JP 2021‑17431 A 2021.2.15

(57)【要約】
【課題】安全性が高い、新規の植物の免疫活性化剤及び
植物の免疫活性化方法を提供する。
【解決手段】植物の免疫活性化剤は、モノテルペンアル
コールとバリンとのエステル又はその塩を有効成分とし
て含有する。植物の免疫活性化剤に含有されるモノテル
ペンアルコールはメントールでもよい。植物の免疫活性
化剤は害虫防除に用いられてもよい。
【選択図】図１

(2)

JP 2021‑17431 A 2021.2.15

【特許請求の範囲】
【請求項１】
モノテルペンアルコールとバリンとのエステル又はその塩を有効成分として含有する、
植物の免疫活性化剤。
【請求項２】
前記モノテルペンアルコールがメントールである、請求項１に記載の植物の免疫活性化
剤。
【請求項３】
害虫防除に用いられる、請求項１又は２に記載の植物の免疫活性化剤。
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【請求項４】
植物に請求項１〜３のいずれか一項に記載の植物の免疫活性化剤を曝露させることを含
む、植物の免疫活性化方法。
【請求項５】
害虫抵抗性を向上させる、請求項４に記載の植物の免疫活性化方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、植物の免疫活性化剤に関する。
【背景技術】
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【０００２】
本発明者らは、以前、ペパーミントの香気成分を受容した植物では防御応答が活性化さ
れ、病害虫抵抗性が高まることを報告している（例えば、特許文献１及び非特許文献１参
照）。
【０００３】
また、ペパーミントには揮発性テルペンアルコールであるメントールが含まれており、
メントール及びメントール誘導体は蚊に対する殺虫・忌避作用を示すことが報告されてい
る（例えば、非特許文献２参照）。
【０００４】
このようなメントールに代表されるモノテルペンアルコールは、毒性や刺激が非常に低
いことが知られている。これらのことから、より安全性が高い植物の免疫活性化剤の開発

30

に向けた、モノテルペンアルコールの応用が期待されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１９−８３７３６号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｓｕｋｅｇａｗａ

ｅｔ

ａｌ．，Ｐｌａｎｔ．Ｊ．；２０１８；９６

；９１０
【非特許文献２】Ｓａｍａｒａｓｅｋｅｒａ
ｅｎｔ

ｅｔ

ａｌ．，Ｐｅｓｔ

Ｍａｎａｇｅｍ
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Ｓｃｉｅｎｃｅ；２００８；６４；２９０

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
本発明は、上記に鑑みて提案されたものであり、安全性が高い、新規の植物の免疫活性
化剤及び植物の免疫活性化方法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】
【０００８】
本発明者らは、上記目的について鋭意研究した結果、モノテルペンアルコールとバリン
とのエステルが、高い植物の免疫活性作用を示すことを見出し、本発明を完成するに至っ
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た。より具体的には、本発明は、以下のようなものを提供する。
【０００９】
＜１＞

モノテルペンアルコールとバリンとのエステル又はその塩を有効成分として含有

する、植物の免疫活性化剤。
【００１０】
＜２＞

上記モノテルペンアルコールがメントールである、＜１＞に記載の植物の免疫活

性化剤。
【００１１】
＜３＞

害虫防除に用いられる、＜１＞又は＜２＞に記載の植物の免疫活性化剤。

【００１２】
＜４＞
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植物に＜１＞〜＜３＞のいずれか一つに記載の植物の免疫活性化剤を曝露させる

ことを含む、植物の免疫活性化方法。
【００１３】
＜５＞

害虫抵抗性を向上させる、＜４＞に記載の植物の免疫活性化方法。

【発明の効果】
【００１４】
本発明によれば、安全性が高い、新規の植物の免疫活性化剤及び植物の免疫活性化方法
を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】メントール及び異なる種類のメントールアミノ酸エステルを接触させたダイズ葉
における、ＰＲ１のｍＲＮＡ量を示す図である。
【図２】メントール及びメントールバリンエステルを接触させたダイズ葉における、ＰＲ
１のｍＲＮＡ量の経時変化を示す図である。
【図３】メントール脂肪酸エステルを接触させたダイズ葉における、ＰＲ１のｍＲＮＡ量
を示す図である。
【図４】メントール及びメントールバリンエステルを接触させたダイズ葉における、ナミ
ハダニ産卵数を示す図である。
【図５】メントール及びメントールバリンエステルを接触させたダイズ葉における、ハス
モンヨトウによる被食面積を示す図である。
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【図６】メントール及びメントールバリンエステルを接触させた場合の、ハスモンヨトウ
の体重を示す図である。
【図７】メントールバリンエステルの紫外線に対する安定性を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
以下、本発明を実施するための形態について詳細に説明する。但し、本発明は以下の実
施形態に限定されるものではない。
【００１７】
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤は、モノテルペンアルコールとバリンとのエステ
ル又はその塩を有効成分として含有する。
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【００１８】
＜モノテルペンアルコール＞
エステルを構成するモノテルペンアルコールは特に限定されず、例えば、メントール、
チモール、カルバクロール、テルピネオール、リナロール、ヒノキチオール、ゲラニオー
ル、ネロール、テルピネン−４−オール、シトロネロール、ラバンジュロール、ボルネオ
ール、又はペリルアルコール等が挙げられる。また、エステルを構成するモノテルペンア
ルコールが異性体を有する場合、異性体の種類は限定されない。
【００１９】
エステルを構成するモノテルペンアルコールはメントールであることが好ましい。また
、メントールには多数の異性体が存在することが知られているが、入手容易性の観点から
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、エステルを構成するモノテルペンアルコールはｌ−メントール又はｄ−メントールであ
ることがより好ましく、ｌ−メントールであることが更に好ましい。
【００２０】
＜バリン＞
エステルを構成するバリンの異性体の種類は限定されず、Ｄ体、Ｌ体、ＤＬ体のいずれ
であってもよい。なお、経済性や入手容易性の観点から、エステルを構成するバリンはＬ
体であることが好ましい。
【００２１】
＜エステル＞
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤に含有されるエステルは、モノテルペンアルコー
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ルとバリンとのエステルである。エステルの異性体の種類は限定されない。また、エステ
ルは、農芸化学的に許容可能な塩の形態であってもよい。例えば、エステルは、塩酸、臭
化水素酸、硝酸、硫酸、リン酸等の無機酸との塩の形態であってもよく、酢酸、フタル酸
、フマル酸、シュウ酸、酒石酸、マレイン酸、クエン酸、コハク酸、メタンスルホン酸、
ベンゼンスルホン酸、ｐ−トルエンスルホン酸等の有機酸との塩の形態であってもよい。
【００２２】
＜植物の免疫活性化剤＞
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤を用いて植物の免疫を活性化することにより、害
虫による食害、病害等を低減する防御遺伝子の発現を誘導することができる。したがって
、本実施形態に係る植物の免疫活性化剤は、植物の害虫防除や病害低減を目的として用い
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ることができる。
【００２３】
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤は、モノテルペンアルコールとバリンとのエステ
ル又はその塩に加えて、農芸化学的に許容可能な担体（固体担体、液体担体、又はガス担
体）、界面活性剤、安定化剤、その他の製剤用補助剤等の他の成分を含有していてもよい
。
【００２４】
固体担体としては、カオリナイト、アタパルジャイト、ベントナイト、モンモリロナイ
ト、パイロフィライト、セリサイト、タルク、酸性白土、珪藻土等の鉱物；トウモロコシ
穂軸粉、クルミ殻粉、小麦粉、大豆粉、木粉等の植物性有機物；クマロン樹脂、石油樹脂
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、アルキド樹脂、ポリ塩化ビニル、ケトン樹脂等の合成高分子化合物；等が挙げられる。
【００２５】
液体担体としては、水；メタノール、エタノール、イソプロパノール等のアルコール類
；アセトン、エチルメチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン類；ジエチルエーテル、
ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル類；酢酸エチル、酢酸アミル、エチレング
リコールアセテート等のエステル類；ベンゼン、トルエン、メチルナフタレン等の芳香族
炭化水素類；ｎ−ヘキサン、ケロシン、ホワイトオイル等の脂肪族炭化水素類；ジクロロ
エタン、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類；大豆油、綿実油等の植物油類；ジメチル
ホルムアミド、ジメチルアセトアミド等の酸アミド類；アセトニトリル、イソブチロニト
リル等のニトリル類；ジメチルスルホキシド等のスルホキシド類；等が挙げられる。
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【００２６】
ガス担体としては、ＬＰＧ（液化石油ガス）、空気、窒素ガス、炭酸ガス、ジメチルエ
ーテル等が挙げられる。
【００２７】
界面活性剤としては、アルキル硫酸エステル類、アルキルスルホン酸塩類、アルキルア
リールスルホン酸塩類、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル類、多価アルコールエス
テル類、リグニンスルホン酸塩類等が挙げられる。
【００２８】
安定化剤としては、ＰＡＰ（酸性リン酸イソプロピル）、ＴＣＰ（リン酸トリクレジル
）等が挙げられる。
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【００２９】
製剤用補助剤としては、カゼイン、ゼラチン、カルボキシメチルセルロース、アラビア
ガム、ポリエチレングリコール、ステアリン酸カルシウム等が挙げられる。
【００３０】
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤は、上記のほかに、植物ホルモン剤、殺菌剤、殺
虫剤、除草剤、肥料等を更に含有していてもよい。
【００３１】
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤の剤形は特に制限されない。剤形としては、粉剤
、粒剤、粉粒剤、水和剤、錠剤、水溶剤、乳剤、懸濁剤、液剤、油剤、ペースト剤、エア
10

ゾール剤等が挙げられる。
【００３２】
本実施形態に係る植物の免疫活性化剤は、希釈せずにそのまま用いてもよく、必要に応
じて希釈して用いてもよい。
【００３３】
＜植物の免疫活性化方法＞
本実施形態に係る植物の免疫活性化方法は、上述した本実施形態に係る植物の免疫活性
化剤を植物に曝露させることを含む。本実施形態に係る植物の免疫活性化方法を用いるこ
とにより、植物における免疫を活性化させることができる。したがって、本実施形態に係
る植物の免疫活性化方法を用いることで、免疫が活性化された植物を生産することができ
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る。
【００３４】
本実施形態に係る植物の免疫活性化方法を用いて植物の免疫を活性化することにより、
害虫による食害、病害等を低減することができる。
【００３５】
対象植物は特に限定されず、例えば、穀類（稲、小麦等）、豆類（大豆、小豆等）、芋
類（馬鈴薯、サツマイモ等）、果実類（リンゴ、ブドウ等）、葉菜類（キャベツ、ホウレ
ンソウ等）、果菜類（トマト、ナス等）、根菜類（大根、ニンジン等）、花卉類（キク、
バラ等）、特用作物（綿、麻等）等が挙げられる。
【００３６】
植物への施用部位は特に制限されず、植物の種類、施用目的等に応じて適宜選択するこ
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とができる。施用部位としては、例えば、植物の葉が挙げられる。
【００３７】
植物への施用方法も特に制限されず、植物の種類、植物の免疫活性化剤の剤形、施用目
的等に応じて適宜選択することができる。施用方法としては、例えば、葉への噴霧又は散
布等が挙げられる。植物への施用は、一回だけ行ってもよく複数回行ってもよい。
【実施例】
【００３８】
（メントールアミノ酸エステルの合成）
ｌ−メントールとＬ−アミノ酸とのエステル（本明細書において、「メントールアミノ
酸エステル」ともいう）の合成は、Ｈａｒａｄａらの論文（Ｈａｒａｄａ

ｅｔ

ａｌ．
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，Ｂｕｌｌ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．Ｊｐｎ．；１９６４；３７；１９１）に記載されている
方法に従って行った。まず、１モル当量のＬ−アミノ酸、１．３モル当量のｐ−トルエン
スルホン酸一水和物、及び１．５モル当量のｌ−メントールをトルエンに懸濁し、還流冷
却器が備えられたＤｅａｎ−Ｓｔａｒｋ装置を用いて、１１０℃で３日間加熱した。酢酸
エチルで希釈した後に、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、次いで飽和食塩水で洗
浄して、硫酸ナトリウムで乾燥した。その後、濾過及び減圧濃縮を行い、残渣をシリカゲ
ルクロマトグラフィーにより精製し、メントールアミノ酸エステルを得た。
【００３９】
（メントール脂肪酸エステルの合成）
ｌ−メントールと脂肪酸とのエステル（本明細書において、「メントール脂肪酸エステ
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ル」ともいう）の合成は、Ｓａｋａｋｕｒａらの論文（Ｓａｋａｋｕｒａ

ｅｔ

ａｌ．

，Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．；２００７；１２９；１４７７５）に記載されている方
法に従って行った。まず、１モル当量のｌ−メントール及び０．００５モル当量のジメチ
ルアミノピリジンを無溶媒で混合し、次いで、１．１モル等量の各脂肪酸無水物（酢酸（
ＡＡ）、酪酸（ＢＡ）、及びオクタン酸（ＯＡ））を添加して、室温で２４時間撹拌した
。酢酸エチルで希釈した後に、１Ｍ

塩酸水溶液及び飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗

浄し、次いで飽和食塩水で洗浄して、硫酸マグネシウムで乾燥した。その後、濾過及び減
圧濃縮を行い、残渣をシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、メントール脂肪酸エ
ステルを得た。
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【００４０】
（試験例１）
メントールアミノ酸エステルがｐａｔｈｏｇｅｎｅｓｉｓ−ｒｅｌａｔｅｄ
ｅｉｎ

ｐｒｏｔ

１（ＰＲ１）遺伝子のｍＲＮＡ発現に及ぼす影響を確認した。なお、ＰＲ１遺伝

子は、植物の免疫を活性化し、ハスモントウやナミハダニによる食害に対する防御的機能
を果たす遺伝子であることが知られている（Ｍｅｕｒ

ｅｔ

Ｐｌａｎｔ．；２００８；１３３；７６５、Ｓｕｋｅｇａｗａ

ａｌ．，Ｐｈｙｓｉｏｌ．
ｅｔ

ａｌ．，Ｐｌａｎ

ｔ．Ｊ．；２０１８；９６；９１０、等参照）。
【００４１】
メントール及びメントールアミノ酸エステルを、終濃度が１μＭとなるように１０ｍＭ
ＭＥＳならびに１％エタノールを含有する水溶液に溶解し、２週間生育させたダイズ葉
に３枚１組あたり３ｍＬスプレー処理した。また、コントロール溶液（１０ｍＭ
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ＭＥＳ

ならびに１％エタノール水溶液）も同様にスプレー処理した。
【００４２】
スプレー処理後、１日間インキュベートしたダイズ葉１００ｍｇから、Ｓｅｐａｓｏｌ
−ＲＮＡ

Ｉ

Ｓｕｐｅｒ

Ｇ（ナカライテスク社）を用いてトータルＲＮＡの抽出を行

った。その後、ＲｅｖｅｒＴｒａ
ｉｔｈ

ｇＤＮＡ

Ａｃｅ

ｑＰＣＲ

ＲＴ

Ｍａｓｔｅｒ

Ｍｉｘ

ｗ

Ｒｅｍｏｖｅｒ（東洋紡社）を用いて、ｃＤＮＡの合成を行った。合

成したｃＤＮＡについて、ＴＨＵＮＤＥＲＢＩＲＤ

ＳＹＢＲ

ｑＰＣＲ

Ｍｉｘ（東洋

紡社）を用いたリアルタイムＰＣＲ法により、ＰＲ１、及び内因性コントロールとしてａ
ｃｔｉｎの遺伝子を増幅した。リアルタイムＰＣＲは、ＣＦＸ
ｌ−Ｔｉｍｅ

ＰＣＲ

ｄｅｔｅｃｔｉｏｎ

Ｃｏｎｎｅｃｔ

Ｒｅａ

30

ｓｙｓｔｅｍ（Ｂｉｏ−Ｒａｄ社）を用い

て、９５℃で６０秒間の初期変性を行った後、９５℃で１５秒間の変性反応及び６０℃で
３０秒間の伸長反応を４５サイクル行った。ＰＲ１のｍＲＮＡ発現量は、ａｃｔｉｎのｍ
ＲＮＡ発現量により補正した。使用したプライマーの配列は以下のとおりである。
【００４３】
【表１】
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【００４４】
同様の実験を５回行い、平均値と標準偏差値を求めた。結果を図１に示す。
【００４５】
図１に示されるように、メントールとバリンとのエステル（本明細書において、「メン
トールバリンエステル」又は「ｍｅｎｔ−Ｖａｌ」ともいう）を曝露すると、ＰＲ１のｍ
ＲＮＡ発現量が増加した。この結果より、メントールバリンエステルが、植物の免疫を活
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性化することがわかった。
【００４６】
（試験例２）
試験例１と同様にメントール及びメントールバリンエステルをダイズ葉に曝露後、２４
、４８、７２、９８、１２０時間インキュベートした後に、ダイズ葉１００ｍｇからｃＤ
ＮＡを合成し、ＰＲ１のｍＲＮＡ発現量の測定を行った。ｃＤＮＡの合成及びリアルタイ
ムＰＣＲは、試験例１と同様の方法を用いて行った。
【００４７】
同様の実験を３回行い、平均値と標準偏差値を求めた。結果を図２に示す。なお、図２
における「＊」は、コントロール溶液の曝露後、各時間が経過した例（ｃｏｎｔ）と比較

10

して、統計学的に有意であることを示す。
【００４８】
図２に示されるように、メントールを曝露させた場合のＰＲ１のｍＲＮＡ量は、曝露後
２４時間及び４８時間経過時において有意に増加していた。また、メントールバリンエス
テルを曝露させた場合のＰＲ１のｍＲＮＡ量は、曝露後２４時間、４８時間に加えて７２
時間経過時においても有意な増加が確認された。これらの結果より、メントールに比べて
メントールバリンエステルの方が、ＰＲ１のｍＲＮＡ量の増加を長時間持続できることが
わかった。
【００４９】
（試験例３）
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上記で合成したメントール脂肪酸エステルを、試験例１と同様にダイズ葉に曝露した。
１日間インキュベートしたダイズ葉１００ｍｇからｃＤＮＡを合成し、ＰＲ１のｍＲＮＡ
発現量の測定を行った。ｃＤＮＡの合成及びリアルタイムＰＣＲは、試験例１と同様の方
法を用いて行った。
【００５０】
同様の実験を３回行い、平均値と標準偏差値を求めた。結果を図３に示す。なお、図３
における「ｎｓ」はコントロールと比較して統計学的に有意でないことを示す。
【００５１】
図３に示されるように、いずれのメントール脂肪酸エステルで処理した場合においても
、ＰＲ１のｍＲＮＡ量の増加は示されなかった。
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【００５２】
（試験例４）
メントールバリンエステルが植物の害虫抵抗性に及ぼす影響を確認した。試験例１と同
様にスプレー処理後、２４時間インキュベートしたダイズ葉から葉ディスク（１．８ｃｍ
２

）を作製した。葉ディスク上にナミハダニ雌成虫を接触させ、３日後の産卵数をカウン

トした。また、同様にスプレー処理及びインキュベートしたダイズ葉に、２４時間絶食さ
せたハスモンヨトウ３令幼虫（１．８〜２．０ｍｇ）を２時間接触させ、食害された葉の
面積（被食面積）を、ＩｍａｇｅＪソフトウェア（ＮＩＨ）を用いて解析した。
【００５３】
同様の実験を５回行い、平均値と標準偏差値を求めた。ナミハダニの産卵数に関する結
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果を図４に、ハスモンヨトウによる被食面積に関する結果を図５に示す。なお、図４及び
図５における「＊」は、コントロール溶液を曝露した例（ｃｏｎｔ）と比較して、統計学
的に有意であることを示す。
【００５４】
図４に示されるように、メントールバリンエステルを曝露させることで、産卵数の有意
な減少が確認された。また、図５に示されるように、メントールバリンエステルを曝露さ
せることで、被食面積の有意な減少が確認された。これらの結果より、メントールバリン
エステルが植物に害虫抵抗性をもたらすことがわかった。
【００５５】
（試験例５）
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メントールバリンエステルの毒性を確認するために、毒性試験を行った。人工飼料（イ
ンセクタＬＦＳ、日本農産工業社）３ｇに、コントロール水溶液、１μＭメントール水溶
液及び１μＭメントールバリンエステル水溶液を５００μｌ添加したものを、ハスモンヨ
トウ３令幼虫（１．８〜２．０ｍｇ）に４日間与えた。その後、ハスモンヨトウ幼虫の体
重の測定を行った。
【００５６】
同様の実験を５回行い、平均値と標準偏差値を求めた。結果を図６に示す。
【００５７】
図６に示されるように、コントロール溶液を与えた場合と、メントール溶液及びメント
ールバリンエステル溶液を与えた場合とでは体重差は示されず、試験例４で示されたメン
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トールバリンエステルによる植物の害虫抵抗性は、害虫に対する毒性によるものではない
ことがわかった。
【００５８】
（試験例６）
メントールバリンエステルの紫外線に対する安定性試験を行った。０．５μＭメントー
ル水溶液及び０．５μＭメントールバリンエステル水溶液に紫外線を照射し（２５４ｎｍ
、３ｍＷ／ｃｍ２）、ヘキサン・酢酸エチル（４：１）溶液を用いて、薄層クロマトグラ
フィー（ＴＬＣ）により展開した。結果を図７に示す。
【００５９】
図７に示されるように、８時間紫外線を照射した場合でも、メントールバリンエステル
の安定性への影響はないことが確認された。

【図１】

【図３】

【図４】
【図２】
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【図５】

【図６】

【配列表】
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【図７】
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