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(57)【要約】

（修正有）

【課題】公知のオーキシン生合成阻害剤と比較して優れた特性を備える新規オーキシン生
合成阻害剤を提供する。
【解決手段】式（I）又は式（II）で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有
効成分として含むオーキシン生合成阻害剤。
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（式中、Ｒ1〜Ｒ3は、置換していても良いアリール基を、Ｌ1〜Ｌ3は単結合、アルキレン
基等を、ＲB1及びＲB2は、水素又はアルキル基等を表す。）
【選択図】なし

(2)
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
式（I）又は式（II）：
【化１】
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［式中、
R1、R2及びR3は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非
置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置
換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロア
ルキルであり、
L1、L2及びL3は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン、置換
若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基は、=N‑
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、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑CO
O‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい
）であり、
RN1は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、置
換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換の
ヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換のア
リール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキル
であり、
RB1及びRB2は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しく
は非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリー
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ル、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル
、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール
縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
RB1及びRB2は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換のヘ
テロシクロアルキルを形成する。］
で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むオーキシン生合成
阻害剤。
【請求項２】
式（I

）又は式（II

）：

【化２】
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［式中、
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(3)
R1

、R2

及びR3
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は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若し

くは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しく
は非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシ
クロアルキルであり、
L1

、L2

及びL3

は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン

、置換若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基
は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1

)‑、

‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んで
いてもよい）であり、
RN1

は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、
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置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換
のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換の
アリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキ
ルであり、
RB1

及びRB2

は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若

しくは非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のア
リール、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアル
キル、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリ
ール縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
RB1

及びRB2

は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換の
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ヘテロシクロアルキルを形成する。］
で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むYUCCA阻害剤。
【請求項３】
望ましくない植物を防除するために使用される、請求項1に記載のオーキシン生合成阻
害剤。
【請求項４】
請求項1に記載のオーキシン生合成阻害剤で植物を処理することを含む、該植物におけ
るオーキシンの生合成を阻害する方法。
【請求項５】
請求項1に記載のオーキシン生合成阻害剤又は請求項2に記載のYUCCA阻害剤で植物を処
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理することを含む、該植物の成長を調節する方法。
【請求項６】
請求項1に記載のオーキシン生合成阻害剤又は請求項2に記載のYUCCA阻害剤で望ましく
ない植物を処理することを含む、該望ましくない植物の除草方法。
【請求項７】
請求項2に記載のYUCCA阻害剤とYUCCAとをin vitroで接触させることを含む、in vitro
におけるYUCCA活性を阻害する方法。
【請求項８】
請求項2に記載のYUCCA阻害剤で植物を処理することを含む、該植物におけるYUCCA活性
を阻害する方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ボロン酸基を有するオーキシン生合成阻害剤に関する。本発明はまた、前記
阻害剤の使用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
オーキシンは、植物の発生、成長、分化及び様々な環境応答に関与することが知られて
いる植物ホルモンである。天然オーキシンとしては、インドール‑3‑酢酸（IAA）が最も普
遍的に分布していることが知られている。また、インドール‑3‑酪酸（IBA）及び4‑クロロ
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インドール‑3‑酢酸（4‑Cl‑IAA）等の他の天然オーキシンも知られている。
【０００３】
主要な天然オーキシンであるIAAは、化学的に非常に不安定である。また、植物体内に
おいては、IAAを分解するIAAの代謝経路が存在する。このため、農業及び植物化学の分野
では、農薬又は植物化学調節剤として合成オーキシンが広く用いられている。合成オーキ
シンとしては、2,4‑ジクロロフェノキシ酢酸（2,4‑D）、1‑ナフタレン酢酸（NAA）及び2‑
メチル‑4‑クロロフェノキシ酪酸（MCPB）等が知られている。例えば、2,4‑Dは、除草剤及
び植物の組織培養試薬として使用されている。MCPBは、水田広葉雑草に対する選択的除草
剤として使用されている。
【０００４】
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オーキシンすなわちIAAは、複数の経路によって生合成されることが知られている。現
在までに、大別すると、L‑トリプトファン（L‑Trp）を経由する経路と経由しない経路（
非トリプトファン経路）との2つの経路が存在することが確認されている。L‑Trpを経由す
る経路は、さらに4つ以上の経路に分岐し、それぞれの経路が異なる生合成酵素によって
制御されている。シロイヌナズナでは、インドール‑3‑ピルビン酸（IPyA）を生合成中間
体としてIAAが生合成される経路が、IAA生合成の主要な経路である（図1）。前記経路に
おいて、L‑TrpからIPyAが形成される反応はトリプトファンアミノ基転移酵素（TAA）によ
り、IPyAからIAAが形成される反応はフラビンモノオキシゲナーゼの一種であるYUCCAによ
り、それぞれ制御される。TAAをコードするTAA1遺伝子及びYUCCAをコードするYUCCA1遺伝
子の過剰発現体の解析から、このIAA生合成経路においては、YUCCAが主要な律速酵素であ
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ると考えられている（非特許文献1）。
【０００５】
前記のように、オーキシンの生合成においては、共通且つ主要な生合成前駆体として、
芳香族アミノ酸であるL‑Trpが利用されている。例えば、公知の除草剤であるグリホサー
トは、芳香族アミノ酸の生合成前駆体である5‑エノールピルビル‑3‑ホスホシキミ酸（EPS
P）の生合成酵素（5‑エノールピルビル‑3‑ホスホシキミ酸シンターゼ（EPSPS））を阻害
する。このため、グリホサートは、EPSPの下流に位置する芳香族アミノ酸及び／又は他の
二次代謝産物の生合成に広く影響を与えることにより、除草活性を発現する。しかしなが
ら、前記のように幅広い代謝産物の生合成に影響を与える酵素の阻害剤の場合、標的とす
る化合物以外の代謝産物の生合成にも悪影響を与える可能性がある。
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【０００６】
近年、オーキシンの生合成経路のうち、特定の経路を特異的に阻害する化合物が開発さ
れた。例えば、特許文献1は、L‑α‑(2‑アミノエトキシビニル)グリシン（AVG）、L‑アミ
ノオキシフェニルプロピオン酸（L‑AOPP）、アミノオキシ酢酸（AOA）及び2‑アミノオキ
シイソ酪酸（AOIBA）のようなオーキシン生合成阻害剤を記載する。前記化合物のうち、A
VG及びL‑AOPPは、TAAの阻害を介してオーキシン生合成を阻害する（非特許文献2）。特許
文献2は、L‑AOPPのフェニル基、カルボキシル基及びアミノオキシ基を修飾した新規オー
キシン生合成阻害剤を記載する。当該文献に記載の化合物もまた、TAAの阻害を介してオ
ーキシン生合成を阻害する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開2008/150031号パンフレット
【特許文献２】国際公開2012/118216号パンフレット
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Mashiguchi, K.ら, 2011年, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 108巻, p.
18512‑18517
【非特許文献２】Soeno, K.ら, 2010年, Plant Cell Physiol., 第51巻, p. 524‑536
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
前記のようなオーキシン生合成阻害剤には、いくつかの問題が存在した。例えば、L‑AO
PPは、安定性が低く、植物培地又は土壌に添加した場合に植物の成長阻害効果を持続的に
発現することが困難である。また、L‑AOPPは、フェニルプロパノイドの主要な生合成酵素
として知られるフェニルアラニンアンモニアリアーゼ（PAL）の阻害剤としても使用され
る化合物である。このため、L‑AOPPは、TAAの阻害を介してオーキシン生合成を阻害する
だけでなく、アントシアニン、フラボノイド及びリグニンのようなフェニルプロパノイド
系の二次代謝産物、並びに植物ホルモンであるサリチル酸の生合成も阻害する可能性があ
10

る。
【００１０】
前記の問題に鑑み、本発明者らは、公知のオーキシン生合成阻害剤と比較して、特異性
、浸透性及び安定性が向上し、且つ副作用が軽減した新規オーキシン生合成阻害剤を開発
した（特許文献2及び特願2012‑277116）。しかしながら、これらの新規オーキシン生合成
阻害剤は、さらなる改良の余地が存在した。
【００１１】
それ故、本発明は、公知のオーキシン生合成阻害剤と比較して優れた特性を備える新規
オーキシン生合成阻害剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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オーキシンの主要な生合成経路は、L‑TrpからIPyAを経由してIAAが形成される経路であ
る。それ故、前記経路を制御するTAA及び／又はYUCCAの活性を特異的に阻害する化合物は
、特異性の高いオーキシン生合成阻害剤となり得る。
【００１３】
本発明者らは、前記課題を解決するための手段を種々検討した結果、L‑AOPPの骨格に含
まれるカルボン酸基を、ボロン酸基に置換したボロン酸基を有する化合物は、L‑AOPPを含
む従来のオーキシン生合成阻害剤と比較してオーキシン生合成阻害活性が向上することを
見出した。また、本発明者らは、前記化合物が、オーキシン生合成の主要な律速酵素と考
えられているYUCCAの活性を特異的に阻害することを見出した。本発明者らは、前記知見
に基づき本発明を完成した。
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【００１４】
すなわち、本発明の要旨は以下の通りである。
（1）

式（I）又は式（II）：

【００１５】
【化１】
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［式中、
R1、R2及びR3は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非
置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置
換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロア
ルキルであり、
L1、L2及びL3は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン、置換
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若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基は、=N‑
、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑CO
O‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい
）であり、
RN1は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、置
換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換の
ヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換のア
リール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキル
であり、
RB1及びRB2は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しく
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は非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリー
ル、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル
、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール
縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
RB1及びRB2は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換のヘ
テロシクロアルキルを形成する。］
で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むオーキシン生合成
阻害剤。
【００１６】
（2） 式（I
【化２】

）又は式（II

20

）：
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［式中、
R1

、R2

及びR3

は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若し

くは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しく
は非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシ
クロアルキルであり、
L1

、L2

及びL3

は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン

、置換若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基
は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1

)‑、

‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んで
いてもよい）であり、
N1

R
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は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、

置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換
のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換の
アリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキ
ルであり、
RB1

及びRB2

は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若

しくは非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のア
リール、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアル
キル、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリ
ール縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
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は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換

のヘテロシクロアルキルを形成する。］
で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むYUCCA阻害剤。
【００１７】
（3）

望ましくない植物を防除するために使用される、前記（1）に記載のオーキシン

生合成阻害剤。
【００１８】
（4）

前記（1）に記載のオーキシン生合成阻害剤で植物を処理することを含む、該植

物におけるオーキシンの生合成を阻害する方法。
【００１９】
（5）

10

前記（1）に記載のオーキシン生合成阻害剤又は前記（2）に記載のYUCCA阻害剤

で植物を処理することを含む、該植物の成長を調節する方法。
【００２０】
（6）

前記（1）に記載のオーキシン生合成阻害剤又は前記（2）に記載のYUCCA阻害剤

で望ましくない植物を処理することを含む、該望ましくない植物の除草方法。
【００２１】
（7）

前記（2）に記載のYUCCA阻害剤とYUCCAとをin vitroで接触させることを含む、

in vitroにおけるYUCCA活性を阻害する方法。
【００２２】
（8）

前記（2）に記載のYUCCA阻害剤で植物を処理することを含む、該植物におけるY

20

UCCA活性を阻害する方法。
【発明の効果】
【００２３】
本発明により、公知のオーキシン生合成阻害剤と比較して優れた特性を備える新規オー
キシン生合成阻害剤を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図1は、オーキシン生合成経路の概要を示す図である。
【図２】図2は、シロイヌナズナの内性IAA量の定量結果を示す図である。
【図３−１】図3‑1は、シロイヌナズナの生育試験における対照区及び各試験区の形態を

30

示す図である。
【図３−２】図3‑2は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図３−３】図3‑3は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図３−４】図3‑4は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図３−５】図3‑5は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図３−６】図3‑6は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
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る。
【図３−７】図3‑7は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図３−８】図3‑8は、シロイヌナズナの生育試験における各試験区の形態を示す図であ
る。
【図４】図4は、YUCCA活性試験の結果を示す図である。
【図５】図5は、実施例化合物及び参考例1〜3の化合物の、シロイヌナズナの生育試験結
果を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
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＜1. オーキシン生合成阻害剤＞
本発明は、式（I）又は式（II）：
【化３】

10

で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むオーキシン生合成
阻害剤に関する。
【００２６】
本明細書において、「アルキル」は、特定の数の炭素原子を含む、直鎖又は分枝鎖の飽
和脂肪族炭化水素基を意味する。例えば、「C1〜C5アルキル」は、少なくとも１個且つ多
くても5個の炭素原子を含む、直鎖又は分枝鎖の飽和脂肪族炭化水素基を意味する。好適
なアルキルは、限定するものではないが、例えばメチル、エチル、n‑プロピル、イソプロ
ピル、n‑ブチル、sec‑ブチル、イソブチル、tert‑ブチル及びn‑ペンチル等の直鎖又は分

20

枝鎖のC1〜C5アルキルを挙げることができる。また、本明細書において、「アルキレン」
は、前記アルキルの1個の水素原子が取り除かれた2価の基を意味する。好適なアルキレン
としては、例えば、メチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、ブチレン、イソ
ブチレン、t‑ブチレン及びペンチレン等の直鎖又は分枝鎖のC1〜C5アルキレンを挙げるこ
とができる。
【００２７】
本明細書において、「アルケニル」は、前記アルキルの１個以上のC‑C単結合が二重結
合に置換された基を意味する。好適なアルケニルは、限定するものではないが、例えばビ
ニル、1‑プロペニル、アリル、1‑メチルエテニル（イソプロペニル）、1‑ブテニル、2‑ブ
テニル、3‑ブテニル、1‑メチル‑2‑プロペニル、2‑メチル‑2‑プロペニル、1‑メチル‑1‑プ
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ロペニル、2‑メチル‑1‑プロペニル及び1‑ペンテニル等の直鎖又は分枝鎖のC2〜C5アルケ
ニルを挙げることができる。また、本明細書において、「アルケニレン」は、前記アルケ
ニルの1個の水素原子が取り除かれた2価の基を意味する。好適なアルケニレンとしては、
例えば、ビニレン、プロペニレン、イソプロペニレン、2‑メチル‑1‑プロペニレン、3‑ブ
テニレン及び4‑ペンテニレン等の直鎖又は分枝鎖のC2〜C5アルケニレンを挙げることがで
きる。
【００２８】
本明細書において、「アルキニル」は、前記アルキルの1個以上のC‑C単結合が三重結合
に置換された基を意味する。好適なアルキニルは、限定するものではないが、例えばエチ
ニル、1‑プロピニル、2‑プロピニル、1‑ブチニル、2‑ブチニル、3‑ブチニル、1‑メチル‑2
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‑プロピニル及び1‑ペンチニル等の直鎖又は分枝鎖のC2〜C5アルキニルを挙げることがで
きる。また、本明細書において、「アルキニレン」は、前記アルキニルの1個の水素原子
が取り除かれた2価の基を意味する。
【００２９】
本明細書において、「アルキリデン」は、前記アルキルの結合末端に位置するC‑C単結
合が二重結合に置換された二価の基を意味する。好適なアルキリデンは、限定するもので
はないが、例えばビニリデン及びプロパン‑2‑イリデン等の直鎖又は分枝鎖のC2〜C5アル
キリデンを挙げることができる。
【００３０】
本明細書において、「アルキリデンアミノ」は、アミノ基の2個の水素原子が前記アル
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キリデンに置換された基を意味する。好適なアルキリデンアミノは、限定するものではな
いが、例えばビニリデンアミノ及びプロパン‑2‑イリデンアミノ等の直鎖又は分枝鎖のC2
〜C5アルキリデンアミノを挙げることができる。
【００３１】
本明細書において、「シクロアルキル」は、特定の数の炭素原子を含む、脂環式アルキ
ルを意味する。例えば、「C3〜C6シクロアルキル」は、少なくとも3個且つ多くても6個の
炭素原子を含む、環式の炭化水素基を意味する。好適なシクロアルキルは、限定するもの
ではないが、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル及びシクロヘキシル
等のC3〜C6シクロアルキルを挙げることができる。
【００３２】

10

本明細書において、「シクロアルケニル」は、前記シクロアルキルの１個以上のC‑C単
結合が二重結合に置換された基を意味する。好適なシクロアルケニルは、限定するもので
はないが、例えばシクロブテニル、シクロペンテニル及びシクロヘキセニル等のC3〜C6シ
クロアルケニルを挙げることができる。
【００３３】
本明細書において、「シクロアルキニル」は、前記シクロアルキルの１個以上のC‑C単
結合が三重結合に置換された基を意味する。好適なシクロアルキニルは、限定するもので
はないが、例えばシクロブチニル、シクロペンチニル及びシクロヘキシニル等のC3〜C6シ
クロアルキニルを挙げることができる。
【００３４】
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本明細書において、「ヘテロシクロアルキル」は、前記シクロアルキル、シクロアルケ
ニル又はシクロアルキニルの1個以上の炭素原子が、それぞれ独立して窒素（N）、硫黄（
S）及び酸素（O）から選択されるヘテロ原子に置換された基を意味する。この場合におい
て、N又はSによる置換は、それぞれN‑オキシド又はSのオキシド若しくはジオキシドによ
る置換を包含する。好適なヘテロシクロアルキルは、限定するものではないが、例えばピ
ロリジニル、テトラヒドロフラニル、ジヒドロフラニル、テトラヒドロチエニル、テトラ
ヒドロピラニル、ジヒドロピラニル、テトラヒドロチオピラニル、ピペリジニル、モルホ
リニル、チオモルホリニル及びピペラジニル等を挙げることができる。
【００３５】
本明細書において、「アルコキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記アルキル、ア
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ルケニル又はアルキニルに置換された基を意味する。好適なアルコキシは、限定するもの
ではないが、例えばメトキシ、エトキシ、プロポキシ、ブトキシ及びペントキシ等のC1〜
C5アルコキシを挙げることができる。
【００３６】
本明細書において、「シクロアルコキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記シクロ
アルキル、シクロアルケニル又はシクロアルキニルに置換された基を意味する。好適なア
ルコキシは、限定するものではないが、例えばシクロプロポキシ、シクロブトキシ及びシ
クロペントキシ等のC3〜C6シクロアルコキシを挙げることができる。
【００３７】
本明細書において、「ヘテロシクロアルコキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記
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ヘテロシクロアルキルに置換された基を意味する。
【００３８】
本明細書において、「アリール」は、6〜15の炭素原子数を有する芳香環基を意味する
。好適なアリールは、限定するものではないが、例えばフェニル、ビフェニル、ナフチル
及びアントラセニル等のC6〜C15アリールを挙げることができる。
【００３９】
本明細書において、「アリールアルキル」は、前記アルキルの水素原子の1個が前記ア
リールに置換された基を意味する。好適なアリールアルキルは、限定するものではないが
、例えばベンジル、1‑フェネチル、2‑フェネチル等のC7〜C16アリールアルキルを挙げる
ことができる。
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【００４０】
本明細書において、「アリールアルケニル」は、前記アルケニルの水素原子の1個が前
記アリールに置換された基を意味する。好適なアリールアルケニルは、限定するものでは
ないが、例えばスチリル等のC8〜C17アリールアルケニルを挙げることができる。
【００４１】
本明細書において、「ヘテロアリール」は、前記アリールの1個以上の炭素原子が、そ
れぞれ独立して窒素（N）、硫黄（S）及び酸素（O）から選択されるヘテロ原子に置換さ
れた基を意味する。この場合において、N又はSによる置換は、それぞれN‑オキシド又はS
のオキシド若しくはジオキシドによる置換を包含する。好適なヘテロアリールは、限定す
るものではないが、例えばフラニル、チエニル（チオフェンイル）、ピロリル、イミダゾ
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リル、ピラゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアゾリル、オキサゾリル、イソオキ
サゾリル、オキサジアゾリル、チアジアゾリル、イソチアゾリル、ピリジル、ピリダジニ
ル、ピラジニル、ピリミジニル、キノリニル、イソキノリニル及びインドリル等を挙げる
ことができる。
【００４２】
本明細書において、「ヘテロアリールアルキル」は、前記アルキルの水素原子の1個が
前記ヘテロアリールに置換された基を意味する。
【００４３】
本明細書において、「アリールオキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記アリール
に置換された基を意味する。好適なアリールオキシは、限定するものではないが、例えば
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フェノキシ、ビフェニルオキシ、ナフチルオキシ及びアントリルオキシ（アントラセニル
オキシ）等のC6〜C15アリールオキシを挙げることができる。
【００４４】
本明細書において、「アリールアルキルオキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記
アリールアルキルに置換された基を意味する。好適なアリールアルキルオキシは、限定す
るものではないが、例えばベンジルオキシ、1‑フェネチルオキシ及び2‑フェネチルオキシ
等のC7〜C16アリールアルキルオキシを挙げることができる。
【００４５】
本明細書において、「アリールアルケニルオキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前
記アリールアルケニルに置換された基を意味する。好適なアリールアルケニルオキシは、
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限定するものではないが、例えばスチリルオキシ等のC8〜C17アリールアルケニルオキシ
を挙げることができる。
【００４６】
本明細書において、「ヘテロアリールオキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が、前記ヘ
テロアリールに置換された基を意味する。好適なヘテロアリールオキシは、限定するもの
ではないが、例えばフラニルオキシ、チエニルオキシ（チオフェンイルオキシ）、ピロリ
ルオキシ、イミダゾリルオキシ、ピラゾリルオキシ、トリアゾリルオキシ、テトラゾリル
オキシ、チアゾリルオキシ、オキサゾリルオキシ、イソオキサゾリルオキシ、オキサジア
ゾリルオキシ、チアジアゾリルオキシ、イソチアゾリルオキシ、ピリジルオキシ、ピリダ
ジニルオキシ、ピラジニルオキシ、ピリミジニルオキシ、キノリニルオキシ、イソキノリ
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ニルオキシ及びインドリルオキシ等を挙げることができる。
【００４７】
本明細書において、「ヘテロアリールアルキルオキシ」は、ヒドロキシルの水素原子が
、前記ヘテロアリールアルキルに置換された基を意味する。
【００４８】
本明細書において、「アリール縮合シクロアルキル」は、前記アリールとシクロアルキ
ルとが縮合することによって形成される縮合環基を意味する。好適なアリール縮合シクロ
アルキルは、限定するものではないが、例えばベンゾシクロブテニル、インダニル及びテ
トラヒドロナフチル等を挙げることができる。
【００４９】
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本明細書において、「アリール縮合ヘテロシクロアルキル」は、前記アリールとヘテロ
シクロアルキルとが縮合することによって形成される縮合環基を意味する。好適なアリー
ル縮合シクロアルキルは、限定するものではないが、例えば2,3‑ジヒドロインドリル及び
1,2,3,4‑テトラヒドロキノリニル等を挙げることができる。
【００５０】
本明細書において、「アシル」は、前記で説明した基から選択される1価基とカルボニ
ルとが連結した基を意味する。好適なアシルは、限定するものではないが、例えばホルミ
ル、アセチル及びプロピオニル等のC1〜C5脂肪族アシル、並びにベンゾイル等のC7〜C16
芳香族アシルを挙げることができる。
10

【００５１】
前記で説明した基は、それぞれ独立して、非置換であるか、或いは1個若しくは複数の
ハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2、C(O)Z若しくはC(O)Z
及びZ

（Z

は、それぞれ独立して、水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若し

くは前記で説明した基から選択される1価基である）、又は前記で説明した基から選択さ
れる1価基又は2価基によってさらに置換することもできる。
【００５２】
なお、本明細書において、「ハロゲン」又は「ハロ」は、フッ素、塩素、臭素又はヨウ
素を意味する。
【００５３】
本発明者らは、オーキシン生合成阻害活性を有する化合物を探索した。その結果、高い
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オーキシン生合成阻害活性を有する化合物として、式（I）又は式（II）で表される化合
物を見出した。
【００５４】
式（I）又は式（II）で表される化合物において、R1、R2、R3、L1、L2、L3、RN1、RB1
及びRB2は、以下の定義を満たすことが必要である。
【００５５】
R1、R2及びR3は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非
置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置
換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロア
ルキルであり、
1

2

30

3

L 、L 及びL は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン、置換
若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基は、=N‑
、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑CO
O‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい
）であり、
RN1は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、置
換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換の
ヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換のア
リール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキル
40

であり、
B1

R

及びR

B2

は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しく

は非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリー
ル、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル
、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール
縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
RB1及びRB2は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換のヘ
テロシクロアルキルを形成する。
【００５６】
式（I）又は式（II）において、前記基が置換されている場合、該置換基は、それぞれ
独立して、ハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2、C(O)Z（Zは水
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素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した基から選択され
る1価基である）、並びに置換若しくは非置換のアルキル、アルケニル、アルキニル、シ
クロアルキル、シクロアルケニル、シクロアルキニル、ヘテロシクロアルキル、アルコキ
シ、シクロアルコキシ、ヘテロシクロアルコキシ、アリール、アリールアルキル、アリー
ルアルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、アリールア
ルキルオキシ、アリールアルケニルオキシ、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリールアル
キルオキシ、アリール縮合シクロアルキル、アリール縮合ヘテロシクロアルキル及びアシ
ルからなる群より選択される1価基であることが好ましい。
【００５７】
R1、R2及びR3は、それぞれ独立して、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換のアル

10

キル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アリール、アリールアルキル、アリールア
ルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、アリールアルキ
ルオキシ、ヘテロアリールオキシ或いはヘテロアリールアルキルオキシで置換されたアリ
ール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリール縮合シクロアルキル或いはアリ
ール縮合ヘテロシクロアルキルであることが好ましく、非置換又はハロゲン、置換若しく
は非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコキシ、
C6〜C15アリール、C7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C15ヘテ
ロアリール、C7〜C16ヘテロアリールアルキル、C6〜C15アリールオキシ、C7〜C16アリー
ルアルキルオキシ、C6〜C15ヘテロアリールオキシ或いはC7〜C16ヘテロアリールアルキル
オキシで置換されたC6〜C15アリール、C6〜C15ヘテロアリール、C5〜C15ヘテロシクロア

20

ルキル、C8〜C18アリール縮合シクロアルキル或いはC8〜C18アリール縮合ヘテロシクロア
ルキルであることがより好ましく、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換のC1〜C5ア
ルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコキシ、C6〜C15アリール、C
7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C15アリールオキシ或いはC7

〜C16アリールアルキルオキシで置換されたC6〜C15アリール又はC6〜C15ヘテロアリール
であることがさらに好ましく、1若しくは複数のハロゲン、メチル、エチル、プロピル、
ブチル（例えばtert‑ブチル）、メトキシ、フェノキシ、ベンジルオキシ若しくはフェニ
ルで置換されたフェニル、ビフェニル、ピリジル、ナフチル又はアントラセニルであるこ
とが特に好ましい。
30

【００５８】
1

2

3

L 、L 及びL は、それぞれ独立して、単結合であるか、或いは非置換又はハロゲン、ヒ
ドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2、C(O)Z（Zは水素、ヒドロキシル、置換
若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した基から選択される1価基である）、置換
若しくは非置換のアルキル、アルケニル若しくはアルキニルで置換されたアルキレン、ア
ルケニレン或いはアルキニレン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上
のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1
個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい）であることが好ましく、単結合で
あるか、或いは非置換又はハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2
、C(O)Z（Zは水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した
基から選択される1価基である）或いは置換若しくは非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5ア

40

ルケニル若しくはC2〜C5アルキニルで置換されたC1〜C5アルキレン、C2〜C5アルケニレン
或いはC2〜C5アルキニレン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘ
テロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以
上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい）であることがより好ましく、単結合で
あるか、或いは非置換又はハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2
、C(O)Z（Zは水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した
基から選択される1価基である）或いは置換若しくは非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5ア
ルケニル若しくはC2〜C5アルキニルで置換されたC1〜C5アルキレン或いはC2〜C5アルケニ
レン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキ
シ、‑N(RN1)‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をそ
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の鎖中に含んでいてもよい）であることがさらに好ましく、単結合であるか、或いはメチ
レン又はエチレンであることが特に好ましい。
【００５９】
RN1は、水素であるか、或いは非置換アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、
ヘテロアリール又はヘテロシクロアルキルであることが好ましく、水素であるか、或いは
非置換C1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C6〜C15アリール、C6〜C
15ヘテロアリール又はC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、水素で

あることが特に好ましい。
【００６０】
RB1及びRB2は、それぞれ独立して、水素であるか、或いは非置換アルキル、アルケニル

10

、アルキニル、アリール、ヘテロアリール又はヘテロシクロアルキルであることが好まし
く、水素であるか、或いは非置換C1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル
、C6〜C15アリール、C6〜C15ヘテロアリール又はC5〜C15ヘテロシクロアルキルであるこ
とがより好ましく、水素であることが特に好ましい。
【００６１】
RB1及びRB2が、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換のヘテ
ロシクロアルキルを形成する場合、該基は、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換の
アルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アリール、アリールアルキル、アリー
ルアルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、アリールア
ルキルオキシ、ヘテロアリールオキシ或いはヘテロアリールアルキルオキシで置換された

20

ヘテロシクロアルキルであることが好ましく、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換
のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコキシ、C6〜C15
アリール、C7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C15ヘテロアリ
ール、C7〜C16ヘテロアリールアルキル、C6〜C15アリールオキシ、C7〜C16アリールアル
キルオキシ、C6〜C15ヘテロアリールオキシ或いはC7〜C16ヘテロアリールアルキルオキシ
で置換されたC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、非置換又はハロ
ゲン、置換若しくは非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル或いはC2〜C5アルキニル
で置換されたC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、非置換又はメチ
ルで置換された1,3,2‑ジオキサボロラン‑2‑イルであることが特に好ましい。
30

【００６２】
1

2

3

1

2

3

式（II）において、R 、R 及びR が同一の基であり、且つL 、L 及びL が同一の基であ
ることが好ましい。この場合、式（II）で表される化合物は、式（I）で表される化合物
のボロン酸無水物の形態となる。
【００６３】
特に好ましい式（I）又は式（II）で表される化合物は、以下：
フェニルボロン酸；
3,5‑ジクロロフェニルボロン酸；
2,6‑ジクロロフェニルボロン酸；
2‑クロロフェニルボロン酸；
3‑クロロフェニルボロン酸；

40

4‑クロロフェニルボロン酸；
3‑ピリジンボロン酸；
4‑ブロモフェニルボロン酸；
3,5‑ジブロモフェニルボロン酸；
3,5‑ジフルオロフェニルボロン酸；
4‑メチルフェニルボロン酸；
3‑メチルフェニルボロン酸；
4‑メトキシフェニルボロン酸；
4‑エチルフェニルボロン酸；
3‑エチルフェニルボロン酸；
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フェネチルボロン酸（2‑フェニルエチルボロン酸）；
4‑tert‑ブチルフェニルボロン酸；
2‑ナフチルボロン酸；
2‑アントラセニルボロン酸；
3‑ビフェニリルボロン酸；
4‑ビフェニリルボロン酸；
(2‑フルオロビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；
(4

‑メチルビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；

(4

‑ブロモビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；
10

4‑フェノキシフェニルボロン酸；
3‑ベンジルオキシフェニルボロン酸；
4‑ベンジルオキシフェニルボロン酸；
4‑ベンジルオキシ‑3‑フルオロフェニルボロン酸；
4‑(4,4,5,5‑テトラメチル‑1,3,2‑ジオキサボロラン‑2‑イル)ビフェニル；及び
2,4,6‑トリス(4‑クロロフェニル)ボロキシン（トリス[4‑クロロフェニルボロン酸]無水物
）；
からなる群より選択される。
【００６４】
とりわけ好ましい式（I）で表される化合物は、4‑ビフェニリルボロン酸又は4‑フェノ

20

キシフェニルボロン酸である。
【００６５】
なお、本明細書において、式（I）又は以下で説明する（I
ロン酸型化合物」、式（II）又は以下で説明する（II

）で表される化合物を「ボ

）で表される化合物を「ボロン酸

無水物型化合物」と、それぞれ総称する場合がある。
【００６６】
本発明において、式（I）又は式（II）で表される化合物、及び以下で説明する式（I
）又は式（II

）で表される化合物は、該化合物自体だけでなく、その塩も包含する。本

発明の化合物の塩の対イオンとしては、限定するものではないが、例えば、ナトリウムイ
オン、カリウムイオン、カルシウムイオン、マグネシウムイオン、若しくは置換若しくは
非置換のアンモニウムイオンのようなカチオン、又は塩化物イオン、臭化物イオン、ギ酸

30

イオン、酢酸イオン、マレイン酸イオン、フマル酸イオン、安息香酸イオン、アスコルビ
ン酸イオン、パモ酸イオン、コハク酸イオン、ビスメチレンサリチル酸イオン、メタンス
ルホン酸イオン、エタンジスルホン酸イオン、プロピオン酸イオン、酒石酸イオン、サリ
チル酸イオン、クエン酸イオン、グルコン酸イオン、アスパラギン酸イオン、ステアリン
酸イオン、パルミチン酸イオン、イタコン酸イオン、グリコール酸イオン、p‑アミノ安息
香酸イオン、グルタミン酸イオン、ベンゼンスルホン酸イオン、シクロヘキシルスルファ
ミン酸イオン、メタンスルホン酸イオン、エタンスルホン酸イオン、イセチオン酸イオン
、ベンゼンスルホン酸イオン、p‑トルエンスルホン酸イオン、ナフタレンスルホン酸イオ
ン、リン酸イオン、硝酸イオン、硫酸イオン、炭酸イオン、炭酸水素イオン又は過塩素酸
イオンのようなアニオンが好ましい。式（I）若しくは式（II）、又は式（I
式（II

）若しくは

40

）で表される化合物が前記の対イオンとの塩の形態である場合、オーキシン生合

成阻害活性及び以下で説明するYUCCA阻害活性を実質的に低下させることなく、該化合物
を使用することができる。
【００６７】
式（I）又は式（II）で表される化合物、及び以下で説明する式（I

）又は式（II

）

で表される化合物は、前記又は下記の化合物自体だけでなく、該化合物又はその塩の溶媒
和物も包含する。前記化合物又はその塩と溶媒和物を形成し得る溶媒としては、限定する
ものではないが、例えば、メタノール、エタノール、2‑プロパノール（イソプロピルアル
コール）、ジメチルスルホキシド（DMSO）、酢酸、エタノールアミン若しくは酢酸エチル
のような有機溶媒、又は水が好ましい。式（I）若しくは式（II）、又は式（I

）若しく
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）で表される化合物又はその塩が前記の溶媒との溶媒和物の形態である場合、

オーキシン生合成阻害活性及び以下で説明するYUCCA阻害活性を実質的に低下させること
なく、該化合物を使用することができる。
【００６８】
式（I）又は式（II）で表される化合物、及び以下で説明する式（I

）又は式（II

）

で表される化合物は、前記又は下記の化合物自体だけでなく、その保護形態も包含する。
本明細書において、「保護形態」は、1個又は複数の官能基（例えばボロン酸基）に保護
基が導入された形態を意味する。また、本明細書において、「保護基」は、望ましくない
反応の進行を防止するために、特定の官能基に導入される基であって、特定の反応条件に
おいて定量的に除去され、且つそれ以外の反応条件においては実質的に安定、即ち反応不

10

活性である基を意味する。前記化合物の保護形態を形成し得る保護基としては、限定する
ものではないが、例えば、ボロン酸基の保護基の場合、アセタール、アセトニド、環状ト
リオールボレート（Yamamoto, Y.ら, 2008年, Angew. Chem. Int. Ed., 第47巻, pp. 928
‑931）又はN‑メチルイミノ二酢酸（MIDA）ボロネート（Knapp, D.M.ら, 2009年, J. Am.
Chem. Soc., 第131（20）巻, pp. 6961‑6963）、或いはトリフルオロボレート（Darses,
S.及びGenet, J.‑P., 2008年, Chem. Rev., 第108巻, pp. 288‑315）又は1,8‑ジアミノナ
フタレン（Noguchi, H.ら, 2007年, J. Am. Chem. Soc., 第129（4）巻, pp. 758‑759）
が好ましい。式（I）若しくは式（II）、又は式（I

）若しくは式（II

）で表される化

合物が前記の保護基による保護形態である場合、オーキシン生合成阻害活性及び以下で説
明するYUCCA阻害活性を実質的に低下させることなく、該化合物を使用することができる

20

。
【００６９】
また、式（I）又は式（II）で表される化合物、及び以下で説明する式（I
II

）又は式（

）で表される化合物が1又は複数の立体中心（キラル中心）を有する場合、前記化合

物は、該化合物の個々のエナンチオマー及びジアステレオマー、並びにラセミ体のような
それらの混合物も包含する。
【００７０】
前記特徴を有することにより、式（I）若しくは式（II）、又は式（I
II

）若しくは式（

）で表される化合物は、高いオーキシン生合成阻害活性及び以下で説明するYUCCA阻
30

害活性を発現することができる。
【００７１】
本発明の式（I）又は式（II）で表される化合物は、従来技術のオーキシン生合成阻害
剤と比較して、植物体の内性IAA量を顕著に低下させ、且つ／又は植物の生育（例えば幼
植物体の主根若しくは種子根伸長）を顕著に阻害することができる。
【００７２】
前記特徴を有することにより、式（I）又は式（II）で表される化合物は、高いオーキ
シン生合成阻害活性を発現することが可能となる。
【００７３】
＜2. YUCCA阻害剤＞
本発明はまた、式（I
【化４】

）又は式（II

）：

40
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で表される化合物、又はその塩若しくは溶媒和物を有効成分として含むYUCCA阻害剤に関
する。
【００７４】
オーキシンの主要な生合成経路である、L‑トリプトファン（L‑Trp）からインドール‑3‑
ピルビン酸（IPyA）を経由してインドール‑3‑酢酸（IAA）が形成される経路において、IP
yAからIAAが形成される反応は、フラビンモノオキシゲナーゼの一種であるYUCCAによって
制御される。本発明者らは、YUCCAの活性を特異的に阻害する化合物として、式（I
は式（II

）で表される化合物を見出した。それ故、式（I

）又は式（II

）又

）で表され

る化合物を用いることにより、植物（in vivo及び／又はex vivo）において、並びに／或
いはin vitroにおいて、YUCCA活性を特異的に阻害することが可能となる。また、YUCCAは

10

、前記オーキシン生合成経路において、主要な律速酵素と考えられている（非特許文献1
）。それ故、式（I

）又は式（II

）で表される化合物を用いることにより、従来のオ

ーキシン生合成阻害剤と比較して、より特異的にオーキシンの生合成を阻害することが可
能となる。
【００７５】
式（I
3

）又は式（II
N1

、L

B1

、R

）で表される化合物において、R1
B2

、R

及びR

、R2

、R3

、L1

、L2

は、以下の定義を満たすことが必要である。

【００７６】
R1

、R2

及びR3

は、それぞれ独立して、置換若しくは非置換のアリール、置換若し

くは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しく

20

は非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシ
クロアルキルであり、
L1

、L2

及びL3

は、それぞれ独立して、単結合、置換若しくは非置換のアルキレン

、置換若しくは非置換のアルケニレン、置換若しくは非置換のアルキニレン（前記2価基
は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1)‑、‑C
O‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでい
てもよい）であり、
RN1

は、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若しくは非置換のアルケニル、

置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のアリール、置換若しくは非置換
のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアルキル、置換若しくは非置換の

30

アリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリール縮合ヘテロシクロアルキ
ルであり、
RB1

及びRB2

は、それぞれ独立して、水素、置換若しくは非置換のアルキル、置換若

しくは非置換のアルケニル、置換若しくは非置換のアルキニル、置換若しくは非置換のア
リール、置換若しくは非置換のヘテロアリール、置換若しくは非置換のヘテロシクロアル
キル、置換若しくは非置換のアリール縮合シクロアルキル又は置換若しくは非置換のアリ
ール縮合ヘテロシクロアルキルであるか、或いは
RB1

及びRB2

は、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換

のヘテロシクロアルキルを形成する。
40

【００７７】
式（I

）又は式（II

）において、前記基が置換されている場合、該置換基は、それ

ぞれ独立して、ハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2、C(O)Z
Z

（

は水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した基から

選択される1価基である）、並びに置換若しくは非置換のアルキル、アルケニル、アルキ
ニル、シクロアルキル、シクロアルケニル、シクロアルキニル、ヘテロシクロアルキル、
アルコキシ、シクロアルコキシ、ヘテロシクロアルコキシ、アリール、アリールアルキル
、アリールアルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、ア
リールアルキルオキシ、アリールアルケニルオキシ、ヘテロアリールオキシ、ヘテロアリ
ールアルキルオキシ、アリール縮合シクロアルキル、アリール縮合ヘテロシクロアルキル
及びアシルからなる群より選択される1価基であることが好ましい。
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【００７８】
R1

、R2

及びR3

は、それぞれ独立して、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換

のアルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アリール、アリールアルキル、アリ
ールアルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、アリール
アルキルオキシ、ヘテロアリールオキシ或いはヘテロアリールアルキルオキシで置換され
たアリール、ヘテロアリール、ヘテロシクロアルキル、アリール縮合シクロアルキル或い
はアリール縮合ヘテロシクロアルキルであることが好ましく、非置換又はハロゲン、置換
若しくは非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコ
キシ、C6〜C15アリール、C7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C
15ヘテロアリール、C7〜C16ヘテロアリールアルキル、C6〜C15アリールオキシ、C7〜C16

10

アリールアルキルオキシ、C6〜C15ヘテロアリールオキシ或いはC7〜C16ヘテロアリールア
ルキルオキシで置換されたC6〜C15アリール、C6〜C15ヘテロアリール、C5〜C15ヘテロシ
クロアルキル、C8〜C18アリール縮合シクロアルキル或いはC8〜C18アリール縮合ヘテロシ
クロアルキルであることがより好ましく、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置換のC1
〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコキシ、C6〜C15アリ
ール、C7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C15アリールオキシ
或いはC7〜C16アリールアルキルオキシで置換されたC6〜C15アリール又はC6〜C15ヘテロ
アリールであることがさらに好ましく、1若しくは複数のハロゲン、メチル、エチル、プ
ロピル、ブチル（例えばtert‑ブチル）、メトキシ、フェノキシ、ベンジルオキシ若しく
はフェニルで置換されたフェニル、ビフェニル、ピリジル、ナフチル又はアントラセニル

20

であることが特に好ましい。
【００７９】
L1

、L2

及びL3

は、それぞれ独立して、単結合であるか、或いは非置換又はハロゲ

ン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ、NO2、C(O)Z

（Z

は水素、ヒドロキ

シル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは前記で説明した基から選択される1価基であ
る）、置換若しくは非置換のアルキル、アルケニル若しくはアルキニルで置換されたアル
キレン、アルケニレン或いはアルキニレン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択され
る1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1')‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選
択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい）であることが好ましく
、単結合であるか、或いは非置換又はハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のア
ミノ、NO2、C(O)Z

（Z

30

は水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若しくは

前記で説明した基から選択される1価基である）或いは置換若しくは非置換のC1〜C5アル
キル、C2〜C5アルケニル若しくはC2〜C5アルキニルで置換されたC1〜C5アルキレン、C2〜
C5アルケニレン或いはC2〜C5アルキニレン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択され
る1個以上のヘテロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1')‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選
択される1個以上のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい）であることがより好ま
しく、単結合であるか、或いは非置換又はハロゲン、ヒドロキシル、置換若しくは非置換
のアミノ、NO2、C(O)Z

（Z

は水素、ヒドロキシル、置換若しくは非置換のアミノ若し

くは前記で説明した基から選択される1価基である）或いは置換若しくは非置換のC1〜C5
アルキル、C2〜C5アルケニル若しくはC2〜C5アルキニルで置換されたC1〜C5アルキレン或

40

いはC2〜C5アルケニレン（前記2価基は、=N‑、‑O‑及び‑S‑から選択される1個以上のヘテ
ロ原子、又はエポキシ、‑N(RN1')‑、‑CO‑、‑COO‑、‑SO‑及び‑SO2‑から選択される1個以上
のヘテロ原子基をその鎖中に含んでいてもよい）であることがさらに好ましく、単結合で
あるか、或いはメチレン又はエチレンであることが特に好ましい。
【００８０】
RN1

は、水素であるか、或いは非置換アルキル、アルケニル、アルキニル、アリール

、ヘテロアリール又はヘテロシクロアルキルであることが好ましく、水素であるか、或い
は非置換C1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C6〜C15アリール、C6
〜C15ヘテロアリール又はC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、水素
であることが特に好ましい。
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【００８１】
RB1

及びRB2

は、それぞれ独立して、水素であるか、或いは非置換アルキル、アルケ

ニル、アルキニル、アリール、ヘテロアリール又はヘテロシクロアルキルであることが好
ましく、水素であるか、或いは非置換C1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキ
ニル、C6〜C15アリール、C6〜C15ヘテロアリール又はC5〜C15ヘテロシクロアルキルであ
ることがより好ましく、水素であることが特に好ましい。
【００８２】
RB1

及びRB2

が、それらが結合するボロン酸基と一緒になって置換若しくは非置換の

ヘテロシクロアルキルを形成する場合、該基は、非置換又はハロゲン、置換若しくは非置
換のアルキル、アルケニル、アルキニル、アルコキシ、アリール、アリールアルキル、ア

10

リールアルケニル、ヘテロアリール、ヘテロアリールアルキル、アリールオキシ、アリー
ルアルキルオキシ、ヘテロアリールオキシ或いはヘテロアリールアルキルオキシで置換さ
れたヘテロシクロアルキルであることが好ましく、非置換又はハロゲン、置換若しくは非
置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル、C2〜C5アルキニル、C1〜C5アルコキシ、C6〜
C15アリール、C7〜C16アリールアルキル、C8〜C17アリールアルケニル、C6〜C15ヘテロア
リール、C7〜C16ヘテロアリールアルキル、C6〜C15アリールオキシ、C7〜C16アリールア
ルキルオキシ、C6〜C15ヘテロアリールオキシ或いはC7〜C16ヘテロアリールアルキルオキ
シで置換されたC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、非置換又はハ
ロゲン、置換若しくは非置換のC1〜C5アルキル、C2〜C5アルケニル或いはC2〜C5アルキニ
ルで置換されたC5〜C15ヘテロシクロアルキルであることがより好ましく、非置換又はメ

20

チルで置換された1,3,2‑ジオキサボロラン‑2‑イルであることが特に好ましい。
【００８３】
式（II

）において、R1

、R2

及びR3

が同一の基であり、且つL1

が同一の基であることが好ましい。この場合、式（II

、L2

及びL3

）で表される化合物は、式（I

）で表される化合物のボロン酸無水物の形態となる。
【００８４】
特に好ましい式（I

）又は式（II

）で表される化合物は、以下：

フェニルボロン酸；
3,5‑ジクロロフェニルボロン酸；
2,6‑ジクロロフェニルボロン酸；

30

2‑クロロフェニルボロン酸；
3‑クロロフェニルボロン酸；
4‑クロロフェニルボロン酸；
3‑ピリジンボロン酸；
4‑ブロモフェニルボロン酸；
3,5‑ジブロモフェニルボロン酸；
3,5‑ジフルオロフェニルボロン酸；
4‑メチルフェニルボロン酸；
3‑メチルフェニルボロン酸；
4‑メトキシフェニルボロン酸；

40

4‑エチルフェニルボロン酸；
3‑エチルフェニルボロン酸；
フェネチルボロン酸（2‑フェニルエチルボロン酸）；
4‑tert‑ブチルフェニルボロン酸；
2‑ナフチルボロン酸；
2‑アントラセニルボロン酸；
3‑ビフェニリルボロン酸；
4‑ビフェニリルボロン酸；
(2‑フルオロビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；
(4

‑メチルビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；
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‑ブロモビフェニル‑4‑イル)ボロン酸；

4‑フェノキシフェニルボロン酸；
3‑ベンジルオキシフェニルボロン酸；
4‑ベンジルオキシフェニルボロン酸；
4‑ベンジルオキシ‑3‑フルオロフェニルボロン酸；
4‑(4,4,5,5‑テトラメチル‑1,3,2‑ジオキサボロラン‑2‑イル)ビフェニル；及び
2,4,6‑トリス(4‑クロロフェニル)ボロキシン（トリス[4‑クロロフェニルボロン酸]無水物
）；
からなる群より選択される。
10

【００８５】
とりわけ好ましい式（I）で表される化合物は、4‑ビフェニリルボロン酸又は4‑フェノ
キシフェニルボロン酸である。
【００８６】
＜3. 使用方法＞
本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤は、有効成分である式（I）若しくは
式（II）又は式（I

）若しくは式（II

）で表される化合物に加えて、場合により1種以

上のさらなる活性成分、1種以上の農業上許容される担体及び1種以上の農業上許容される
補助剤を含んでもよい。この場合、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤は
、有効成分である式（I）若しくは式（II）又は式（I

）若しくは式（II

）で表される

化合物、並びに場合により1種以上のさらなる活性成分、1種以上の農業上許容される担体

20

及び1種以上の農業上許容される補助剤の少なくともいずれかを含む農業化学組成物とし
て提供される。
【００８７】
さらなる活性成分としては、パラクロロフェノキシイソ酪酸（PCIB）及びα‑(フェニル
エチル‑2‑オン)‑インドール‑3‑酢酸（PEO‑IAA）のようなオーキシン受容阻害剤、1‑N‑ナ
フチルフタラミン酸（NPA）及び2,3,5‑トリヨード安息香酸（TIBA）のようなオーキシン
極性輸送阻害剤等を挙げることができる。
【００８８】
或いは、さらなる活性成分は、特許文献2に記載の式（I

）で表される化合物を有効成

分として含むオーキシン生合成阻害剤であってもよく、又は特願2012‑277116の明細書に
おいて開示される式（I
【化５】

30

）：

40
［式中、n
g

、Ar

、A

、B

、R1

、R2

、R3

、R4

及びR5

は、以下の［a

］〜［

］のいずれかを満たす：

［a

］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

及びB
1

は、単結合であり、
2

R

及びR

R3

は、ヒドロキシルであり、

は、水素であり、

R4

は、水素又は置換若しくは非置換アルキルであり、

50

(20)
R5
［b

JP 2014‑169246 A 2014.9.18

は、カルボン酸又は置換若しくは非置換アルキルとのカルボン酸エステルである。
］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、‑O‑CH2‑又は‑O‑であり、

B

は、単結合又は‑CH2‑であり、
1

及びR3

は、水素であり、

2

及びR4

は、それらが結合する炭素原子と一緒になってビニレンを形成し、

5

は、カルボン酸又は置換若しくは非置換アルキルとのカルボン酸エステルである。

R
R
R
［c

10

］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、単結合、ビニレン又はカルボニルであり、

B

は、単結合であり、

R1

及びR3

2

4

R

及びR

は、水素であり、
は、それらが結合する炭素原子と一緒になってエポキシ又はビニレンを形

成し、
R5
［d

は、カルボン酸又は置換若しくは非置換アルキルとのカルボン酸エステルである。

20

］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、単結合又は‑O‑CH2‑であり、

B

は、単結合であり、
1

R

及びR2

は、水素であるか、又はそれらが結合する炭素原子と一緒になってカルボ

ニルを形成し、
R3

及びR4

は、水素であるか、又はそれらが結合する炭素原子と一緒になってビニリ

デンを形成し、
5

R

30

は、カルボン酸若しくはホスホン酸、又は置換若しくは非置換アルキルとのカルボ

ン酸若しくはホスホン酸エステルである。
［e

］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、単結合又は‑O‑CH2‑であり、

B

は、単結合であり、

R1

は、水素であり、

2

及びR4

R

3

は、アシルアミノであり、

R5

は、カルボン酸又は置換若しくは非置換アルキルとのカルボン酸エステルであるか

R

は、それらが結合する炭素原子と一緒になってビニレンを形成し、

40

、或いは
R3

及びR5

は、それらが結合する炭素原子と一緒になってオキサゾール‑5(4H)‑オン環

を形成する。
［f
n

］
は、0であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、単結合又は‑O‑であり、
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は、単結合であり、
1

及びR2

5

は、カルボン酸、N‑ヒドロキシフタル酸イミドとのカルボン酸エステル又はカルボ

R
R

は、水素であり、

ン酸ヒドラジドである。
［g

］

n

は、1であり、

Ar

は、置換若しくは非置換のアリール、又は置換若しくは非置換のヘテロアリールで

あり、
A

は、単結合であり、

B

は、単結合又はメチレンであり、

R1
3

及びR2

10

は、水素であり、

R

は、水素又はヒドロキシルであり、

R4

は、水素であり、

R5

は、ヒドロキシルである。］

で表される化合物を有効成分として含むオーキシン生合成阻害剤であってもよい。
【００８９】
農業上許容される担体としては、水、ケロセン若しくはディーゼル油のような鉱油画分
、植物若しくは動物由来の油、環状若しくは芳香族炭化水素（例えばパラフィン、テトラ
ヒドロナフタレン、アルキル化ナフタレン類若しくはそれらの誘導体、又はアルキル化ベ
ンゼン類若しくはそれらの誘導体）、アルコール（例えばメタノール、エタノール、プロ

20

パノール、ブタノール又はシクロヘキサノール）、ケトン（例えばシクロヘキサノン）、
アミン（例えばN‑メチルピロリドン）、又はこれらの混合物のような農業上許容される液
体担体が好ましい。
【００９０】
農業上許容される補助剤としては、例えば、固体担体、不活性補助剤、界面活性剤(例
えば、分散剤、保護コロイド、乳化剤及び湿展剤)、有機若しくは無機の増粘剤、殺菌剤
、不凍剤、消泡剤又は着色剤が好ましい。
【００９１】
オーキシンは、植物に普遍的に存在することが知られている。また、フラビンモノオキ
シゲナーゼの一種であるYUCCAは、シロイヌナズナ、イネ及びペチュニアのような様々な

30

植物に広く存在することが知られている。それ故、本発明のオーキシン生合成阻害剤又は
YUCCA阻害剤は、被子植物及び裸子植物を含む様々な植物に対して適用することができる
。本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤を適用し得る植物としては、限定す
るものではないが、例えば、シロイヌナズナ及びアブラナのようなアブラナ科植物、イネ
、トウモロコシ、コムギ及びオオムギのようなイネ科植物、ダイズのようなマメ科植物、
ブドウのようなブドウ科植物、ペチュニア及びトマトのようなナス科植物、並びにモモ及
びリンゴのようなバラ科植物等の望ましい植物（例えば作物植物）を挙げることができる
。或いは、以下で説明するように、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤を
望ましくない植物の防除に使用する場合、オーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤を適
用し得る植物としては、限定するものではないが、例えば、イヌビエ及びタイヌビエのよ

40

うなイネ科雑草、コナギ及びヤナギタデのような広葉雑草、タマガヤツリ及びミズガヤツ
リのようなカヤツリグサ科雑草等の望ましくない植物（例えば雑草）を挙げることができ
る。前記のような植物に本発明のオーキシン生合成阻害剤を適用することにより、植物（
in vivo及び／又はex vivo）におけるオーキシン生合成を阻害することが可能となる。ま
た、前記のような植物に本発明のYUCCA阻害剤を適用することにより、植物（in vivo及び
／又はex vivo）において、該植物におけるYUCCA活性を阻害することが可能となる。さら
に、前記のような植物に由来するYUCCAに本発明のYUCCA阻害剤を適用することにより、in
vitroにおいて、YUCCA活性を阻害することが可能となる。
【００９２】
本明細書において、「in vivo」又は「in vivoにおける処理」は、前記で挙げた植物の
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体内における本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤による処理を意味する。
また、「ex vivo」又は「ex vivoにおける処理」は、前記で挙げた植物の部分、例えば前
記植物に由来する培養細胞、カルス、組織及び／又は器官における本発明のオーキシン生
合成阻害剤又はYUCCA阻害剤による処理を意味する。前記植物の部分は、該植物から分離
することによって得てもよく、当該技術分野で通常使用される培養技術を用いて該植物又
はその部分を脱分化及び／若しくは再分化させることによって得てもよい。本発明におい
て、「本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤を植物に適用する」は、in vivo
において該植物に適用することだけでなく、ex vivoにおいて該植物に適用することも包
含する。また、本発明において、「本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤に
よって植物を処理する」は、in vivoにおいて該植物を処理することだけでなく、ex vivo

10

において該植物を処理することも包含する。
【００９３】
式（I）又は式（II）で表される化合物は、高いオーキシン生合成阻害活性を有する。
それ故、本発明はまた、本発明のオーキシン生合成阻害剤で植物を処理することを含む、
該植物におけるオーキシンの生合成を阻害する方法に関する。本発明の方法において、オ
ーキシン生合成阻害剤で処理する植物は、前記で挙げた望ましい植物及び／又は望ましく
ない植物であることが好ましい。
【００９４】
本発明の方法は、所望により、本発明のオーキシン生合成阻害剤に加えて、さらなる薬
剤で植物を処理することをさらに含んでもよい。さらなる薬剤としては、前記で説明した

20

農業化学組成物のさらなる活性成分であることが好ましい。この場合、本発明のオーキシ
ン生合成阻害剤及びさらなる薬剤で植物を処理する順序は特に限定されない。例えば、本
発明のオーキシン生合成阻害剤とさらなる薬剤とを同時に（単一の若しくは別々の製剤と
して）用いて植物を処理してもよく、又は逐次的に用いて処理してもよい。本発明のオー
キシン生合成阻害剤に加えて、さらなる薬剤で植物を処理することにより、該植物におけ
るオーキシンの生合成をより顕著に阻害することができる。
【００９５】
本明細書において、「オーキシンの生合成阻害」及び「オーキシン生合成阻害活性」は
、植物体においてオーキシンの生合成に関与する酵素反応の少なくとも1個を阻害するこ
と、又はそのような活性を意味する。すでに説明したように、植物の内性オーキシンとし

30

て最も主要な化合物であるIAAの主要な生合成経路は、L‑TrpからIPyAを経由してIAAが形
成される経路である。公知のオーキシン生合成阻害剤であるL‑AOPPは、L‑TrpからIPyAが
形成される反応を制御するトリプトファンアミノ基転移酵素（TAA）だけでなく、フェニ
ルプロパノイドの主要な生合成酵素として知られるフェニルアラニンアンモニアリアーゼ
（PAL）も阻害する。このため、L‑AOPPは、PALの下流に位置するフェニルプロパノイド系
の二次代謝産物の生合成も阻害し得る（図1）。これに対し、式（I）若しくは式（II）又
は式（I

）若しくは式（II

）で表される化合物は、L‑TrpからIPyAを経由してIAAが形

成される主要なオーキシン生合成経路のいずれかを制御する酵素を阻害すると考えられる
。例えば、式（I

）又は式（II

）で表される化合物は、前記生合成経路の主要な律速

酵素と考えられているフラビンモノオキシゲナーゼの一種であるYUCCAの活性を特異的に
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阻害することができる。それ故、本発明の化合物により、他の二次代謝産物の産生量に実
質的な影響を与えることなく、植物における内性IAA量を特異的に低下させることができ
る。
【００９６】
なお、植物における内性IAA量は、非特許文献2を参照することにより、測定することが
できる。
【００９７】
オーキシンは、植物の発生、成長、分化及び様々な環境応答に関与することが知られて
いる。また、オーキシンは、植物体において、エチレン、ジベレリン、アブシジン酸、サ
イトカイニン及びブラシノステロイド等の他の植物ホルモンと相互に関連（クロストーク
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）して様々な生理作用を調節していることが知られている。それ故、本発明はまた、本発
明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で植物を処理することを含む、該植物の成
長を調節する方法に関する。本明細書において、「植物の成長を調節する」は、植物の成
長に何らかの影響を与えることを意味する。ここで、植物の成長に与えられる影響とは、
植物の成長に対する促進的効果及び抑制的効果のいずれも包含する。前記植物の成長を調
節する作用は、例えば、望ましい植物の生育促進作用（例えば、根長の成長促進）である
ことが好ましい。或いは、前記植物の成長を調節する作用は、オーキシン及びエチレンの
クロストークに基づく作用（例えば、落葉若しくは落果の抑制、花卉の老化抑制又は果実
の成熟抑制）であることが好ましい。前記植物の成長を調節する作用は、花卉の老化抑制
又は果実の成熟抑制のような、植物の鮮度保持であることがより好ましい。前記の場合に

10

おいて、本発明のオーキシン生合成阻害剤で処理される植物は、前記で説明した植物であ
ることが好ましく、前記で説明した望ましい植物であることがより好ましい。本発明のオ
ーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で前記の望ましい植物を処理することにより、該
植物の生育を促進し、且つ／又は該植物の鮮度を保持することができる。
【００９８】
本発明の方法は、所望により、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤に加
えて、さらなる薬剤で植物を処理することをさらに含んでもよい。さらなる薬剤としては
、前記で説明した農業化学組成物のさらなる活性成分であることが好ましい。この場合、
本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤及びさらなる薬剤で植物を処理する順
序は特に限定されない。例えば、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤とさ

20

らなる薬剤とを同時に（単一の若しくは別々の製剤として）用いて植物を処理してもよく
、又は逐次的に用いて処理してもよい。本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害
剤に加えて、さらなる薬剤で植物を処理することにより、該植物の成長をより顕著に調節
することができる。
【００９９】
本発明のオーキシン生合成阻害剤は、望ましくない植物のオーキシン生合成を阻害する
ことにより、該植物の生育を阻害（例えば、根伸長阻害、殺草、枯死又は発芽阻害）する
ことができる。また、本発明のYUCCA阻害剤は、望ましくない植物のYUCCA活性を阻害する
ことを介してオーキシン内性量を変動させることにより、該植物の生育を阻害（例えば、
根伸長阻害、殺草、枯死又は発芽阻害）することができる。それ故、本発明はまた、本発
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明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で望ましくない植物を処理することを含む
、該望ましくない植物の除草方法に関する。この場合、本発明のオーキシン生合成阻害剤
又はYUCCA阻害剤は、望ましくない植物を防除するために使用される。前記の場合におい
て、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で処理される植物は、前記で説明
した望ましくない植物であることが好ましい。本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCC
A阻害剤で前記の望ましくない植物を処理することにより、該植物の生育を阻害して、該
植物を防除することができる。
【０１００】
本発明の方法は、所望により、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤に加
えて、さらなる薬剤で望ましくない植物を処理することをさらに含んでもよい。さらなる
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薬剤としては、前記で説明した農業化学組成物のさらなる活性成分であることが好ましい
。この場合、本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤及びさらなる薬剤で望ま
しくない植物を処理する順序は特に限定されない。例えば、本発明のオーキシン生合成阻
害剤又はYUCCA阻害剤とさらなる薬剤とを同時に（単一の若しくは別々の製剤として）用
いて望ましくない植物を処理してもよく、又は逐次的に用いて処理してもよい。本発明の
オーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤に加えて、さらなる薬剤で望ましくない植物を
処理することにより、該植物の生育をより顕著に阻害することができる。
【０１０１】
本発明のYUCCA阻害剤は、植物のフラビンモノオキシゲナーゼの一種であるYUCCA活性を
阻害することができる。本明細書において、「YUCCAの阻害」及び「YUCCA阻害活性」は、
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植物（in vivo及び／又はex vivo）において、並びに／或いはin vitroにおいて、YUCCA
の活性を阻害すること、又はそのような活性を意味する。それ故、本発明は、本発明のYU
CCA阻害剤で植物を処理することを含む、該植物におけるYUCCA活性を阻害する方法に関す
る。本発明の方法において、本発明のYUCCA阻害剤で処理される植物は、前記で説明した
植物であることが好ましく、前記で説明した望ましい植物であることがより好ましい。本
発明のYUCCA阻害剤で前記の望ましい植物を処理することにより、該植物において、YUCCA
活性を阻害することができる。
【０１０２】
本発明の方法は、所望により、本発明のYUCCA阻害剤に加えて、さらなる薬剤で植物を
処理することをさらに含んでもよい。さらなる薬剤としては、前記で説明した農業化学組

10

成物のさらなる活性成分であることが好ましい。この場合、本発明のYUCCA阻害剤及びさ
らなる薬剤で植物を処理する順序は特に限定されない。例えば、本発明のYUCCA阻害剤と
さらなる薬剤とを同時に（単一の若しくは別々の製剤として）用いて植物を処理してもよ
く、又は逐次的に用いて処理してもよい。本発明のYUCCA阻害剤に加えて、さらなる薬剤
で植物を処理することにより、該植物において、YUCCA活性をより顕著に阻害することが
できる。
【０１０３】
なお、植物におけるYUCCA阻害活性は、非特許文献1を参照することにより、決定するこ
とができる。例えば、液体クロマトグラフィー・エレクトロスプレーイオン化・タンデム
型質量分析装置（LC‑ESI‑MS/MS）を用いて、対象化合物の存在下で栽培又は培養した植物
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内における、YUCCAの基質であるIPyAの内性量を測定することにより、対象化合物の植物
内におけるYUCCA阻害活性を決定することができる。
【０１０４】
本発明はまた、本発明のYUCCA阻害剤と植物のYUCCAとをin vitroで接触させることを含
む、in vitroにおけるYUCCA活性を阻害する方法に関する。
【０１０５】
本発明の方法に使用されるYUCCAは、前記で挙げた望ましい植物及び／又は望ましくな
い植物に由来するYUCCAであることが好ましい。前記YUCCAは、前記植物から精製された天
然タンパク質であってもよく、大腸菌又は酵母等を利用した組換えタンパク質発現系のよ
うな、当該技術分野で通常使用される手段によって人工的に調製された人工タンパク質で
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あってもよい。いずれの場合も本発明の方法に包含される。
【０１０６】
本発明の方法において、本発明のYUCCA阻害剤と植物のYUCCAとをin vitroで接触させる
工程は、例えば、YUCCAと、YUCCAの基質であるインドール‑3‑ピルビン酸（IPyA）と、本
発明のYUCCA阻害剤とを含む酵素反応溶液を調製することにより、実施することが好まし
い。前記酵素反応溶液は、所望により、フラビンアデニンジヌクレオチド（FAD）及び還
元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド（NADPH）のような1個以上の補酵素を含むこ
とができる。前記酵素反応溶液は、pH7〜pH8の範囲のpHであることが好ましい。前記酵素
反応溶液は、前記pH範囲を維持するために、例えばPBSのような緩衝液成分を含むことが
好ましい。前記pH範囲を維持することにより、YUCCAの酵素反応を実質的に安定して進行
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させることができる。
【０１０７】
前記酵素反応溶液を調製する方法は特に限定されない。前記酵素反応溶液は、例えば、
YUCCAとIPyAとを少なくとも含む酵素水溶液に、本発明のYUCCA阻害剤を含むストック溶液
を加えることにより、調製することが好ましい。前記YUCCA阻害剤を含むストック溶液の
溶媒は、水若しくはジメチルスルホキシド（DMSO）又はそれらの混合物であることが好ま
しい。ここで、YUCCA阻害剤を含むストック溶液は、1000体積部の酵素水溶液に対して、0
.01体積部〜10体積部の範囲の量で加えられることが好ましい。前記の条件で酵素反応溶
液を調製することにより、本発明のYUCCA阻害剤によるYUCCA阻害活性を正確に評価するこ
とができる。
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【０１０８】
前記の条件で本発明の方法を実施することにより、in vitroにおいてYUCCA活性を阻害
することができる。
【０１０９】
なお、in vitroにおけるYUCCA阻害活性は、例えば非特許文献１を参照し、YUCCAの酵素
反応で生成したIAAの量を測定することによって、決定することができる。
【０１１０】
本発明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で植物を処理する場合、当該技術分
野で通常使用される農薬の剤形及び施用方法を用いることができる。好適な剤形としては
、例えば、乳剤、水和剤、液剤、水溶剤、粉剤、粉末剤、ペースト剤及び粒剤等を挙げる

10

ことができる。好適な施用方法としては、例えば、散布、散粉、噴霧、浸漬及び塗布等を
挙げることができる。
【０１１１】
以上のように、本発明のオーキシン生合成阻害剤は、植物におけるオーキシンの生合成
を特異的に阻害することができる。また、本発明のYUCCA阻害剤は、植物体におけるYUCCA
活性を阻害することを介してオーキシン内性量を変動させることができる。それ故、本発
明のオーキシン生合成阻害剤又はYUCCA阻害剤で植物を処理することにより、植物の成長
を調節することが可能となる。
【実施例】
【０１１２】
以下、実施例を用いて本発明をさらに具体的に説明する。但し、本発明の技術的範囲は
これら実施例に限定されるものではない。
【０１１３】
＜I：化合物の調製＞
表1に示す実施例化合物を、以下の試験に使用した。
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【表１】
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実施例1〜30の化合物は、特級グレード又はより高純度の市販品を使用した。
【０１１４】
＜II：使用例＞
［II‑1：内性IAA量の定量試験］
シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana L., Col‑0）の種子を、培養プレートに調製し
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た固体培地（0.8％寒天で固化させた1/2 MS培地及び1.0％スクロースを含む）上に播種し
た。前記培養プレートを平置きで静置し、シロイヌナズナを連続白色光下、22℃で6日間
栽培した。得られた幼植物体を、遠心チューブに調製した液体培地（1/2 MS培地、1.0％
スクロースを含む）中で、連続白色光下、22℃で24時間振盪培養した。次いで、試験化合
物（各30 μM）を前記液体培地に添加し、連続白色光下、22℃で3時間振盪培養した。そ
の後、幼植物体を回収し、該幼植物体中の内性IAA量を定量した。内性IAA量の定量は、非
特許文献2に記載の方法に従い、LC‑MS/MSを用いて行った。前記試験を、2回反復して平均
値を算出した。結果を図2に示す。
【０１１５】
図2に示すように、本発明の化合物は、いずれもシロイヌナズナの内性IAA量を低下させ
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た。
【０１１６】
［II‑2：シロイヌナズナの生育試験］
野生型シロイヌナズナ（Arabidopsis thaliana L., Col‑0）の種子を、培養プレートに
調製した固体培地（0.8％寒天で固化させた1/2 MS培地、1.5％スクロース及び3又は10 μ
M各試験化合物を含む）上に播種した。前記培養プレートを縦置きで静置し、シロイヌナ
ズナを連続白色光下、22℃で8日間栽培した。その後、シロイヌナズナの形態を目視で観
察した。対照区は、試験化合物に代えてジメチルスルホキシド（DMSO）を同量添加した。
対照区のシロイヌナズナ幼植物体の形態と比較して、生育阻害が観察された化合物を表2
に示す。表中、「◎」は、対照区のシロイヌナズナ幼植物体と比較して、主根の伸長が80
%以上阻害された試験区を、「○」は主根の伸長が40%〜80%阻害された試験区を、「△」
は主根伸長の阻害が40%以下であった試験区を、それぞれ示す。また、対照区及び各試験
区の形態を図3‑1〜3‑8に示す。
【０１１７】
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【表２】
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【０１１８】
表2及び図3‑1〜3‑8に示すように、本発明の化合物は、シロイヌナズナ幼植物体に対し
て、主根の伸長抑制のような顕著な生育阻害効果を示した。
【０１１９】
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［II‑3：YUCCA活性試験］
100 μM PBS緩衝液（pH7.0）中に、10 μMインドール‑3‑ピルビン酸（IPyA）、40 μM
フラビンアデニンジヌクレオチド（FAD）、1 mM還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレ
オチド（NADPH）、5 μg/L YUCCA（ProS2‑YUC2）及び30 μM各試験化合物を含む酵素反応
溶液を調製した。前記酵素反応溶液は、試験化合物以外の成分を含む酵素水溶液と、所定
の濃度に調製した各試験化合物のDMSO溶液（ストック溶液）とを予めそれぞれ調製してお
き、1000体積部の該酵素水溶液に、1体積部の試験化合物のストック溶液を加えることに
よって調製した。YUCCAは、シロイヌナズナのYUCCAをコードする遺伝子であるYUC2遺伝子
を大腸菌の組換えタンパク質発現系で過剰発現させ、得られたタンパク質を精製すること
によって調製した。前記酵素反応溶液を、30℃で20分間インキュベートして、酵素反応を
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行った。その後、前記酵素反応溶液に、メタノールを終濃度100 μMとなるように加えて
酵素反応を停止させた。得られた酵素反応溶液中に含まれるインドール‑3‑酢酸（IAA）を
、蛍光検出器を接続したHPLC分析によって定量した。HPLC分析の条件は以下の通りである
。結果を図4に示す。
【０１２０】
HPLC分析
装置

：HPLC

ELITE LaChrom （HITACHI社製）

カラム

：COSMOSIL 5C18‑MS‑II
（内径：4.6 mm×カラム長：150 mm；ナラライテスク社製）

移動相

：メタノール：水のグラジエント溶媒（0.1%酢酸を含む）

流速

：1.0 ml/分

温度

：22℃ (室温)

検出

：蛍光検出器（励起波長：280 nm；蛍光（放出）波長：355 nm）
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【０１２１】
図4に示すように、本試験に用いた本発明の化合物は、in vitroにおいてYUCCA活性を顕
著に阻害した。
【０１２２】
［II‑4：本発明の化合物と従来技術の化合物とのオーキシン生合成阻害活性の比較］
前記II‑2の使用例に記載のシロイヌナズナの生育試験を用いて、本発明の実施例化合物
21及び25と従来技術の化合物（参考例1〜3）とのオーキシン生合成阻害活性を比較した。
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参考例1の化合物は、特許文献2に記載のアミノオキシ基を有する化合物KOK1169を用いた
。化合物KOK1169の構造を以下に示す。
【０１２３】
【化６】

30
【０１２４】
参考例2及び3は、以下に示す方法により調製した。
（参考例2：KOK3098の合成）
【化７】

40
【０１２５】
水素化ナトリウム（60％）（255 mg，6.38 mmol）に、テトラヒドロフラン（5 ml）を
加え撹拌した。得られた混合物に、5‑フェニルチオフェン‑2‑カルボアルデヒド（1.00 g
，5.31 mmol）、クロロ酢酸メチル（692 mg，6.38 mmol）及びテトラヒドロフラン（10 m
l）の混合液を滴下し、室温で一晩撹拌した。反応液を氷冷し、1 M硫酸で中和後、ジクロ
ロメタンで3回抽出した。得られた抽出物のジクロロメタン溶液を、無水硫酸ナトリウム
で乾燥した。前記溶液を濾過して、減圧下で濃縮した。得られた残渣を、シリカゲルクロ
マトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝5：1）で精製し、表題化合物（茶色結晶462 mg
，33％）を得た。
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1

H‑NMR (CDCl3, 270 MHz) δppm: 3.91 (3H, s), 6.38 (1H, d, J = 1.7 Hz), 6.81 (1

H, d, J = 1.7 Hz), 7.22‑7.31 (3H, m), 7.33‑7.42 (2H, m), 7.60‑7.66 (2H, m).
【０１２６】
（参考例3：KOK3099の合成）
【化８】
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【０１２７】
文献（Organic Letters, 2003年, 第5巻, 第24号, p. 4665‑4668）に記載の方法にした
がって、表題化合物を合成した。
【０１２８】
前記反応で得られたKOK3098（434 mg，1.67 mmol）及びPd0‑EnCat（登録商標）（0.4 m
mol/g）（208 mg）を、酢酸エチル（10 ml）に溶解させた。得られた溶液に、トリエチル
アミン（0.92 ml，6.67 mmol）、蟻酸（0.25 ml，6.67 mmol）を加えた。得られた反応液
を、アルゴン雰囲気下、室温で一晩撹拌後、該反応液を濾過した。得られた濾液を、減圧
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下で濃縮した。その後、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー（ヘキサン：酢酸エチル＝
3：1）で精製し、表題化合物（黄色結晶178 mg，41％）を得た。
1

H‑NMR (CDCl3, 270 MHz) δppm: 3.05‑3.35 (3H, m), 3.76 (3H, s), 4.45 (1H, dd,

J = 5.8, 4.3 Hz), 6.81 (1H, dt, J = 3.5, 0.8 Hz), 7.11 (1H, d, J = 3.5 Hz), 7.18
‑7.26 (1H, m), 7.28‑7.37 (2H, m), 7.50‑7.56 (2H, m).
【０１２９】
実施例化合物21及び25、並びに参考例1〜3の化合物の、シロイヌナズナの生育試験結果
を図5に示す。
【０１３０】
図5に示すように、参考例2の化合物は、30 μMで、参考例3の化合物は、10 μMで、主
根伸長を阻害した。これに対し、実施例25の化合物は、3 μMで、実施例21の化合物は、1
μMで、主根伸長を顕著に阻害した。前記の結果から、本発明の化合物は、従来技術のオ
ーキシン生合成阻害剤と比較して、より高いオーキシン生合成阻害活性を有することが示
唆される。
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【図１】

【図２】

【図３−１】

【図３−２】
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【図３−３】

【図３−４】

【図３−５】
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【図３−７】

【図３−８】

【図４】
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