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はじめに

横物に寄生するダニはハダニ科，フシダニ科，ホコリダニ

科，コナダニ科に属するものが主で，特にハダニ類は果樹，

野菜，茶などの農作物および花芥類を加害することから重要

な防除対象となっている.ハダニ類の防除については，薬剤

抵抗性の発達のため有効な薬剤が少ないことから函難な場合

が多く，作物生産現場から常に新規薬剤が求められている.

また，近年，薬剤抵抗性を回避する目的で，作用性の異なる

殺夕、、ニ献をローテーションで使用したり，天敵など喜子利用す

るダニを含めた総合的な病害虫防除方法(IPM) についての

検討も積極的に進められている.

シフルメトフェン(1， Fig. 1)は大塚アグリテクノ株式会

社が創製・開発したベンゾイルアセトニトリ lレ骨格を有する

新規殺ダニ剤で，果樹，野菜，茶などの農作物および花井類

を加害するハダニ類に対し優れた前除効果を示す殺ダニ剤

である.本剤はハダニ類の各発育ステージに対して活性を

し，また，既存の殺タ*ニ剤どは異なる作用性を示すことか

ら，既存剤に対して薬剤抵抗性を発達させたハダニ類に対し

ても有効で、ある.また，本部は開場において十分な残効性を

示し，長期にわたり各種ハダニの密度を抑制する.さらに，

本剤散布後において人畜や環境および生態系に与える影響が

極めて少なく，天敵や有用生物に対しでも影響を及ぼさない

という高い選択性を有することから， IPMの概念に適した

薬剤である 1-6)

*千 772-0021徳島県鳴門市史滞日lJ里浦字花街615

E-mail: ntakah丘@otsuka.agritechno.jp

@ Pesticide Science Society ofJapan 

日本においては2001年からの社団法人日本植物紡疫協会

における公的委託試験を経て， 2007年 10月26日に農薬登録

を取得した後，悶年にダニサラパフロアブソレ@の商品名で販

を開始した.また海外においては2012年3月現在で，世

界 15ヵ国で農薬登録を取得しており，今後も EU，南北アメ

リカ，アジア，アフリカ，オセアニアの各国での開発展開を

計闘している.

本稿ではシフルメトフェン創製の経緯，安全性，作用特

性， r坊除効果および作用機構などについてその棋聖を紹介す

る.

研究の経緯

1. リード化合物の発見

殺虫・殺ダニ活性を有する新規リード化合物の探索研究

過程で，チョウ白書虫，カメムシ白書虫およびアザミウマ自

害虫などに対する幅広い殺虫スペクト lレを有するアクリロ

ニトリル誘導体に着自し，研究喜子開始した.アクリロニト

リル誘導体についてシェーリンクやがthiapronil(Fig. 2) を発

表7)して以降，すでに白本の農薬会社からこの系統化合物に

関する特許8-11)が数多く出願されており，新規探索研究喜子始

1 

Fig. 1. Chemical structure of cyflumetofen 



めるには新たな農薬デザイン戦略が求められた.そこで，殺

虫，殺ダニおよび徐草活性を有するピラゾリジンジオン誘導

体 12-15)の探索研究で得られた知見を基に，活性発現母核で

あるアクリロニトリル脅格のデザイン変換を試みた.すなわ

ち，本系統化合物の構造上の特徴であるケトーエノール亙変

異性構造に着目し，ケト型異性体の活性メチンにハロゲン原

子を導入した罷換ベンゾイルアセトニトリル誘導体3を新た

にデザインした.実擦に合成された塩素置換ベンゾイルアセ

トニトリル誘導体4は優れた殺虫・殺ダニ活性を有するこど

が判明し，最初のリード化合物どなった 16)

どころで， リード化合物からの初期合成展開において

最終化合物アは他社特許化合物8を経由して合成 (Fig.3， 

5→8→7)する必要があった. しかし，製造プロセスの観

点から別途合成1レートを探索する必要が泊り，先に置換基Z

を導入した鍵中間体6を経由して，最後にベンゾイ Jレ化する

合成ノレート(Fig.3， 5→6→7)そ新たに検討した.種々の寵

換基Zを導入した誘導体を合成し殺虫・殺夕、、ニ活性を評価し

たところ，エトキシカJレボニJレ基を導入した化合物9は，殺

虫活性は消失したものの第一次リード化合物のハロゲン誘導

体4よりも高い殺ダニ活性を示した.興味深いことに，ハロ

ゲン罷換ベンゾイルアセトニトリル誘導体3において置換基

良がヘテロ環の場合，殺虫および、殺ダニの両方の活性を示し

たのに対し，エステJレ麓換ベンゾイルアセトニトリノレ誘導体

の場合，ヘテロ環を導入した化合物10においては殺虫，殺

タゃニ活性どもに全く認められなかった.一方，フェニル讃換

べンゾイ Jレアセトニトリル誘導体9はハダニ類に対してのみ

活性が認められ，非常に構造特異的であるこどが判明した.

以上のように合成麗関上問題のない，かつ化学構造上全く新

規な第二次リード化合物を構築することができた.
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position: pー>>0-，m嗣

4-X:卜Bu> H， CI， Br， CF3， Me > N02， CN， MeO 

position: 0->> m-， p-

ルY:CF3>> CI， Me， MeO， MeS，れ102，CN， C02Et 

Fig. 4. Structure-activity relationships of benzoylacetonitrile deriva回

tives against Tetranychus urticae. 

最後に， A環部をトフやチJレ基にB環部を2-トリフノレオロメ

チlレ基に回定し，エステル部の最適化を検討した.エステ

lレ部アルコールを種々変換した化合物のナミハダニに対す

る殺成虫活性ど殺卵および殺醇化幼虫活性を Table1に示し

た.ナミハダニの成虫に対する効果発現には，メトキシ基

(11)， プロパJレギノレオキシ基 (13)，メトキシエトキシ基

(1)，メチルチオ基 (16)および、エチノレチオ基 (17)の導入

が有効で、あった.一方，ナミハダニの殺卵および殺醇化幼虫

に対する効果を評価したところ，アルコキシアルキJレ体およ

び、アノレキlレチオ体はいずれも活性が高く，特にメトキシエト

キシ基を有する化合物1が優れた活性を示した.

これまで合成した化合物の中から，闘場での薬効，薬害，

残効性，殺夕、、ニスペクトラム等を比較検討し，最終的にシフ

ルメトフェン(1)を殺ダニ剤開発候捕化合物どして選抜し

2. 最適化とシフルメトフェンの発見

第二次リード化合物9は農薬スクリーニング試験において

ナミハダニ， ミカンハダニなどのハダニ類に対してのみ活性

を示したことから，新規殺ダニ斉Ijの部製に焦点を絞り合成展

調を進めた.まず，ナミハダニに対する活性を指標にA環部

およびB環部に様々な置換基を導入し，その構造活性相関を

検討した (Fig.4).

B境部のオJレト位，メタ位，パラ位に， トリフルオロメチ

Jレ基を導入するとオlレト伎にのみ活性が認められた.さら

に， トリフルオロメチノレ基をハロゲン， アJレキル，アルコキ

シ等の他の置換基に変換するど殺夕、、ニ活性は消失した.この

ことから， B環部は2-トリプルオロメチル基が活性に必須で、

あることが判った.

またA環部のオルト位またはメタ位に置換基を導入する

と活性は消失した.パラ位へのハロゲン，アlレキル，ハロア

ルキlレ等の置換基導入が活性の向上に効果的で，中でもトブ

チJレ基が最も高い殺ダニ活性を示した.
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Table 1. Effect of substituent A -R of the ester moiety on the activity against adult， eggs and hatching larvae of Tetranychus urticae 
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Table 2. Toxicology of cyflumetofen 

Organism Result 

Acute oral 

Acute dermal 

Acute inhalation 

Skin irritation 

Eye irritation 

Fish 

Aq uatic crustacean 

Algae 

Rat (female) 

Rat (male， female) 

Rat (male， female) 

R昌bbit

Rabbit 

Carp 

Daphinia magna 

Selenastrum capricornutum 

LDso >2000mg/kg 

LDso >5000mg/kg 

LCso >2.65mg/L 

Neg昌tive

Slight -irritant 

LCso (96h) >0.54mg/L 

巳Cso(48h) >0.063mg/L 

EbCso (O-72h) >0.037mg/L 

ナー 17-21)
山・

シフルメトフェンの性状

一般名:シフルメトフェン (cyflumetofen)

商品名:ダニサラパ.(Danisaraba") ， PowershotヘOkey.，

Obny'ヘScelta"

IUPAC名 : 2-methoxyethyl (RS)-2-( 4-tert-butylphenyl)田み

cyano伊 3-oxo“3-(α，α，α-trifluoro-0-toly )propio-

nate 

試験名:OK-5101 

分子式:C24H24F3N04 

分子量:447.5 

CAS No. : 400882心7-7

融点:77.9 ~ 81.70 C 

蒸気庄:<5.9 x 1叩O一6ヤPa叫(2お50c) ) 

7水:1<7湾容解度:0.0但28担lmgダ/L(2却00C。) 

分配係数:Lo句gP丸o

シフルメトフヱンの安全性

1. 晴乳類や水生生物に対する安全性評価

シフ Jレメトフェン原体および20%フロアブル剤の哨乳類

に対する急性毒性は経口，経皮および吸入いずれの投与法で

も低く，慢性毒性，発がん性，遺伝毒性，催奇形性，繁殖毒

性等の各種試験において高い安全性が確保された.また，水

生動植物のコイ，オオミジンコおよび譲類などに対する影響

は小さく，高い安全性が明らかになった (Table2). 
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Table 3. Effect on natural enemy of cyflumetofen 

Commonname Natural enemy Stagea) productb) Test method') 
Dosage 

Mortalityd) 
(mg/L) 

Predatory mite Amblyseius womersleyi Nymph TG L 200 

Amblyseius califomicus N1 20%SC L 200 

Ambか'seiuscucumeris N1 20%SC L 200 

Phytoseiulus persimilis adult TG L 200 

Typhlodromus pyri Nymph 20%SC DF 34，500 

P昌rasitoidwasp Arrhenophagus albitibiae adult 20%SC C 100 

Pupa 20%SC D 100 

Aphidius colemani adult TG DF 200 

Aphidius rhopalosiphi adult 20%SC DF 34，500 

Chrysocharis pe目的eus adult 20%SC DF 200 

Encarsia formosa Pupa TG D 200 

Neochrysocharis formosa adult 20%SC DF 200 

Trichogramma sp. Pupa TG D 200 

adult TG DF 200 

Predatory insect Chrysoperla camea 11-2 20%SC L 200 

Oligo似 kashimiricabanefica 11 20%SC DF 200 

Orius str忽icol/is 13 20%SC L 200 

Scolothr伊'stakahasii 11…2 20%SC L 200 

Stethorus japonicus L2 20%SC DS 200 

a) Growth stages of insects tested. N1， 11， L2 and 13 indicated protonymphs，長rstinstar， second instar and third instar respectively. 
b)TG: Technical grade， SC: Suspension concentrates. 
C)Test method. L: leaf disk spray method， DF: 1コryfilm method， DS: Direct spray method， D: Dipping method， C: Contact to the treated twig. 
d) Mortality: less than 30%; -， 30…80%; +，80-99%;十十，more than 99%; + + + . 

2. 天敵・有用生物に対する安全性評価

シフルメトフェンの天敵および有用生物に対する影響を

Table 3および~Table 4に示した.シフルメトフェンはハダ

ニ防除に使用されることもあるチリカブリダニ，ケナカ、、カ

ブリ夕、、ニ，ハダニアザミウマ，オンシツツヤコパチおよび

Trichogramma sp.などに加え，野外に生恵、するその他カゲロ

ウ，ハネカクシやテントウどいった天敵類に対して影響が少

なしその他の重要害虫に寄生する蜂類に対しでもほとんど

影響を及ぼさなかった.また，受粉用のミツバチやカイコど

いった有用毘虫類， ミミズやウズラなどその他の非標的生物

に対しでもほとんど影響を及ぼさなかった.このようにシフ

ルメトフェンは天敵類や有用昆虫および、非標的生物に対し

て極めて安全性が高いことから， IPMに適した薬剤ど言え
る1-6)

シフルメトフェンの作用特性

1. 活性スペクトラム

シフJレメトフェン (20%フロアブ、ル剤)は植物寄生性ハダ

ニ類において重要な防除対象どなるナミハ夕、、ニ，カンザワハ

ダニなどのテトラニカス属， ミカンハダニ， リンゴハダニな

どのパノニカス属に対して高い活性を示した. またハダニ類

の捕食性天敵であるカブリダニ類に対しては影響が少なく，

高い選択性を示した.一方，チョウ白書虫，カメムシ自害虫

およびアザミウマ自害虫に対しては活性が全く認められな

かった 1-4) (Table 5). 

2. ステージ別効果

シフルメトフェン (20%フロアブル剤)の各麓ハダニに

対する各発育ステージにおける効果をTable6に示した.シ

フルメトフェンは各発育ステージにおいて高活性であり，

特に幼虫および若虫に対する活性が高く，ナミハダニの成

虫，幼虫，第一若虫，第二若虫に対する LCso値はそれぞれ

4.8ppm， 0.9ppm， 1.0ppmおよび1.9ppmであった.卵に

対する直接的な鮮化阻害活性は低いが， 9際化直後の幼虫に対

して活性が高いこどから，卵および僻化幼虫に対する LCso

f複は2.5ppmど低い{痘であった. また，カンザワハダニ， ミ

カンハダニにおいてナミハダニど悶様の傾向が認められ，種

差が小さいという特徴を有することが判明した 1-4)
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Table 4. E除 cton beneficials of cyflumetoたn

Benefici丘ls Stagea) Productb) Test methodc) Dosage (mg/L) Mortalityd) 

Bombyxmori L4 TG M 5mg/50g 

Apis mellif討。 Adult TG T >591μg/bee 

Adult 20%SC O >591μg/bee 

Colony 20%SC S 200mg/L No effect 

Bombus terestris Adult 20%SC O >591μg/bee 

Adult 20%SC S 200mg/L 

Osmia com~介ons Adult 20%SC S 200mg/L 

Eisenia foetida Adult TG M 1020 mg/kg dry artfical No death 

soil 

Colinus virginianus Adult TG O 2000mg/kg No death 

a)τhe forth instar larvae. 

b)TG: Technical grade， SC: Suspension concentrates. 

C)Test method. M: Mixing with feed or soil， T: Topical applic昌tion，0: Oral， S: Spraying on insect. 

d) Mortality: less than 30%;ー，30-80%; +， 80-99%; + +， more than 99%; + + + 

Table 5. Acaricidal and insecticidal spectrum of cyflumetofen 20%SCa) 

Commonname 

Two-spotted spider mite 

Kanzawa spider mite 

Citrus red mite 

European red mite 

Common cutworm 

Diamond叩backmoth

Green rice leafhopper 

Green peach aphid 

Western flower thrips 

a) Suspension concentrates. 

Scienti長cname

Tetranychus urticae 

Tetranychus kanzawai 

Panonychus citri 

Panonychus ulmi 

Spodoptera litura 

Plutella xylostella 

Nephotettix cincticeps 

均'zuspersicae 

Prankliniella occidentalis 

Stageb) 

adult 

adult 

adult 

adult 

L2 

L2 

L1 

adult 

L1 

LCso (mg/L)c) 

4.8 

1.1 

0.8 

1.4 

>200 

>200 

>200 

>200 

>200 

b) Growth stages of insects tested. L1 and L2 indicated first instar and second instar. 

C) Mortality was assessed 2 days after treatment in each evaluation method. 

3. 効果発現速震と作用様式

シフルメトフェンのナミハダニに対する効果発現速度は既

存の殺ダニ剤ど比べると比較的緩やかで、ある.散布約4時間

後から効果発現錨体が見られ始め，その異常個体は特に顕著

な痘主義や苦悶症状を示すことなく静止し，全ての個体の静止

にはおよそ 12時間以上を要した.実際の圏場でシフルメト

フェンを処理すると，ナミハ夕、ニは苦悶症状喜子示すことなく

静かに死亡するため，死体がいまだ生きているかのように葉

上に残る現象が観察された 3，4)

4. 他剤との交差抵抗性

新規殺ダニ斉IJの開発において 既存剤どの交差抵抗性の有

無は非常に重要である.既存の殺ダニ剤に対し感受性が低下

した野外個体群に対するシフルメトフェン (20%フロアブJレ

剤)の効果をTable7に示した.シフルメトフェンは新規の

作用機構を有する(後述)こどから，既存の殺ダニ剤に対し

顕著に感受性が低下した野外個体群に対しても，感受性系統

ど同等の高い活性を示した.現夜のところ既存の殺ダニ剤ど

の交差抵抗性は認められていない 1-4)

翻場試験

シフルメトフェンは臨場において各種ハダニに対して高い

防除効果を示した.シフルメトフェンは効果発現速度におい

て既存の殺ダニ剤に比べやや緩やかで、はあるが，耐雨性に擾

れることや気温による効果差が比較的小さいことから， 30 

日以上にわたってハダニ類の密度を抑制し優れた残効性を示

した.このような安定した関除効果の持続性もシフルメト

フェンの大きな特徴の一つである 1-6)
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Table 6. Activity of cyflumetofen 20%SC) on developmental stages 

ofmites 

LCso (mg/L)b) 

Stages 

T. urticae T. kanzawai P. citri 

EggsC) 2.5 3.8 2.5 

Larvae 0.9 1.7 0.8 

Nymphochrysalis 0.8 1.4 1.0 

Protonymphs 1.0 2.1 0.9 

Deutochrysalis 2.0 2.4 1.4 

Deutonymphs 1.9 2.8 2.4 

Teleiochrysalis 2.4 3.3 1.5 

Female adults 4.8 2.4 2.3 

a) Suspension concentrates. 

b) Mortality was assessed 2 d丘ysa丘町treatmentby using leaf disk 

spray method. 

C)Inc!uding dead hatched larvae. 

19 

Fig. 5. Chemical structure of de-esterified metabolite. 

作用機構

シフルメトフェンの作用機構については，既存の殺ダニ剤

どは交差抵抗性が認められないこどや発現する症状が既知の

日本農薬学会誌

Table 8. The inhibitory activity of cyflumetofen and de-esterified 

metabolite compound 19 against the electron transport complex II of 

the mitochondria 

ICso (nM) 

Organism Organ 
Cyflume- Compound 

tofen 19 

百ザo-spotted all body 50-200 6.55 

spider mite 

Citrus red mite all body 
a) 

2.7l 

Commoncut同 thorax >10，000 7251 

もへIOrm

European honey thorax >10，000 213 

bee 

Rat liver >10，000 >10，000 

Mouse liver >10，000 > 10，000 

a)Not tested 

作用機構を有する殺夕、ニ剤どは異なることから，新しい作用

機構であると推測されたため，開発の初期段階から作用機構

の解明喜子進めてきた.その過程で，ハダニ由来のミトコンド

リアを用いた呼吸阻害活性試験を行った結果，本荊が電子イ云

達系呼吸鎖複合体廷の機能を特異的に阻害することを見出し

た22)

シフルメトフェンのナミハダニ由来ミトコンドリアを用い

た呼吸鎖複合体立の電子伝達阻害活性ICso値は50-200nM

であった.一方，シフルメトフェンの脱エステルイ本 19(Fig. 

5)は極めて低い濃度で呼吸鎖複合体Eの電子伝達を阻害

し，ナミハダニおよびミカンハダニに対する電子信達関害活

性ICso値はそれぞれ6.55nMおよび2.71nMで、あった. した

Table 7. Biological activity of cyflumetofen against the wild strains of T. urticae and工kanzawai

Compound 

Susceptible strain 

Cyflumetofen 20%SCb) 2.7 

Ace司uinocyl15%SC 0.7 

Bifenazate 20%SC 0.5 

Chlorfenapyr 10%SC 7.6 

Fluacrypyrim 30%SC 3.3 

Pyridaben 20%SC 4.6 

A 

2.2 

0.8 

0.3 

>300 

T. urticae 

LCso (mg/L)a) 

Wild Strain 

B 

2.4 

>133 

a) Mortality was assessed 2 days after treatment against the adult female by using leaf disk spray method. 

b) Suspension concentrates. 

C)Not tested. 

C 

5.9 

>100 

T. kanzawai 

WildStrain 

1.5 

23 

5.0 

270 

5.1 
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がって，シフルメトフェンはダニ体内で、速やかに脱エステ1レ

体 19に代謝されて活性を発現すると推測される.

一方，ハスモンヨトウやミツバチなどの非標的生物のミト

コンドリア電子伝達系複合体Hに対しては，シフルメトフェ

ンおよび脱エステル体19両化合物ともに霞子伍達に対する

組審活性は低く作用点レベルにおいて高い選択性を有する.

またラットやマウスなどの哨乳類においては， 10，OOOnMに

おいても組害活性は認められなかった CTable8). 

おわりに

生理活性を有する新規リード化合物の発見には，ブレーク

スルーをもたらす巧みなデザイン戦略が重要なポイントどな

る.本研究では，オリジ、ナJレのアクリロニトリル骨格を新規

なべンゾイルアセトニトリル誘導体にデザイン変更したこ

と，さらに製造フ。ロセスの観点から合成Jレートを見直し新た

な鍵中間体を活用する方針に変賀したことで独自のリード化

合物に到達した昏その上で¥殺夕、、ニ活性の向上に注力したこ

とによりリード発見からわずか一年足らずでシフルメトフェ

ンに辿り着き，その後の開発研究の結果，特許出願からわず

か七年の期間で上市することができた.

農業生産現場においては非標的生物安全性，作物安全性，

環境安全性などを考慮したIPMが日本のみならず世界各屈

でますます拡大していくど思われる.そのような中で，種々

の優れた特徴を有するシフルメトフェンはIPMの概念に適

合した殺ダニ斉IJどして，地球環境や生態系に優しく作物生産

者が安心して使用できる薬剤ど考えられる.今後，本剤が全

般界の作物保護ならびに農作物生産に大きく貢献することを

期待する.

最後に，シフルメトフェンの開発・上市にあたり多大なる

ご指導，ご協力を賜りました各都道府東および独立行政法人

農業関係試験場，社団法人臼本植物関疫協会，財団法人残留

農薬研究所，全国農業協毘組合連合会および協友アグリ株式

会社の関係者の方々に厚く御礼申し上げます.また，本剤の

探索研究から開発・上市に携わった弊社関係者の方々にも心

から感謝申し上げます.
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Cyflumetofen is a novel benzoylacetonitile acaricide developed by Otsuka AgriTechno Co., Ltd. It has excellent efficacy against 

a variety of mites that attack fruits, nuts, vegetables, tea, and ornamentals. In addition, cyflumetofen exhibited long persistence 

efficacy against mites. The new and unique chemistry of cyflumetofen provides effectiveness against mites that have developed 

resistance to existing acaricides. Extensive studies have shown that cyflumetofen inhibits the mitochondrial electron-transport 

function of complex II, which is a novel target for the mode of action among pesticides. 1hese findings suggest that cyflumetofen 

could be an ideal component for integrated pest management (IPM) programs and resistant management programs because 

it is Significantly safe for non-target organisms such as natural enemies and beneficial arthropods, and for the environment. 

© Pesticide Science Society ofJapan 

Keywords: cyflumetofen, acaricide, benzoylacetonitrile, complex II, IP M. 

Introduction 

Many kinds of mites cause significant injury to crops worldwide. 
Continual control of mites by chemicals, however, is not easy 
due to a rapid acquisition of resistance to the existing acaricides 
by the mites. Therefore, farmers are always seeking new effective 
acaricides with different modes of action. 

A novel class of acaricide, cyflumetofen, which may have a 
new mode of action, was developed and recently commercial
ized by Otsuka AgriTechno Co., Ltd. Extensive studies have 
demonstrated that cyflumetofen has excellent and highly selec
tive efficacy against a variety of mites that attack fruits, nuts, 
vegetables, teas, and ornamentals with prolonged persistence. 
It is noteworthy that the efficacy was not affected by the devel
opmental stages of mites, temperature, or any other field con
ditions. It was assumed that new and unique chemistry of cy
flumetofen provides effectiveness even to the mites, which have 
developed resistance to existing acaricides. Cyflumetofen was 
registered in Japan in 2007 under the trade name of Danisaraba0 
and successively registered in 15 countries. 

This paper describes the discovery, synthesis, structure-activi
ty relationships, biological properties, safety, and mode of action 

, See part II for the full Japanese article. 
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of cyflumetofen. 

Discovery and synthesis 

During the investigation of a novel insecticide and acaricide in 
the late 1990s, we selected insecticidal acrylonitrile compounds 
as study target. This type of compound was unique in terms of 
the keto-enol tautomerism structure in the molecule. In deal
ing with this chemistry, a search for an active mother structural 
molecule was required in order to design novel agrochemicals. 
We initially focused on the keto-enol tautomerism structure of 
the acrylonitrile compounds and tried to introduce the chlorine 
atom to the active methine carbon portion of the keto form. The 
chlorine atom introduced into benzoylacetonitrile derivatives 
showed potent insecticidal and acaricidal activities and, thus, 
yielded a first lead compound. 

A chlorine atom introduced to the final products was required 
for synthesis via another company's patented compound, which 
was a key intermediate to obtain the final product. ConSidering 
the manufacturing process of the product, it was essential to find 
out an alternative synthetic route. In the course of continuous 
studies, the introduction of the ethoxycarbonyl group in place of 
the chlorine atom provided a second lead compound, which was 
superior to the first lead compound in acaricidal activity. Inter
estingly, the novel ester substituted for benzoylacetonitrile com
pounds exhibited excellent acaricidal activity, but it was quite 
inactive against insect pests. We thus established the second 
lead compound with a novel structure, in which case the syn
thetic process presents no obstacles in the terms of intellectual 
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property. 
Cyflumetofen was synthesized by the reaction of 2-tri

fluoromethylbenzoyl chloride with 2-methoxyethyl 2-(4-tert

butylphenyl)cyanoacetate as a key intermediate, which was syn
thesized from 4-tert-butylphenylacetonitrile and dimethylcar
bonate, followed by an ester exchange reaction. 

Structure-activity relationship 

In the process of optimization of the acaricidal activity, the 
chemical structure of benzoyl acetonitrile was separated into 
three substitutable moiety units: benzoyl, phenyl, and ester. The 
results obtained by studies on the structure-activity relationship 
of each moiety against the two-spotted spider mite were as fol
lows: 1) regarding the substitution of the phenyl ring of the ben
zoyl unit, the trifluoromethyl group at the 2-position was intrin
sic for the activity, 2) the introduction of the substituent on the 
phenyl unit at the 4-position was favorable for the activity, and 
the tert-butyl group was the best, 3) in the case of the ester unit, 
favorable ester groups against the adult mites were both alkoxy
alkyleser and thioalkylester, and the methoxyethoxycarbonyl 
group was superior to other groups against eggs and hatching 
larvae of the mites. Considering the efficacy against various 
mites on different crops, residual effectiveness, phytotoxicity to 
target crops, and other factors, cyflumetofen was finally selected 
as a development candidate. 

Physical and chemical properties 

Common name: cyflumetofen 
Trade name: Danisaraba®, Powershot®, Okey®, Obny0, Scelta® 

Development code: OK-5101 
CAS registry No.: 400882-07-7 
Chemical name (IUPAC): 2-methoxyethyl (RS)-2-( 4-tert

butylphenyl) -2- cyano -3 -oxo- 3 - (a,a,a- trifluoro- 0- toly)
propionate 

Molecular formula: C24H24F3N04 
Molecular weight: 447.5 
Appearance: white powder 
Melting point: 77.9-81.7°C 
Solubility in water: 0.0281 mg/L (20°C) 
Vapor pressure: <5.9X 10-6 Pa (25°C) 
Partition coefficient: LogPow=4.3 

Biological properties 

Cyflumetofen was highly and selectively toxic against Tetrany

chus and Panonychus mites, but it did not show activity against 

Journal of Pesticide Science 

any other pests, such as lepidopteran, homopteran, and thy
sanopteran insects. Cyflumetofen showed excellent activity 
against all developmental stages of mites and was more effective 
against larvae than against adults. The LCso values against T. ur

ticae adults and larvae were 4.8 and 0.9 ppm, respectively. The 
LCso against any developmental stages of T. kanzawai and P. citri 

was also <5 ppm. T. urticae adults treated with cyflumetofen be
gan to lose perambulatory coordination about four hours after 
the treatment. Treated adults were paralyzed completely within 
24 hr. Cyflumetofen exhibited excellent acaricidal activity against 
several wild types of T. urticae and T. kanzawai strains which 
became resistant to existing acaricides, the level of activity being 
equal to that against susceptible strains. No cross-resistance has 
been observed between cyflumetofen and other available acari
cides. 

Safety 

Acute toxicity of cyflumetofen toward mammals via anyex
posure route was quite low. Prolonged exposure studies dem
onstrated that cyflumetofen exhibited no evidence of carcino
genicity, teratogenicity, and reproduction toxicity. The studies 
also revealed that the toxicity of cyflumetofen toward non-target 
aqueous species was quite low. Cyflumetofen showed no effect 
or limited impact on beneficial arthropods and natural enemies, 
such as predatory mites, parasitoid wasps, and predatory insects. 
Therefore, cyflumetofen could be a viable component of inte
grated pest management (IPM) programs. 

Mode of action 

Symptoms of the mites after the treatment and non-cross-resis
tance properties to existing acaricides indicated that cyflume
tofen might have a new mode of action. Our long-term studies 
on the mode of action demonstrated that cyflumetofen is the 
inhibitor of complex II in the mitochondrial electron transport 
chain. Our study also indicated that the de-esterified form of 
cyflumetofen, which is the metabolite of cyflumetofen in mites, 
strongly inhibits the electron-transport function of complex II 
of the mites at quite low dosage. The result suggests that the de
esterified metabolite significantly contributes to the acaricidal 
activity at the target site of the mites. On the other hand, both 
cyflumetofen and the de-esterified metabolite showed very poor 
electron-transfer inhibitory activity against complex II of non
target organisms and mammals. Therefore, the safety of cyflu
metofen toward non-target organisms and mammals is attribut
able to high target site selectivity. 
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