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はじめに

卵菌類に属する植物病原菌によって引き起こされる疫病

やべと病は，古くから世界的に農作物の収量や品笠に影響

を及ぼす最重要病害として位置付けられてきた.特に

1845-1846年にアイルランドにおいて主食としていたジャ

ガイモに疫病が大発生し， 100万人の餓死者が出るととも

にアメリカ大臨への移民に繋がったことは，教科書ーにも記

載されている有名な話である.

疫病やべと病は蔓延力が強く，実場頭上，予防散布だけ

ではi削除が追いつかない場合もあり，治療効果を併せ持つ

薬剤が求められている.ープ]，現在の農薬は，人畜や水生

生物に対する安全性だけでなく，環境への投下薬量の低減，

天敵等の有用生物に対する安全性が求められ，より低薬量

で効果を示し，かっ選択性の高い薬剤の開発が望まれてい

る.ベンチアパ 1)カルブイソプロピルは，アミノ酸アミド

カーパメート系の新規殺菌剤であり，卵菌類に属する植物

病原菌によって引き起こされる各稜疫病・べと病に活性を

示し，優れた予防効果と治療効果を発揮する選択性の高い

殺菌剤である 1~7) 本薬剤は既存薬剤とまったく異なる化合

物群に隠し，これまで疫病菌やべと病菌で問題となってい

るフェニルアマイド系，ストロビルリン系殺菌剤等に対す

る耐性菌にも効果を発揮する心.過去の事例から，これら

の卵菌類に属する植物病原菌では薬剤耐性菌の発達が速い

と考えられ，本薬剤についても開発当初から鮒性菌発達リ

スクを軽減させることを臼的に，作用機構の異なる薬剤jと

の混合剤イヒを検討してきた.現時点では， τPNとの混合荊
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であるプロポーズ⑧穎粒水和剤(クミアイ化学)， シモキサ

ニルとの混合剤であるエキナイン⑧!顕粒水手11剤(日本尊逮)

とベトファイター@穎粒水和剤(日本曹達)が国内で販売

されている.また，フルオピコリドとの混合剤であるジャ

ストフィット 6 フロアブル(バイエルクロップサイエンス)

が開発中であり，他の混合前も随時開発段階にある.なお，

本薬剤の単剤であるマモロットrE!1m粒水和剤(クミアイ化

学)もすでに農薬登録を取得している.ーブ]，海外では，

マンゼブとの混合郊である IValbonrEJやフォルペットとの

混合剤である IVincare町などが控界 21カ国で設録を取得

し，推定でブドウやジャガイモを l十1心に約 80万 haで使用

されている.

本稿では，ベンチアパ1)カルブイソプロピルの発明の経

緯，作用特性や防除特性などの生物評価および本薬剤の特

長を活かした効来的な使用方法について報告する.

発明の経韓

1. リード化合物の発見

疫病，べと病的除剤の新規リード化合物を探索する中で，

メタラキシル同様にアミノ毅骨格を有するパリンアミドカー

パメート誘導体 8)に着f=1した.パリンアミドカーパメート

誘導体について検討を行ったところ， このカーパメート誘

導体はべと・疫病に優れた効楽を示したものの，防除特性

の向上などを呂指したさらなる改良が必要であると判断し

fこ.

そこで¥経験的に有している生物学的等価体に関する知

見をこのパリンアミドカーパメート誘導体に適用した.す

なわち，カーパメート誘導体のアミン部位ベンゼン環をべ

ンゾフラン環に変換したところ，新規合成化合物はプロト

タイプ化合物であるパリンアミドカーパメート誘導体に優



502 J克 il¥'lt見ほか

るべと・疫病効果を示した 9.10) そこで， この化合物を新

たなリードとして展開を始めた CFig.1). 

2. ベンチアパリカルブイソプロピルの発見

まずベンゾフラン誘導体での構造活性相関を，キュウリ

ベと病予防効果を指標として検討した.その結果，アミノ

酸部位は CL)-パリンが必須であり，その N末端はカーパ

メート型構造のみが活性を示し，特にイソプロポキシカル

ボニル基が最適であった.ベンゾフラン環の置換基として

は5位に電子吸引性基を導入することで高活性を示し，特

にクロル基やニトロ基が高活性であった.また，ベンゾフ

ラン環の α位については絶対配置が CR)のメチル基が最適

であり， 11l~置換体やジメチル体では活性が弱かった.以!二

の結果から，ベンゾフラン誘導体の化合物 Aを選抜したが，

目標としたレベルには達しなかった CFig.1). 

活性向上を目指し化合物の化学的・物理化学的な特徴と

生物活性との関係を考慮しつつ展開を進めたが，ここまで

の知見でアミノ酸部位については活性を示す骨格が限定さ

れることから，アミン部{立を中心に合成展開を行った.な

お，アミン部位の検討では，ベンゾフラン誘導体の最適化

での知見を活用した.すなわち，予防活性についてはアミ

ン部位芳香環の電子吸引性基の存在が大きく影響し，治療

活性については化合物の水溶解度が大きく影響している傾

向がみられたことから，それらの点に留意して展開を進め

た.その結果，アミン部位の展開でベンゾチオフェン誘導

体，ベンゾチアゾール誘導体が興味あるべと病予防活性を

示しfこ.

ベンゾチオフェン環，ベンゾチアゾール環の置換基とし

てはともに 6位に電子吸引性基を導入した化合物の活性

が高く，特に立体的に小さなフッ素原子を導入した化合物

LIイドfA薬学会誌;

が最高活性を示した.またアミノ酸部位について構造と活

性との関係を再検誌したところ，当初べンゾフラン誘導体

で得られた関係と全く同機な結果であった.それぞれ最適

化されたべンゾチオフェン誘導体 Bとベンゾチアゾール誘

導体 Cの比較では，ベンゾチアゾール誘導体が予防活性，

治療活性ともに優れていた.特に，ベンゾチアゾール誘導

体で環の置換基をフッ素原子で最適化したことが化合物の

物性に良い影響を与え，移行性等を改善して，本薬剤の特

長の一つである高L、治療活性を付与することができたもの

と考えられる CTable1). 

このように，それぞれの誘導体における構造の最適化を

行い，最終的に適度な 10gP1fE(，水溶解j立を持つ化合物 Cが

各種べと病・疫病に対し ;jiS~ 、予防活性を示し，高い治療活

性をも有することがりjらかになり，ベンチアパリカルブイ

ソプロピルを最終選抜した CFig.2)10.11).

ベンチアパリカルブイソプロピルについて

1. 物理化学的性状

一般名:ベンチアパリカルブイソプロピル

化学名 isopropyl[(S)-I-[(R)-1偏 (6-f1uorobenzothiazol-2-

yl)ethylcarbamoyト2-methylpropyl]carbamate

CAS No.: 177406-68-7 

分子式 C1sH24FNP3S

分子賞 381.46

外観: I~I色同体粉末

融点 169.2
0

C

蒸気圧 <3.0XJ 0-4 Pa 

水J手拍手度 13.14μg/ml(20oC) 

Log Pow 2.52 (250C) 

R2owpX1 
lP3-5451 (Bayer) 
prototype compound 

回目→酔
R"O川J 入。仏日戸

一一炉 compound A 

CIろ:jJ
JP6-157499 (Kumiai， lhara) 

new 1巳adcompounds 

P，'-i >Bll-I ，Ph> Pr， allyl> Me，Bz 

CQ R~ι;酔臼ω川………νM附附le.l'
-ヘ、

logP: 3.89 Downy mildew on cucumbcl 
SW : 0.21 EC刊1.5μglml(preventive) 

>50μglml (curative) 

~え(長)_~. L何 6 ヘ
¥:/0' N )f Y U 

18ペ-;) position : 5 >> 4‘6.7> 3 

く 以山:氾CαI川，

(R)司Me>El > H， Pr， Ph， (S)-Me 
NHι、勺‘ Ph1 

Fig. 1. Structure-activity relationship ofbenzofuran derivatives on cucumber downy mildew. 
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Table 1. Physicochemical properties and biological activities on downy mildew and late blight 

Sw 
Compounds logP 

(μg/ml) 

叫品d A)
3.89 0.21 

叫 EJ;今;; 3.84 1.43 

入品HJで 2.52 13.14 

EC50 (μg/ml) value: + + + :<0.5， + +・0.5-3，十:3-10，一:10-100

Fig. 2. Chemical structure ofbenthiavalicarlトisopropyl.

Cucumber Grape τomato 

Downy mildew Downy mildew Late blight 

Preventive Curative Preventive Preventive 

(EC50) (EC50) (EC50) (EC50) 

++ 十十 ++ 

十十 十 十十 ート十

十十十 十十 十十十 十Jトート

2. 安全性

ベンチアパリカルブイソプロピルの人畜毒性は普通物，

魚、毒性も A類相当であり，非常に安全性が高い薬剤である.

本剤は催奇形性，突然変異。性や次世代に及ぼす影響が認め

られず， I浪や皮膚への重篤な刺激性や感作性も認められな

い.また，本薬剤は，環境や有用生物に対してやさしく，

ミツバチやマルハナパチ，チリカブリダニなどの天敵類に

もほとんど影響がないので，総合的有寄生物管理Crnte欄

Table 2.εfficacy of benthiavalicarb-isopropyl on sever昌1plant diseases 

Hosts Diseases Pathogens Efficacy 

Cllcllmber Downy mildew Pselldoperonospora cubensis 十+ート

Grape Downy mildew Plaslllopara viticola 十++

Tomato Late blight Plzytophthora infestans ート÷十

Potato Late blight Phytophthora uzjestans +++ 

Chinese cabbage Downy mildew Peronospora parasitica イト++

Cabbage Downy mildew Peronospora parasitica +十十

Onion Downymildew Peronospora destructOl ート++

Lettllce Downy mildew Bremia lactllcae ÷ート÷

Cucllmber Damping“o汀 Pythilllll debmyanulll 

Rice B1ast Pyriclllaria 01ア'zae

Rice Sheath blight 刀'wnatephoruscuclll/leris 

Wheat Powdery mildew Blllllleria graminis 

Cucumber Gray mold BotJytis CInerea 

Apple Scab F告nturiainaeqllalis 

Japan巴sepear Rust Gymnosporangilllll asiaticlllll 

十+今:excellent， + + : good， +・ moderate， : no巴佼ect
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The inhibitory activity of benthiavalicarb寸sopropyland metalaxyl agai百stmycelial growth of PhytophtllOra Spp. Table 3. 

Metalaxyl (μg/ml) Benthiavalicarb四 isopropyl(μg/ml) 

Strain Pathogen 
恥1ICh)

ハ
リ5

 
c
 

pu 
MICh) EC

50
") 

d) nt 0.03-0.1 0.03 TK-301 Ph仰 nt 

0.3-1 0.09 0.1-0.3 0.02 rl234 

>10 0.05 0.1-0.3 0.02 r1234-2 

>10 0.21 0.03-0.1 0.03 rO-3 

3-10 0.15 0.1-0.3 0.03 C-3 

7_IC) >10 

0.3-1 

>3 

>3 

>10 

0.54 

0.62 

0.03 

0.1-0.3 

0.03-0.1 

0.1-0.3 

0.03-0.1 

0.1-0.3 

0.04 

0.02 

0.03 

-AU
 

A
りIFO-8386 

IFO-30285 

IFO-30474 

>3 0.08 0.05 IFO-30595 

>3 0.08 0.1-0.3 0.02 IFO-30416 

Phytophthora capsici 

PhytophthOl・apalmivora

Phytophthora cactorllln 

Phytophthora nicotianae 

Phytophthora porri 

Phytophthora katsurae 

Phytophthora lIlega白.sperma

>100 0.46 0.03-0.1 0.04 

>100 

α) The 50% inhibitory concentration.的 Theminimum inhibitory concentration. c) Phenylamide-resistant strain. d) Not tested 

0.34 0.1-0.3 0.02 

grated Pest Management， IPM) に適している 12) II<i糸生育lこ対し低濃度で阻害活性を示し， EC90 1f~(はそれぞ

れ 0.6μg/ml，0.03μg/ml. 0.07μg/mlおよび 0.06μg/mlで

あった. しかし，本薬剤の 100μg/ml処理でも，遊定子の

うの間接発芽や逃走子の運動には影響が認められなかった

CFig.6). 

本薬剤の作用メカニズムについては 14Cを用いたトレー

サ-'Cjミ験にて各種検討を行ったが，電子伝達系をはじめと

して，核酸，タンパク質，脂質の'1.合成系，細胞膜の機能

などに対して影響は認めらなかった. しかし，本薬剤を

3. 防除スペクトラム

本薬剤の各種植物病原菌に対する防除活性を抗菌力試験

やポット試験， 1IIi1場試験にて確認したところ，卵菌類の一

部にのみ活性を示し，子のう菌IIJ]や担子荷門，不完全菌門

に屈する菌類には会く活性を示さないことが明らかとなっ

ている CTable2). また，本薬剤の各種 Phytophthora属医iに

対する抗菌活性試験(寒天平板希釈法)では，何れの医i株

に対しでも MICは0.03-0.3μg/mlであった CTable3). 

300 100 30 ハU
戸、

コ0.3 

100 

80 

20 

O 

60 

40 

(ヌ)一
C
」言。

υ

4. 防徐特性

これまでのポット試験および閥場試験から，ベンチアパ

リカルブイソプロピルは， トマト・ジャガイモ疫病および

キュウリ，ブドウべと病などに対して高い予防効泉と治療

効果を111:せ持ち CFig.3， 4)，耐雨性，残効性についても良

好であることがわかっている.本薬斉剤4は，下位主

3葉2器5への浸透移行性はほとんど認められないものの，茎部か

らは吸収され，速やかに最上位葉まで移行し効果を発揮す

ることが明らかとなっている.また，線部からの浸透移行

性や，葉表から葉裏や葉裏から葉表への浸遠性も有してい

る CFig.5). Concentration (μg/ml) 

.A Mancozeb 

Fig. 3. Preventive activity of benthiavalicarb-isopropyl on tomato 

late blight. Vertical bars represent the standard deviations of the 

mean (日=3).

盤 Benthiavalicartトisopropyl

5. 作用特性と作用機構

本薬剤は Invitro試験においてジャガイモ疫病菌の遊定

子のう形成，遊定子のう誼接発芽，被のう胞子発芽および
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(ヌ)一。ぉ
ccυ

~Jみメ〉、 'K(' ;u.乙 "lI;-'~，ム吋ケ
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ハ
υ

ハVl
 

80 

40 

20 

60 

(ヌ)一。
h
g
u
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80 

40 

20 

100 

60 

100 30 ハU1
 

，、
コ

。
100 30 10 3 0.3 

。

Concentration (j.tg / ml) 

Fig. 5. The translaminar and systemic activitiy of benthiavalicarb-

isopropyl on tomato late blight. Benthiavalicarb-isopropyl was ap-

がたdonly on the adaxial surface of tomato leaves (A)， on lower 
leaves (+) or on the soil (図)at 24 hr before inoculation. As for 

translaminar activity， inoculation was carried out on the abaxial sur-
face of the leaves. Yertical bars represent the standard deviations of 

th巴mean(n=3) 

Concentration (μg/ml) 

Fig. 4. Curativ巴 activitiy of benthiavalicar1:ヲーisopropylon tomato 

lateむlight.B巴nthiavalicarlトisopropylwas appli巴dat 12 hr (凶)or 24 

hr (A) after inoculation of Phytophthora I11;.た'stans.Mancoz巴bwas 

appli巴dat 12 hr (e) or 24 hr (+) after inoculation. Yertical bars rep-

resent the standard deviations ofthe mean (n口 3).

6. 臨場試験

ベンチアパリカルブイソプロピルは，臨場においても各

種疫病やべと病に対して高い防除効果を示す 4) 特に，予

i狩効果に加えて治療効果を有すること，茎部から上位葉へ

の浸透移行性，浸遠性，耐雨性や残効性なども良好なこと

から， 100~1500μg!ml を要する摂存薬剤に比べて， f迂薬量

の 50~75μg!ml で高い i涜|徐効果を発揮する.また， 1O~14 

0.025μg!ml合む液体培地で 721汀培養したところ，産j糸先

端部がII髭潤するなど形態的な異常が認められたことから細

胞壁への影響を検討した結果，細砲壁生合成に関与するセ

ルロースの繊維化を阻害していると推測された 13) さらに

疫・べと病の多剤耐性菌に対する効果を検討したところ，

フェニルアマイド系およびストロピル 1)ン系薬剤lとは交差

しないことが判明した 4)

Zoospore release 

Zoosporangia 

pI 

。σ:ρ
 

m
u
v
f
 

o
-
-

n
y
n
u
 

E

3

4

・也
o
o
 

h

m

 

Sporulation 

時 I凶 ibitionsite 

長泉
旬Cystspore 

germination 

ん¥
-， • 

町議言、
亀
勘
匂
市
川

、
γ Mycerial 

growth 

Biological activity ofbenthiavalicarb-isopropyl. Fig.6. 



506 rfJ imH~ð ほか

日間隔の散布でも防除可能であり，ダブルインターパル散

布にも対応できるなど，投下薬草:や散布回数の低減に貢献

している.

ベンチアパリカルブイソブロピルの特長と

効果的な使用方法

以下， lIIJ記した防除特性や作用特性などから本薬剤の特

長をまとめ，それを活かした効果的な使用方法について提

案する，

1. 特長(使用上のメリッ卜)

1.1. 新しい作用性の殺菌剤

ベンチアパリカルブイソプロピルは，新規骨格のアミノ

酸アミドカーパメート系の新規殺菌剤である.作用メカニ

ズムは細胞壁生合成に関与するセルロースの繊維化m容と

推測しており，既存の屯子伝達系阻害剤や RNA合Jili:JlIl告:

剤とは全く異なり，既存薬剤の耐性閣にも効果を発搬する

ことから， どのようなローテーションI坊除の中にもキ且みjJL

むことが可能である.また，プロポーズ伝mn粒水和剤では，

j見合成分である TPNの幅広い防除効果を活用し，べとー疫

病と即時発生する病害も防除することが可能となる.

1ム卵菌類に優れた効果

ベンチアパリカルブイソプロピルは，疫病ilfTやべとf丙菌

などの卵菌類に隠する病原磁に対して，特異的に極めて低

濃度で殺[1fT活性を示し，ポット試験では，実用濃度 50μg/

mlの 1150(Jμg/m])以下の濃度でも高L、防除効果を示す.

一方，その他の植物病原菌には全く効果がなく，高い選択

性を有している.

1ふ浸達性を有し，高い治療効果

~~而に散布されたベンチアパリカルブイソプロピルは，

葉表から葉梨，禁裏から葉表なと、葉内への浸達性を有して

おり，散布ムラによる効果低下の駿減が}羽待できる，-jj， 

本薬剤は疫病菌，べと病faTに対して殺菌活性を発揮するた

め，葉内へ移行した本薬剤は，すでに感染した病原菌にも

効果を示す.特に，菌糸生育阻害が5郎、ため，感染後の病

斑の進展も阻害し，停止型病斑を示す場合もある.

以上のように本薬剤は，予防効果のみならず，治療効果

も有する薬剤jであり，感染好適日前後にゆとりを持って散

布することが可能となる.

1.4. 二次感染阻害効果

ジャガイモ疫病閣のライブサイクル(生活環)ごとに作

用性を確認した結果，遊走子のう形成や遊走子のう直接発

芽，被のう胞子発芽および菌糸生育に対して，極めて低濃

度で11/1害活性を示した.以上のことは，本薬剤が高い治療

効果を有することを裏付ーけるとともに，特に遊走子のう形

成昭容に優れていることは，次世代の菌密度(二次感染源)

を効率的に抑制することにより，米感染葉への病害の進展

|二l本山梨E学会誌

やi必i場全体のi量i密度を低下させることが可能となる.

1ふ残効性，耐雨性に優れる

ベンチアパリカルブイソプロピルは，低濃度で疫病菌，

べと病的に効果を発者lfする.本薬剤は葉内へ速やかに移行

し，そのiiIが微量であっても有効に作用するため，耐雨性

と残効性(効果持続性)に優れている.作物の栽培方法や

生育ステージ，病原菌の密度にも左右されるが， 10-14日

間隔の散布でもl削除可能であり，農薬の散布ITII数の低減に

寄与すると考えている.

1ふ 作物・人畜・有用生物への高い安全性

ベンチアパリカルブイソプロピルは，人議毒性は普通物，

魚毒性は A惣で安全性は高い.また，卵ilfi類にのみ作用す

ることから選択性は高く，有用生物に対する影響は少なく，

IPM 体系での位器付けが可能である.作物に対する安全性

に関しては，数々の公的試験や社内試験で、も薬害発生事例

は一例もなく，極めて作物への安全性がよれ、薬剤と言える.

おわりに

べと病・疫病は重要な病害であるにもかかわらず， I坊l徐

の主体は長らく銅剤やマンセ、ブなどの保護殺菌剤が中心で

あった.フェニルアマイド系殺菌剤が開発され，治療活性

を千ぎする薬剤として脚光を浴びたが， mJもなく耐空!:T!Mが出

現した.筆者らは，ポスト・フェニルアマイド系殺菌剤iを

目指し，卵菌類防除薬剤の探索に着手した.ベンチアパリ

カルブイソプロピルの上市前後に多くの卵菌類防除薬剤が

開発されてきたが， ブェニルアマイド系殺菌剤jのような高

い治療活性とアポプラスト移行性を有する薬剤jは非常に少

ない.本薬剤が双方の性質を兼ね備えていることは，作物

保護分野で大いに賞献できるものと考えられる.

各種特徴を有した本薬剤については，今後もより一層，

国内外での各栽培体系における有効的な使用法等を提案し，

世界の食糧生産に設献していきたいと考えている.その者1¥

j立，各地域における指導機関と述携しながら普及活動を

行っていくので，ご指導，ご、助言をお願L、する次第である.

最後に，ベンチアパリカルブイソプロピルの開発上T!iに

あたり，多大なご指導とご支援を賜りました日本植物防疫

協会ならびに各国公立試験場と研究機関の先生方に厚くお

礼申し上げます.また，本薬剤の研究と開発は，筆者らだ

けでなくクミアイ化学工業株式会社，株式会社ケイ・アイ

研究所，イハラケミカル工業株式会社の各研究所，開発，

営業，生産部門関係者の総力を傾注して得られた成果であ

り，ここに深く感謝致します.
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