
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　望ましくない植物が生育している場所にジメテンアミドおよび

少なくとも１種の他の除草剤を、除草に有効な総量で共投与することを含む、
望ましくない植物の成長を制御する方法。
【請求項２】
　 の除草剤が、リムスルフロン、メトスルフロン、メトスルフロン－
メチル、ニコスルフロン、トリアスルフロン、プリミスルフロン、ベンスルフロン、クロ
リムロン、クロリムロン－エチル、クロルスルフロン、スルホメトウロン、チフェンスル
フロン、トリベンウロン、エタメトスルフロン、クロピラスルフロン、ピラザスルフロン
、プロスルフロンおよびハロスルフロンからなる群から選択された である、請求項
記載の方法。
【請求項３】
　ジメテンアミドの量が、０ .１～３ .０ kg/h ある、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
　スルホニルウレア類の除草剤の量が１～１５０ g/haである、請求項 記
載の方法。
【請求項５】
　除草に有効な総量のジメテンアミドおよび 少なくと
も１種の他の除草剤を含む、除草用組成物。
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【請求項６】
　 相乗的除草効果 、請求項 記載の組成物。
【請求項７】
　 の除草剤が、リムスルフロン、メトスルフロン、メトスルフロン－
メチル、ニコスルフロン、トリアスルフロン、プリミスルフロン、ベンスルフロン、クロ
リムロン、クロリムロン－エチル、クロルスルフロン、スルホメトウロン、チフェンスル
フロン、トリベヌロン、エタメトスルフロン、クロピラスルフロン、ピラザスルフロン、
プロスルフロン ハロスルフロ らなる群から選択され 、請求項

記載の組成物。
【請求項８】
　ジメテンアミド を有効成分として含む、請求項 記載の組成物。
【請求項９】
　ジメテンアミド クロリムロンを有効成分として含む、請求項 記載の組成物。
【請求項１０】
　ジメテンアミド、クロリムロンおよびジウロンを有効成分として含む、請求項 記載の
組成物。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、ジメテンアミドおよび少なくとも１種の他の除草剤の共投与により望ましくな
い植物の成長を制御する方法、ジメテンアミドおよび少なくとも１種の他の除草剤を含む
除草用組成物およびこのような組成物の望ましくない植物の成長を制御するための使用に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
化学名は２－クロロ－Ｎ－ (２ ,４－ジメチル－３－チエニル )－Ｎ－ (２－メトキシ－１－
メチルエチル )－アセトアミドである、ジメテンアミド (フロンティア、商標 )、その製造
法、それを含む除草用組成物およびその除草剤としての使用は米国特許第４ ,６６６ ,５０
２号に記載されており、その内容は参考として本明細書に包含する。ジメテンアミドは２
個のキラル因子に基づく４種の立体異性体をもち、したがってジアステレオマー混合物 (
１Ｓ ,ａＲＳ (Ｓ－ジメテンアミドとして既知 )および１Ｒ ,ａＲＳ (Ｒ－ジメテンアミドと
して既知 ))およびラセミ混合物 (１ＲＳ ,ａＲＳ )としてまた存在する。ジメテンアミドに
関する本明細書の範囲は、特記しない限り種々の形に適用される。ジアステレオマー混合
物では、Ｓ－ジメテンアミドが好ましい。
【０００３】
【発明の構成】
本明細書で使用する除草剤の語は、望ましくない植物の成長を抑制し、または制御する化
合物を意味する。このクラス中の化合物は除草剤が植物におよぼす影響の主要な型または
形式にしたがって、サブクラスに分類される。例えばアメリカ合衆国、インディアナ (Ind
iana)、パーデュ大学 (Purdue University)のジー・エフ・ワレンによれば、除草剤はオー
キシン輸送阻害剤、成長抑制性除草剤、光合成阻害剤、色素阻害剤、成長阻害剤、アミノ
酸合成阻害剤、脂質生合成阻害剤、細胞壁生合成阻害剤、急速細胞膜破壊剤およびこれら
の範疇に含まれない“その他”の除草剤にクラス分けできる。
【０００４】
本発明者により、驚くべきことに、ジメテンアミドおよび少なくとも１種の他の除草剤の
共投与は、良い結果となり、ある場合には望ましくない植物の生育の長い－持続した制御
をすることが見いだされた。この相乗効果は、個々の化合物で同じ割合の除草効果を得る
のに必要な量よりも、共投与における著しく低い量でそれ自身高い制御活性を示す。さら
に、任意の共投与量で、個々の組成物の同じ量で得られたものを加算したより高い制御割
合を示す。ある場合には、活性速度および制御レベルのいずれもが促進されおよび／また
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はそれぞれの成分の経済的な濃度では制御できない雑草を制御できる。
【０００５】
　相乗効果は、それぞれの成分の少なくした投与量で、たとえ個々の成分単独では充分な
制御が得られない濃度でさえも、充分な制御を得られるようにする。更に、長い残留性制
御もなし得る。これはジ ンアミドおよび組み合わせて用いる除草剤 (類 )の使用におい
て著しい経済的および環境的利点を提供する。
【０００６】
共投与は、製剤化前の個々の活性成分のタンク内配合物を用いて、このような製剤の同時
または逐次 (好ましくは１－２日 )投与、または個々の活性成分の製剤化前確定予備混合配
合物の投与によりなし得る。
【０００７】
本発明のジメテンアミドを組み合わせて使用される除草剤は、
１ .オーキシン輸送阻害剤、例えばナプタラム；
２ .ａ )安息香酸類、例えばジカンバ；ｂ )フェノキシ酸類、 i)酢酸型、例えば２ ,４－Ｄ、
ＭＣＰＡ、 ii)プロピオン酸型、例えば２ ,４－ＤＰ、ＭＣＰＰ、 iii)酪酸型、例えば２ ,
４－ＤＢ、ＭＣＰＢ；ｃ )ピコリン酸および関連化合物、例えばピクロラム、トリクロピ
ル、フルロキシピル、クロピラリドを含む成長抑制剤 ;
３ .ａ )ｓ－トリアジン類、ｉ )塩素置換、例えばアトラジン、シマジン、シアナジン、 ii)
メトキシ置換、例えばプロメトン、 iii)メチルチオ置換、例えばアメトリン、プロメトリ
ン；ｂ )他のトリアジン類、例えばヘキサジノン、メトリブジン；ｃ )置換尿素、例えばジ
ウロン、フルオメトルロン、リヌロン、テブチウロン、チジアズロン、フォルクロルフェ
ヌロン；ｄ )ウラシル類、例えばブロマシル、テルバシル；ｅ )その他、例えばベンタゾン
、デスミデファム、フェンメジファム、プロパニル、ピラゾン、ピリデートを含む光合成
阻害剤；
【０００８】
４ .ａ )ピリダジノン類、例えばノルフラゾン；ｂ )イソキサゾロン類、例えばクロマゾン
；ｃ )その他、例えばアミトロール、フルリドンを含む色素阻害剤；
５ .ａ )有糸分裂中断剤、ｉ )ジニトロアニリン類、例えばトリフルラリン、プロジアミン
、ベネフィン、エタルフルラリン、イソプロパリン、オリザリン、ペンジメタリン； ii)
他、例えばＤＣＰＡ、ジチオピル、チアゾピル、プロンアミド；ｂ )種子の発芽阻害剤ｉ )
チオカルバメート類、例えばＥＰＴＣ、ブチレート、シクロエート、モリネート、ペブレ
ート、チオベンカルブ、トリアレート、ベルノレート；ｃ )種子のみの出根阻害剤、例え
ばベンスライド、ナプロパミド、シデュロン；ｄ )クロロアセトアミド類、例えばアラク
ロル、アセトクロル、メトラクロル、ジエタチル、プロパクロル、ブタクロル、プレチラ
クロル、メタザクロル、ジメタクロルおよびその他、例えばシンメチリンを含む種子の根
および発芽の阻害剤を含む成長阻害剤；
６ .ａ )グリホサート、グルホサート；ｂ )スルホニルウレア類、例えばリムスルフロン、
メトスルフロン、ニコスルフロン、トリアスルフロン、プリミスルフロン、ベンスルフロ
ン、クロリムロン、クロロスルフロン、スルホメトウロン、チフェンスルフロン、トリベ
ンウロン、エタメトスルフロン、トリフルスルフロン、クロピラスルフロン、ピラザスル
フロン、プロスルフロン (ＣＧＡ－１５２００５ )、ハロスルフロン、メトスルフロン－メ
チル、クロリムロン－エチル；ｃ )スルホンアミド類、例えばフルメトスラム (別名ＤＥ４
９８ )；ｄ )イミダゾリノン類、例えばイマザキン、イマザメタベンゾ、イマザピル、イマ
ゼタピルを含むアミノ酸合成阻害剤；
７ .ａ )シクロヘキサンジオン類、例えばセトキシジム、クレトジム；ｂ )アリルオキシフ
ェノキシ類、例えばフルアジホップ－Ｐ－ブチル、クレトジム、ジクロホップ－メチル、
ハロキシホップ－メチル、キザロホップ；ｃ )その他、例えばフェノキサプロプ－エチル
を含む脂質生合成阻害剤；
【０００９】
８ .細胞壁生合成阻害剤、例えばジクロベニル、イソキサベン；
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９ .ａ )ビピリジリウム類、例えばパラコート、ジコート；ｂ )ジフェニルエーテル類、例
えばアシフルオロフェン、ホメサフェン、ラクトフェン、オキシフルオロフェン；ｃ )グ
ルタミン合成阻害剤、例えばグルホシネート；ｄ )その他、例えばオキサジアゾンを含む
急速細胞膜破壊剤；
10.ａ )カルバメート類、例えばアスラム；ｂ )ニトリル類、例えばブロモキシニル、イソ
キシニル；ｃ )ヒダントシジンおよび誘導体；ｄ )種々、例えばパクロブトラゾール、エト
フメサート、キノクロラック (別名ＢＡＳ５１４ )、ジフェンゾコート、エンドサル、ホス
アミン、ＤＳＭＡ、ＭＳＭＡを含む種々のもの；
11.その他
ａ）米国特許第４ ,６９５ ,６７３号、第４ ,８６９ ,７４８号、第４ ,２９１ ,５２６号、第
５ ,００６ ,１５０号、米国特許出願第０７／４１１ ,０８６号 (および欧州特許公開第３３
８ ,９９２－Ａ号 )および第０７／９９４ ,０４８号 (および欧州特許公開第３９４ ,８８９
－Ａ号および第５０６ ,９０７－Ａ号 )および欧州特許公開第１３７ ,９６３－Ａ号、欧州
特許公開第１８６ ,１１９－Ａ号、欧州特許公開第１８６ ,１２０－Ａ号、欧州特許公開第
２４９ ,１５０－Ａ号、欧州特許公開第３３６ ,８９８－Ａ号に記載の型のトリケトン類お
よびジオン類；それぞれの内容をここに引用してこの明細書の記載とする。このようなト
リケトン類およびジオン類の例は、化学式が２－ (２－クロロ－４－メタンスルホニルベ
ンゾイル )－１ ,３－シクロヘキサンジオンであるスルコトリオン (ミカド (商標 ))；２－ (
４－メチルスルホニルオキシ－２－ニトロベンゾイル )－４ ,４ ,６ ,６－テトラメチル－１
,３－シクロヘキサンジオン；３－ (４－メチルスルホニルオキシ－２－ニトロベンゾイル
)－ビシクロ [３ ,２ ,１ ]オクタン－２ ,４－ジオン；３－ (４－メチルスルホニル－２－ニ
トロベンゾイル )－ビシクロ [３ ,２ ,１ ]オクタン－２ ,４－ジオン；４－ (４－クロロ－２
－ニトロベンゾイル )－２ ,６ ,６－トリメチル－２Ｈ－１ ,２－オキサジン－３ ,５ (４Ｈ ,
６Ｈ )ジオン；４－ (４－メチルチオ－２－ニトロベンゾイル )－２ ,６ ,６－トリメチル－
２Ｈ－１ ,２－オキサジン－３ ,５ (４Ｈ ,６Ｈ )－ジオン；３－ (４－メチルチオ－２－ニト
ロベンゾイル )－ビシクロ [３ ,２ ,１ ]オクタン－２ ,４－ジオン；４－ (２－ニトロ－４－
トリフルオロメトキシベンゾイル )－２ ,６ ,６－トリメチル－２Ｈ－１ ,２－オキサジン－
３ ,５ (４Ｈ ,６Ｈ )ジオン。
ｂ）３－ [(４ ,６－ジメトキシ－２－ピリミジニル )ヒドロキシメチル ]－Ｎ－メチル－２
－ピリジンカルボキサミド；４ ,７－ジクロロ－３－ (４ ,６－ジメトキシ－２－ピリミジ
ニル )－３－ヘキサノイル－オキシフタリド；３－ [(４ ,６－ジメトキシ－２－ピリミジニ
ル )カルボニル ]－Ｎ ,Ｎ－ジメチル－２－ピリジンカルボキサミド；３ ,６－ジクロロ－２
－ [(４ ,６－ジメトキシ－２－ピリミジニル )カルボニル ]安息香酸；６－クロロ－２－ [(
４ ,６－ジメトキシ－２－ピリミジニル )チオ ]安息香酸 (ＤＰＸ－ＰＥ３５０またはピリチ
オバック )およびそれらの塩を含む、米国特許出願第０８／０３６ ,００６号 (および欧州
特許公開第１４１ ,０７９－Ａ号および欧州特許公開第５４９ ,５２４号 )、欧州特許公開
第３１５ ,８８９号；およびＰＣＴ出願第９１／１０６５３号 (その内容をここに引用して
この明細書の記載とする )に記載されている型の化合物。
【００１０】
本発明は、したがって、望ましくない植物の成長を抑制または制御する方法、またはその
ような抑制または制御が望まれる場所に除草性または植物成長抑制有効総量のジメテンア
ミドおよび少なくとも１種の他の除草剤を共投与することを含む植物成長の制御に関する
。
【００１１】
共投与における投与量は、もちろん気候条件、季節、土壌生態学、除去すべき雑草等に依
存して変化するが、例えば０ .１～３ .０ kg/ha、好ましくは０ .１～２ .０ kg/ha、特に０ .
２５～１ .５ kg/ha、例えば０ .９～１ .５ kg/haの濃度のジメテンアミドと、個々に使用す
る場合の必要量と同じか著しく低い組み合わせ除草剤の濃度と組み合わせて投与して充分
な結果が得られる。
共投与の発芽前または後の特異的な使用および選択性はもちろん選択した組み合わせに依
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存するであろう。
【００１２】
ジメテンアミドの活性は上記特許に記載され、好ましい共同除草剤の活性は文献に記載さ
れるかまたは入手可能な形で市販されている（クロップ・プロテクション・ケミカルズ・
リファレンス (CROP PROTECTION CHEMICALS REFERENCE)、第９版（１９９３）、ケミカル
・アンド・ファーマシュティカル・プレス (Chemical　 Pharmaceutical Press)、ニューヨ
ーク、ニューヨーク州；ザ・ペスティサイド・マニュアル (The Pesticide Manual)、第９
版（１９９１）、ブリティッシュ・クロップ・プロテクション・カウンシル (British Cro
p Protection Council)、ロンドン；アグ・ケム・ニュー・プロダクト・レビュー (Ag Che
m New Product Review)、アグ・ケム・インフォメーション・サービシズ (Ag Chem Inform
ation Services)、インディアナポリス、インディアナ州；ファーム・ケミカルズ・ハン
ドブック (Farm Chemicals Handbook)、１９９３年版、マイスター・パブリッシング・カ
ンパニー (Meister Publishing Company)、ウィローバイ、オハイオ等もまた参照）。
【００１３】
本発明は除草に有効な総量のジメテンアミドおよび少なくとも他の１種の除草剤を含む除
草または植物成長抑制組成物をまた提供する。
このような組成物は農学的に許容可能な希釈剤と共に活性物質を含む。これらは固体また
は液体、例えば加湿粉末または乳濁可能濃縮剤の形態で通常の希釈剤と共に使用し得る。
このような組成物は、既知の例えば活性成分を希釈剤および所望により他の界面活性剤お
よび油のような製剤成分と混合する方法により製造し得る。
【００１４】
本明細書で使用する希釈剤の語は、さらに容易なまたは改善された投与形態とするか、ま
たは使用に便利なまたは所望の長さの活性を得るために活性成分に添加し得る任意の液体
または固体の農学的に許容され得る物質を意味する。このような希釈剤の例はタルク、カ
オリン、珪藻土、キシレン、非植物毒性油または水である。
【００１５】
水分散可能濃縮剤、水分散可能顆粒剤または湿潤粉末のようなスプレーの形態で投与する
ための特別な形態は、加湿剤および分散剤、例えばホルムアルデヒドと硫酸ナフタレン、
アルキルアリルスルホン酸塩、リグニンスルホン酸塩、脂肪族アルキル硫酸塩、エトキシ
化アルキルフェノールまたはエトキシ化脂肪族アルコールとの縮合物のような界面活性剤
を含み得る。
【００１６】
一般に製剤は０ .０１～９０重量％の活性成分および０～２０重量％の農学的に許容され
る界面活性剤を含み、活性成分はジメテンアミドと少なくとも１種の他の除草剤を含む。
組成物の濃縮形は、一般に約２～９０重量％の、好ましくは約５～８０重量％の活性成分
を含む。製剤の投与形態は例えば０ .０１～２０重量％の活性成分を含み得る。
【００１７】
同時、直後または連続してまたはタンク混合物投与として用いる場合、共同除草剤は適当
であれは、市販されている形態で、製造者が推薦している量または上記の参考文献の量と
等量または好ましくは少ない量で用いることができる。ジメテンアミドは市販の形態 (例
えばフロンティア (商標 )除草剤として )または例えば上記の米国特許第４ ,６６６ ,５０２
号記載のように製剤した形でまた投与できる。
【００１８】
本発明の共投与は、他の生物学的活性をもった化合物、例えば殺虫または殺菌効果をもっ
た化合物もまた含み得る。
投与の好ましい方法は、タンク混合物、例えば、選択した組み合わせ除草剤に依存して、
ジメテンアミドを他の組み合わせ除草剤および適当な界面活性剤に加えるまたはその逆に
より製造する。混合相手のラベルを考慮に入れ、混合する前に適合性試験を行なうのは賢
明である。
【００１９】
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組み合わせる共投与物を選択することによって、発芽前および後の両方の活性を広範囲の
広葉および針葉雑草にもたらし得る。このような雑草の例は
アグロピロン・レペンス (Agropyron repens)－ヒメカモジグサ (quackgrass)
ブラチアリア・プラチフィラ (Brachiaria platyphylla)－メリケンニクキビ (broadleaf s
ignalgrass)
ブロムス・エスピーピー (Bromus spp.)－例えばヤセチャヒキ (downy brome)
センチュラス・エスピーピー (Cenchrus spp)－例えばクリノイガ (southern sandbur)、サ
ンドバール（ sandbur）、フィールド・サンドバール (field sandbur)
ダクチロクテニウム・アエギプティウム (Dactyloctenium aegyptium)－クローフットグラ
ス（ crowfootgrass)
ジギタリア・エスピーピー (Digitaria spp.)－例えば、クラブグラス (crabgrass）、キタ
メヒシバ (smooth crabgrass)、メヒシバ (large crabgrass)
エキノクロア・クルス－ガリ (Echinochloa crus-gali)－イヌビエ (barnyardgrass)
エルーシン・インディカ（ Eluisine indica）－オヒシバ（ goosegrass)
エリオクロア・エスピーピー (Eriochloa spp.)－例えばサウスウェスタン・カップグラス
(southwestern cupgrass)、プライリエ・カップグラス (prairie cupgrass)、ウーリー・
カップグラス (wolly cupgrass)
レプトクロア・フィリホルミス (Leptochloa filiformis)－イトアゼガヤ (red spangletop
)
【００２０】
オリザ・サティバ (Oryza sativa)－イネ (赤米 )(red rice)
パニカム・エスピーピー (Panicum spp.)－例えばキビ (witchgrass)およびオオクサキビ (f
all-panicum)、ブラウントップ・パニカム (browntop-panicum)およびテキサス・パニカム
(texas-panicum)、ワイルド・プロソ・ミレット (wild proso millet)
ポア・アヌア (Poa annua)－スズメノカタビラ (annual bloegrass)
セタリア・エスピーピー (Setaria spp.)－例えばジャイアント・フォックステイル (giant
 foxtail)、フォックステイル・ミレット (foxtail millet)、キンエノコロ (yellow foxta
il)、ブリストリー・フォックステイル (bristly foxtail)、エノコログサ (green foxtail
)
ソルグム・アルマム (Sorghum almum)－ソルグム・アルマム (sorghum almum)
ソルグム・ビコロール (Sorghum bicolor)－モロコシ (shattercane)
ソルガム・ハレペンス (Sorghum halepense)－セイバンモロコシ (seedling johnsongrass)
ウロコロア・パニコイデス (Urchloa panicoides)－リバーシードグラス (liverseedgrass)
【００２１】
アカントスペルマム・ヒスピダム (Acanthospermum hispidum)－ブリストリー・スターバ
ー (bristly starbur)
アマランタス・エスピーピー (Amaranthus spp.)－例えば、ヒユ (pigweed)、ヒメシロビユ
(tumble pigweed)、ホナガアオゲイトウ (smooth pigweed)、アオビユ (redroot pigweed)
、イヌヒメシロビユ (prostrate pigweed)、ウォーターヘムプ (waterhemp)、ハリビユ (spi
ny amaranth)
アムブロシア・アーテミシフォリア (Ambrosia artemisiifolia)－ブタクサ (commom ragwe
ed)
ビデンス・ピロサ (Bidens pilosa)－シロノセンダングサ (Hairy beggarticks)
カプセラ・ブルサ－パストリス (Capsella bursa-pastoris)－ナズナ (shepherdpurse)
セノポジウム・アルバム (Chenopodium album)－シロザ (common lambsquarters)
クレオメ・モノフィラ (Cleome monophylla)－スピンドルポッド (spindlepod)
コメリナ・エスピーピー (Commelina spp.)－例えばツユクサ (dayflower)
クロタラリア・スファエロカルパ (Crotalaria sphaerocarpa)－
【００２２】
ダツラ・ストラニオニウム (Datura stranionium)－シロバナヨウシュチョウセンアサガオ
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(jimsonweed)
デスモディウム・トートサム (Desmodium tortuosum)－ヌスビトハギ (Florida beggarweed
)
ユーフォルビア・ヌタンス (Euphorbia nutans)－ノッディング・スパージ (Nodding spurg
e)
ユーホルビア・マクラタ (Euphorbia maculata)－オオニシキソウ (spotted spurge)
ガリンソガ・パービフロラ (Galinsoga parviflora)－スモールフラワー・ガリンソガ (sma
llflower galinsoga)
イポモエア・エスピー (Ipomoea spp.)－アイビーリーフ・モーニンググローリー (ivyleaf
-morningglory)、トール・モーニンググローリー (tall-morningglory)、ピッティド・モ
ーニンググローリー (pitted-morningglory)
ラミウム・パーパレウム (Lamium purpureum)－ヒメオドリコソウ (purple deadnettle)
マトリカリア・カモミラ (Matricaria chamomilla)－カミツレ (wild chamomile)
モルゴ・バーティチラタ (Mollugo verticillata)－クルマバザクラソウ (carpetweed)
【００２３】
パパベラ・ローエアス (Papaver rhoeas)－ヒナゲシ (corn poppy)
ポリゴナム・エスピーピー (Polygonum spp.)－例えばヤナギタデ (smartweeds)、アニュア
ル・スマットウィード (annual smatweed)、ソバカズラ (wild buckwheat)、みちやなぎ (pr
ostate knotweed)
ポルツラカ・オレラセア (Portulaca oleracea)－スベリヒユ (common purslane)
リチャーディア・スカブラ (Richardia scabra)－フロリダ・パスレー (Florida pusley)
シュクリア・ピナタ (Schkuhria pinnata)－ドワルフ・マリーゴールド (dwarf marigold)
シダ・スピノサ (Sida spinosa)－アメリカキンゴジカ (prickly sida)
ソラナム・エスピーピー (Solanum spp.)－例えばブラック・ナイトシェード (black night
shade)、イー・ブラック・ナイトシェード (E. black nightshade)、ヘアリー・ナイトシ
ェード (hairy nightshade)、シルバーリーフ・ナイトシェード (silverleaf nightshade)
ステラリア・メディア (Stellaria media)－ハコベ (common chichweed)
タゲテス・ミヌタ (Tagetes minuta)－ワイルド・マリーゴールド (wild marigold)(カキ・
ウィード (khaki weed))
シペラス・エスクレンティス (Cyperus esculentis)－カヤツリグサ (yellow nutsedge)
シペラス・イリア (Cyperus iria)－コゴメカヤツリ (rice flatsedge)
【００２４】
更に下記の雑草がまた適当な混合組み合わせを用いた場合制御され得る。
アブチロン・テオプラスチ (Abutilon theophrasti)－イチビ (vervetleaf)
ハイビスカス・トリオナム (Hibiscus trionum)－ギンセンカ (Venice mallow)
アベナ・ファトゥア (Avena fatua)－カラス麦 (wild oats)
シナピス・アルバ (Sinapis alba)－シロガラシ (white mustard)
キサンチウム・ストルマリウム (Xanthium strumarium)－オナモミ (common cocklebur)
カシア・オブトゥシホリア (Cassia obtusifolia)－エビスグサ (sicklepod)
アペラ・スピカ－ベンティ (Apera spica-venti)－ウィンドグラス (windgrass)
カンプシス・ラジカンズ (Campsis radicands)－ラセンカズラ (trumpet creeper)
ロットボエリア・エグザルタータ (Rottboellia exaltata)－イッチグラス (itchgrass)
シノドン・ダクチロン (Cynodon dactylon)－ギョウギシバ (bermudagrass)
レスペデザ・エスピーピー (Lespedeza spp.)－例えばヤハズソウ (lespedezas)
トリホリウム・エスピーピー (Trifoloum spp.)－例えばクローバー (crovers)
【００２５】
ヒプリス・ブルガリス (Hippuris vulgaris)－スナギモ (marestail)
アスクレピアス・エスピーピー (Asclepias spp.)－例えばトウワタ (milkweeds)
サルビア・エスピーピー (Salvia spp.)－例えばランスリーフセージ (lanceleaf sage)
サルソラ・イベリカ (Salsola iberica)－ノハラヒジキ (Russian thistle)
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コンボルブルス・アルベンシス (Convolvulus arvensis)－セイヨウヒルガオ (field bindw
eed)
シルシウム・アルベンセ (Cirsium arvense)－エゾノキツネアザミ (Canada thistle)
プロボスシデア・ルイジアニカ (Proboscidea louisianica)－デビルズクロー (devilsclaw
)
セネシオ・エスピーピー (Senecio spp.)－例えばノボロギク (common groundsel)
コリスポラ・テネラ (Chorispora tennela)－青ガラシ (blue mastard)
アロペクルス・ミオスロイデス (Alopecurus myosuroides)－スズメノテッポウ (blackgras
s)
シシンブリウム・アルティシマム (Sisymbrium altissimum)－ハタザオガラシ (tumble mus
tard)
カペリオニア・パルストリス (Caperionia palstris)－テキサスウィード (texasweed)
【００２６】
雑草選択性はまた通常選択した組み合わせ相手に依存するであろう。ジメテンアミドはコ
ーン (トウモロコシ )、ダイズおよび他の数種の雑草に優れた選択性を示す。
【００２７】
ジメテンアミドと共投与する特異的な組み合わせ相手は、下記のａ )からｗ )に列記した１
個またはそれ以上の型から選択されたものを含む。
ａ .安息香酸類、例えばジカンバ
ｂ .ピコリン酸および関連化合物、例えばピクロラム、トリクロピル、フルオロキシピル
、クロピラリド
ｃ .フェノキシ類、例えば２ ,４－Ｄ、２ ,４－ＤＢ、トリクロピル、ＭＣＰＡ、ＭＣＰＰ
、２ ,４－ＤＰ、ＭＣＰＢ
ｄ .他のクロルアセトアミド類、例えばアラクロル、アセトクロル、メトラクロル、ジエ
タチル、プロパクロル、ブタクロル、プレティラクロル、メタザクロル、ジメタクロル、
特にメトラクロル、アラクロル、アセトクロル
ｅ .アミド類、例えばプロパニル、ナプラタム
ｆ .カルバメート類、例えばアスラム
ｇ .チオカルバメート類、例えばＥＰＴＣ、ブチレート、シクロエート、モリネート、ペ
ブラート、チオベンカルブ、トリアラート、ベルノレート
ｈ .ニトリル類、例えばブロミキシニル、イオキシニル
ｉ .尿素類、例えばジウロン、チアジアズロン、フルオメトウロン、リヌロン、テブチウ
ロン、フォルクロルフェンウロン
ｊ .トリアジン類、例えばアトラジン、メトリブジン、シアナジン、シマジン、プロメト
ン、アメトリン、プロメトリン、ヘキサジノン
【００２８】
ｋ .ジフェニルエーテル類、例えばアシフルオロフェン、フォメサフェン、ラクトフェン
、オキシフルオロフェン
ｌ .ジニトロアニリン類、例えばトリフルラリン、プロジアミン、ベネフィン、エタルフ
ラリン、イソプロパリン、オキシザリン、ペンジメタリン
ｍ .スルホニルウレア類、例えばリムスルフロン、メトスルフロン、ニコスルフロン、ト
リアスルフロン、プリミスルフロン、ベンスルフロン、クロリムロン、クロルスルフロン
、スルホメトウロン、チフェンスルフロン、トリベンウロン、エタメタスルフロン、トリ
フルスルフロン、クロプラスルフロン、ピラザスルフロン、プロスルフロン (ＣＧＡ－１
５２００５ )、ハロスルフロン、メトスルフロン－メチル、クロリムロン－エチル；
ｎ .イミダゾリノン類、例えばイマザキン、イマザメタベンゾ、イマザピル、イマゼタピ
ル
ｏ .シクロヘキサンジオン類、例えばセトキシジム
ｐ .アリルオキシフェノキシ類、例えばフルジアホップ
ｑ .ビピリジリウム類、例えばパラコート、ジコート
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ｒ .ピリダジノン類、例えばノルフラゾン
ｓ .ウラシル類、例えばブロマシル、テルバシル
ｔ .イソキサゾロン類、例えばクロマゾン
ｕ .種々、例えばグリホサート、グルホシネート、メタゾール、パクロブトラゾール、ベ
ンタゾン、デスメジファム、フェンメジファム、ピラゾン、ピリデート、アミトロール、
フルリドン、ＤＣＰＡ、ジチオピル、プロンアミド、ベンスリド、ナプロパミド、シデュ
ロン、フルメトスラム、クレチオジム、ジクロホップ－メチル、フェノキサプロプ－エチ
ル、ハロキシフォル－メチル、キザロホップ、ジクロベニル、イソキサベンズ、オキサジ
アゾン、パクロブトラゾール、エトフメサート、キノクロラック、ジフェンゾコート、エ
ントハル、ホサミン、ＤＳＭＡ、ＭＳＭＡ
ｖ .前記“その他”の１１ａ群。
ｗ .前記“その他”の１１ｂ群。
【００２９】
ａ )からｗ )群の中で特に好ましい組み合わせ相手はｍ )およびｖ )群、すなわちスルホニル
ウレア類およびトリケトン類およびジオン類である。
【００３０】
本発明のジメテンアミドおよびトリケトン (類 )の組み合わせの共投与は、特に穀草類、ト
ウモロコシおよび米のような単子葉雑草に好適である。しかしながら、単子葉および双子
葉雑草がはびこっているトウモロコシ集団への投与は、作物植物への有害な作用が促進さ
れないため、最も有利である。望ましくない雑草への発芽前および後の投与の両方が、こ
の好ましい組み合わせでは可能である。しかしながら、トウモロコシでの投与の好ましい
時期は、トウモロコシ種子の発芽後である。
【００３１】
ジメテンアミドおよびトリケトンまたはジオンの投与量は、もちろん気候条件、季節、土
壌生態学、抑制すべき雑草等に依存して変化するが、充分な結果が、例えば、トリケトン
単独で使用するために必要な量より著しく低い濃度、例えば０ .０１～２ kg/ha、好ましく
は０ .１～１ kg/ha、特に０ .１～０ .６ kg/haでの共投与で得られる。
【００３２】
この群からの組み合わせは、トリケトンまたはジオン類が４－ (４－クロロ－２－ニトロ
ベンゾイル )－２ ,６ ,６－トリメチル－２Ｈ－１ ,２－オキサジン－３ ,５－ (４Ｈ ,６Ｈ )－
ジオンおよびスルコトリオンから選択された場合が好ましく、スルコトリオンである場合
が好ましい。
【００３３】
この型の最も好ましい組み合わせは、スルコトリオンおよびジメテンアミドである。混合
割合は使用する土壌、作物および気候の特異的な条件によって決定されるであろう。共投
与割合の例は、ジメテンアミドが０ .９～１ .５ kg/haおよびスルコトリオンが０ .１５～０
.４５ kg/haの範囲である。組成物中のスルコトリオンおよびジメテンアミドでの重量であ
る活性成分比は１：２から１：１０である。
【００３４】
ジメテンアミドおよびｖ )群から選択されたトリケトン類またはジオン類を含む好ましい
３層混合物共投与に関して、第３の成分は好ましくはｊ )群、すなわちトリアジン除草剤
類から選択される。一般的な３層混合物中、トリアジンは、ジメテンアミドに対して３：
１から１：３の割合で存在し、ジメテンアミド過剰が好ましく、すなわち好ましい割合は
１：１から１：３、例えば１：１ .５である。本３層混合物型での好ましいトリアジン除
草剤はアトラジンである。
【００３５】
本発明のジメテンアミドおよびスルホニルウレア類の組み合わせの共投与は、穀草類、ト
ウモロコシ、サトウキビおよび米のような単子葉類に特に好適である。例えば、単子葉お
よび双子葉雑草がはびこっているサトウキビへ中の投与は、作物への有害作用は促進され
ないが、雑草を非常に制御するため、特に有利である。望ましくない植物への発芽前およ
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び後投与はこの組み合わせでは可能である。しかしながら、サトウキビへの好ましい投与
期間は、サトウキビの種子が発芽してから、またはキビの新芽を植え変えした後である。
【００３６】
この使用では、ジメテンアミドおよびスルホニルウレアの共投与の投与量はもちろん気候
条件、季節、土壌生態学、抑制すべき雑草等に依存して変化するが、充分な結果が、例え
ば、スルホニルウレア単独で使用するために必要な量より著しく低い濃度、例えば１～１
５０ g/ha、好ましくは１０～１００ g/haとの共投与で得られる。
【００３７】
この群では、サトウキビの雑草の制御のために好ましい組み合わせはスルホニルウレアが
クロリムロンであるものである。混合割合は使用する土壌、作物および気候の特異的な条
件によって決定されるであろう。共投与割合の例は、ジメテンアミドが０ .９～３ .０ kg/h
aおよびクロリムロンが１０～１００ g/haの範囲である。サトウキビ中のシペラス・エス
ピーピーを抑制するためには、例えばジメテンアミド２ .０～３ .０ kg/haおよびクロリム
ロン５０～９０ g/haであり得る。組成物中のクロリムロンおよびジメテンアミドの重量で
ある活性成分の比は１：３０００から１：２０の間、好ましくは１：３０～１：６０、例
えば１：３４または１：３８または１：４５である。
【００３８】
ジメテンアミドおよびｍ )群から選択されたスルホニルウレアを含む好ましい３層混合物
共投与に関して、第３の成分は好ましくはｉ )群、すなわち尿素系除草剤類から選択され
る。一般的な３層混合物中、トリアジンは、ジメテンアミドに対して２：１から１：４の
割合で存在し、ジメテンアミド過剰が好ましく、すなわち好ましい割合は１：１から１：
３、例えば１：２である。本３層混合物型での好ましい尿素系除草剤はジウロンである。
【００３９】
ジメテンアミドと１個以上の除草剤、例えば３層混合物は本発明の範囲内にまた含まれる
ことは認められよう。
【００４０】
特異的な混合相手の例は、例えば下記：パラコート (例えばグラモキソン (商標 )またはグ
ラモキソン (商標 )エキストラ )、シマジン (例えばプリンセプ (商標 ))、グリフォサート (例
えばラウンダップ (商標 ))、グルフォシネート (例えばバスタ (商標 ))； (化合物群Ｉ )から
選択される。
【００４１】
特異的な混合相手のさらなる例は、下記：アトラジン、シアナジン (例えばブラデックス (
商標 )またはアトラジンと共にエキストラジン (商標 )またはエキストラジン (商標 )II)、テ
ルブチラジン、ペンジメタリン (例えばプロール (商標 ))、メトリブジン、リヌロン； (化
合物群 II)から選択される。
【００４２】
特異的な混合相手のさらなる例は、下記：ニコスルグロン (例えばアセント (商標 ))、リム
スルフロン (例えばティティウス (商標 ))およびプリミスルフロン (例えばベーコン (商標 ))
； (化合物群 III)から選択される。
【００４３】
特異的な混合相手のさらなる例は、下記：イメザタピル (例えばプルスイト (商標 ))、イマ
ザキン (例えばスケプラー (商標 ))、クロラムベン、アクロニフェン； (化合物群 IV)から選
択される。
【００４４】
特異的な混合相手のさらなる例は、下記：ジカンバ (例えばバンベル (商標 )、クラリティ
ー (商標 )(ＤＧＡ塩形 )またはアトラジンと一緒にマルクスマン (商標 ))から選択される。
【００４５】
特異的な混合相手のさらなる例は、セトキシジム (例えばポアスト (商標 ))、フルアジフォ
ップ (例えばフシラド (商標 ))(化合物群Ｖ )から選択される。
【００４６】
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特異的な混合相手のさらなる例は、下記：スルコトリオン (例えばミカド (商標 ))および４
－ (４－クロロ－２－ニトロ－ベンゾイル )－２ ,６ ,６－トリメチル－２Ｈ－１ ,２－オキ
サジン－３ ,５－ (４Ｈ ,６Ｈ )ジオン (化合物群 VI)から選択される。
【００４７】
３層混合物のための特異的な混合相手の例は、スルコトリオン (例えばミカド (商標 ))およ
びアトラジン (例えばゲサプリム (商標 ))(化合物群 VIａ )である。
【００４８】
特異的な混合相手のさらなる例は、クロリムロン (例えばクラシック (商標 )または３層混
合物でジウロンと共にフロント (商標 ))(化合物群 VII)を含む。
【００４９】
所望の雑草のスペクトル、投与時間等に従って、上記ａ )～ｗ )群中に列記した他の特異的
な除草剤もまた好適な混合相手の特別な例となる。
【００５０】
実施例１
活性成分を重量測定し、アセトン：脱イオン水　１：１およびスパン (商標 )２０；トゥイ
ン (商標 )２０：トゥイン (８５ )８００　１：１：１からなる０ .５％アジュバント混合物
からなる保存溶液に溶解する。この保存溶液からの希釈液を一定量の活性成分を個々でま
たは組み合わせて含むスプレー溶液を製造するために用いる。それぞれの一回量は６００
リットル／ haスプレー量を放出するようにした直線軌道霧吹きセットを経由して、選択し
た雑草群の葉に、発芽後としておよび、予め種をまいた土壌表面に、発芽前として両方投
与する。用いる種子は２－初期３枚葉の段階まで成長させたものである。それぞれの種子
の投与時の成育段階を記録する。投与後、処理した植物を温室に移し、４週間以内の実験
の最後まで保持する。発芽後投与後２～１０日および発芽前投与後１４日の疾病の症状を
記録する。作物疾病および雑草制御の比の可視割合を、発芽後投与後１０および２８日お
よび発芽前投与後１４および２８日で得る。
【００５１】
ジメテンアミドおよび上記に概説した他の特異的活性成分の共投与はそれぞれの成分単独
で投与した場合より改善された除草性効果を生じる。
【００５２】
　実施例２
　野外試験はフロンティア (商標 )７ .５ＥＣおよびアセント (商標 )７５ＷＤＧを用いてト
ウモロコシ中のメヒシバ (large crabgrass)の制御で行った。タンク混合物として雑草の
発芽初期 (３および４枚の葉の段階 )に投与する。活性成分の投与量は、１ .５および０ .７
５ kg/haのジメテンアミドおよび３７ .２および１９ .２ g/haのニコ ロンである。０ .
７５ kg/haのジメテンアミドおよび１９ .２ g/haのニコ ロンの組み合わせ投与で、ニ
コ ロン単独で１９ .２ g/haで３５％、および高濃度の１ .２５ g/haのジメテンアミド
単独で７２％と比較して、無視し得るトウモロコシの傷害と８５％制御が得られる。ジメ
テンアミドの高濃度の３７ .２ g/haとニコ ロンの共投与で、それぞれ単独で、ジメ
テンアミドで７２％、ニコスルフロンで僅か４５％と比較して、さらに劇的な９５％制御
が得られる。
【００５３】
実施例３
エキノクロア・クルス・ガリおよびソラナム・ニグラムがはびこっているトウモロコシ畑
の最小畑単位にジメテンアミドおよびスルコトリオンのタンク混合物懸濁液を噴霧する。
雑草の成育段階はエキノクロア・クルス・ガリについては“充分新芽がでた”、およびソ
ラナム・ニグラムについては“８枚の葉の段階”である。敷地の大きさは長さ８メートル
、幅３メートルである。投与量はジメテンアミドは１ .１ kg/haおよびスルコトリオンは０
.１５ kg/haである。処置７日間後、効果を、雑草の制御および作物植物の耐性の両方につ
いて測定する。
【００５４】
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この試験では、３回繰り返してエキノクロアの制御は９３～９８％の間、ソラナムの制御
は９１～９３％の間であり、トウモロコシ植物のダメージはすべて１０％以下であった。
【００５５】
実施例４
エキノクロア・クルス・ガリおよびソラナム・ニグラムおよびセノポディウム・アルバム
がはびこっているトウモロコシ畑の最小畑単位にジメテンアミド、スルコトリオンおよび
アトラジンのタンク混合物懸濁液を噴霧する。雑草の成育段階はエキノクロアについては
“充分新芽がでた”、およびソラナムおよびセノポディウムについては“６－８枚の葉の
段階”である。敷地の大きさは長さ８メートル、幅３メートルである。投与量はジメテン
アミドは１ .０８ kg/ha、スルコトリオンは１５０または２１０ g/haおよびアトラジンは７
５０ g/haである。処置１４日間後、効果を測定する。
【００５６】
結果は下記の通り (制御パーセント )であった：
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

【００５７】
相乗効果は、スルコトリオンの低濃度で、期待される加算値と比較して殆ど２倍に近い制
御となり、明白に見られる。スルコトリオンの高濃度 (＞３００ g/ha)では、全制御が１０
０％であるため、加算効果の残りが見られるのみである。
【００５８】
実施例５
野外試験はサトウキビを植え、サイペラス・ルトンダスが第１または第２成育段階ではび
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こった区画 (２×２０ｍ )で行い、異なった濃度のタンク混合物の背負いスプレーで噴霧す
る。液体噴霧ブロスの量は４００ l/haである。投与量は２．７ kg/haのジメテンアミドと
、６０ g/haのクロリムロンまたはフロント (商標 )として市販されているクロリムロンおよ
びジウロンの固定比 (１：１９ )混合物１．６ kg/haである。可視評価は処置後 (ＤＡＴ )３
０または６０日に制御割合で行う。期待される加算効果はコルビー (Colby)の方法で計算
する：
【００５９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６０】
得られた結果は、相乗効果が２層混合物 (ジメテンアミド／クロリムロン )および３層混合
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物 (ジメテンアミド／クロリムロン／ジウロン )で得られることを示唆する。
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