ，１００μＭ
　　　　　発芽後１４日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）は白化し枯死したが、ＰＱＱ区は１００ｎＭ
～１０μＭで鮮度を保ちつつ生存した（図３）。
【００９８】
４．乾燥ストレス耐性
　土壌：　培養土
　温度：　室温（光照射）
　条件：　潅水制限した土壌で生育（発芽後３５日間）、ＰＱＱ１μｇを２日間隔で１個
体あたり３回散布した。
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）は乾燥枯死するが、ＰＱＱ区は鮮度を保ちつ
つ生存した（図４）。
【００９９】
Ｂ．マメ科ミヤコグサ
　　塩ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温（光照射）
　条件：　ＮａＣｌ　１００ｍＭ、ＰＱＱ１０ｎＭ、１μＭ
　　　　　発芽後３０日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）に比べて、茎長が１５０～２５０％伸長し、
また根長が２３０～２８０％伸長した（図５）。
【０１００】



(18) JP 5013326 B2 2012.8.29

10

20

Ｃ．アブラナ科クレス
　　塩ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温（光照射）
　条件：　ＮａＣｌ　１００ｍＭ、ＰＱＱ１０ｎＭ、１μＭ
　　　　　発芽後３０日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）に比べて、茎長が２５０～３００％伸長し、
また根長が２５０～３２０％伸長した（図６）。
【０１０１】
Ｄ．イネ科イネ
　　塩ストレス耐性
　培地：　ＭＳ培地、１％アガロース、１．５％スクロース
　温度：　室温（光照射）
　条件：　ＮａＣｌ　２００ｍＭ、ＰＱＱ１００ｎＭ、１μＭ
　　　　　発芽後３０日間
　結果：　ＰＱＱ無処理区（コントロール）に比べて、葉長が１８０～２５０％伸長した
（図７）。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】シロイヌナズナの塩ストレス耐性試験の結果を示す。１／２ＭＳは、塩無添加の
ＭＳ培地での生育を示す。
【図２】シロイヌナズナの強光ストレス耐性試験の結果を示す。
【図３】シロイヌナズナのアセトニトリル（ＡｃＮ）ストレス耐性試験の結果を示す。１
／２ＭＳは、アセトニトリル無添加のＭＳ培地での生育を示す。
【図４】シロイヌナズナの乾燥ストレス耐性試験の結果を示す。右がＰＱＱ区、左がＰＱ
Ｑ無処理区である。
【図５】ミヤコグサの塩ストレス耐性試験の結果を示す。
【図６】クレスの塩ストレス耐性試験の結果を示す。
【図７】イネの塩ストレス耐性試験の結果を示す。
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