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展着剤の最近の動向と今後の方向性

効果を安定化させたり高めるために用いられる.

2003年の出荷数量は 3563t，その後は約 3千 tで横

ばい状態であり，最近はやや減少傾向にあり 2011

年では 2848t，62品目の展着剤が農薬登録されてい

る(図 1). 展着剤の出荷数量は県別では北海道が

もっとも多く 506tで全体の 18%を占め，主要な対

象作物は小麦を主体とする畑作物である(表1)次

に群馬 ・青森 ・長野 ・静岡と続き 5地区で全体の

約 4割を占有する 展着剤を有効成分からみると ，

約 9割に界面活性剤が配合されている.界面活性剤

とは一つの分子の中に，7.Kに周11染みやすい部分と油

に馴染みゃすい部分の相反する官能基を有し，石鹸

に代表される物質であり ，非イオン(ノニオン)， 

陰イオン(アニオン)，陽イオン(カチオン)，両性

イオンの 4種類に分類される.展着剤を有効成分か

ら分類すると，ノニオンが主体であるが，アニオン

が配合されたものやカチオンが配合されたものも

あり，①ノニオン単独，②アニオン配合，③その他

の 3グ‘ループに大別することができる(図 2) もっ

とも製品の多い①ノニオン単独 (41品目)は l成分

系と複成分系 1成分系はさらにエーテノレ型ノニオ

ンとエステル型ノニオンへ細分類できる.一方，商

品コンセプトから展着剤を分類すると，機能性展着

剤(アジュパント)，一般展着剤，固着剤の 3種類
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界面活性

日本では 2006年にポジティブリスト制度が施行

された後，周辺作物への農薬のドリフト対策が講じ

られる中，散布水量の低減化やドリフトレスノズル

の導入により，散布ムラ防止や薬効安定化の需要が

著しく高まり， 北海道を中心に展着剤の役割が大き

く見直されつつある.しかしながら，従来農薬散布

において葉裏にも薬液がかかるように十分な水量

で散布する指導の結果，展着剤は本来の機能である

薬効や散布効率の向上が発揮されず，濡れ性 ・付着

性 ・混用性などの物理化学的性状の改善を目的とす

る単なる補助剤としての位置づけで、あった.一方，

米国で、は慣行的な高濃度少水量散布の際に機能性

展着剤であるアジュパン トが積極的に有効活用さ

れている.本稿では，日米での農薬散布条件や病害

虫防除体制の相違も踏まえて，日本における展着剤

の最近の動向と今後の方向性について考察する.

〔キーワード〕 ー展着斉1]，アジュパント，

剤，農薬，病害虫防除

はじめに

日本における展着剤について

展着剤は農薬を散布する際に現場で添加する薬

剤であり ，同剤は主剤の物理化学的性状を改善して

2 

制
柑
税
制
繰
越
(
b
=
根
拠
腿

100 

75 

50 

25 

-・・出荷量(t)

→ー登録数3563 
4000 

1000 

3000 

2000 

(

H

)

制
定
召
(
も
夜
拠
腿

。。
2011 

0369-5247/14/￥500/1論文/JCOPY

2010 2009 2008 2007 

日本における展着剤の出荷量と登録数の推移

.丸和バイオケミカノレ(株)技術士 (KazuoKawashimal 

2006 2005 2004 2003 

図 l



242 農業および園芸第 89巻第2号 (2014年)

表 l 展着剤の地区別の出荷数量と主要な用途

No. 地区 出荷数量 (t) 主要な用途

北海道 506 畑作全般(麦類，旦類，バレイショ，ビート等)

(18%) 

2 群馬 310 キャベツ，コンニャク，ネギ等

3 青森 132 リンゴ，ニンニク等

4 長野 115 落葉果樹(リンゴ，モモ，ブドウ)等

5 静岡 101 茶， ミカン等

その他 1684 野菜，果樹等
ぷE泳3三ロt 2848 

農薬要覧 (2012)から作成.

/脂肪族系 サーファクタン卜WK，マイリノ一等
/エーテル型く

/ "'-芳香族系一一一一アルソープ，クサリノ一等
1成分系く

¥エステル型一一一一一一一一一一一一一一一一アプローチBI，K.Kステッ力一等

複成分系 一一ーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一スカッシュ，ミックスパワー，ネオエステリン等

シリコン系 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一まくぴか，ブレイクスルー

リグニンスルホン酸塩系 シンダイン，ダイン

ジアルキルスルホコハク酸Na系 一一一一一一一一一一一一一一ダイコート，ワイドコート等

ポリナフチルメタンスルホン酸Na系 グラミンS，クミテン等

その他一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一サブマージ

パラフィン系一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ペタンV，ステッケル，アビオンE等

カチオン性活性剤系一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ニーズ，アグレイド，ブラボ一等

その他 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一タマジェット

図 2 有効成分からみた主要な展着剤の分類

に大別することができる.その中でアジュパントは

広義には補助剤全般を意味するが，一般的には農薬

の有効成分が本来もっている作用を改良する目的

に用いられる物質と定義されている.また Holloway

と Stockはアジュパントを Spraymodifier (濡れ性

や拡展性の改善)と Activator(葉面吸収や生物活性

の改善)の 2つのカテゴリーに分類しており，ここ

では前者を一般展着剤，後者をアジュパント(機能

性展着剤)と解釈する.

アジュパントは一般展着剤に比べて 1000-3000倍

の高濃度で添加されて濡れ性や付着性を改善する

と共に，特に難防除場面などで農薬の効果を積極的

に引き出す剤であり，単に効果を高めるだけでなく

農薬散布の作業時間を含む総経費削減の利点が生

産者に還元されるものである.一般展着剤は，散布

ムラをなくす観点から散布液の表面張力を下げる

ことにより拡展性を改善し，アジュパントに比べて

5000-10000倍の低濃度で添加されて濡れにくい作

物や病害虫などへの付着性を改善する.また低泡性

の機能のものや水和剤と乳剤などの混用性を改善

する機能のものがあり，物理化学的性状の視点から

現場の作業性を改善することができる.固着剤は初

期付着量を高めることにより，殺菌剤などの耐雨性

を高めて残効性を延ばすことができ，特に保護殺菌

剤への添加により効果が期待できる.航空散布にお

けるドリフト防止を目的とする飛散防止剤が日本

では 1品目のみが農薬登録されていたが，現在は登

録失効して製品は存在しないものの，今後はドリフ

ト防止剤のニーズは高まるものと予測される.

3.海外におけるアジュバントについて

1 )米国でのアジュバントの種類と活用
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米国 SouthemIllinois大学の Youngが編集した除

草剤用アジュパント概説書によると， 2012年におい

て米国のアジュパントは 27タイプに分類され，そ

の製品数 (27タイプからタンク洗浄剤，発砲剤，香

料，緩衝剤，その他を除く)は 933品目あり，タイ

プで見ると窒素配合系 157品目，ノニオン性界面活

性剤 134，植物油メチノレ化物 62，植物油濃縮物(大

豆，ヒマワリ，ナタネ，コーンなど)51，シリコー

ン系界面活性剤 39， ドリフト防止剤 224，展着剤・

固着剤 25などに分類できる.製造元は 37社あり，

主要な会社として Helenaが40品目， Precisionが39

品目， Lovelandが 36品目あり，様々な機能のアジュ

パントが製造・販売されている.

この除草剤用途の概説書以外に殺虫剤，殺菌剤や

植物成長調整剤用アジュパントも製造・販売されて

おり，従って米国では日本の展着剤に相当する製品

数はおよそ 1000品目が上梓されていると推定され

る.またアジュパントの EPA登録ラベルを見ると，

拡展性・固着性・混用性・ドリフト防止・耐雨性-

uv分解防止・土壌浸透性など様々な機能が挙げら

れているが，もっとも重要な目的は散布水量が少な

い条件における散布ムラを防止すべく薬液の均ー

な濡れ性と薬効の安定増強効果であり，最近はタイ

プ別で製品数のもっとも多いドリフト防止のニー

ズが高まっていると推察される.

2)米国でのアジュバント使用実績

少しデータは古くなるが， 1989-1992年に米国で

販売されている 485品目の農薬ラベルについてア

ジュパント推奨の有無が Foyによって調べられた

報文があり，全体の 49%にアジュパントの推奨が記

載されており，アジュパント添加不可が明記された

5%を加えると全体の 54%にアジュパント推奨の有

無に関する a情報があった.特に除草剤に関してはア

ジュパントの推奨が 71%と高い結果であったが，最

近は遺伝子組み換え作物の普及に伴いグリホサー

ト用アジュパントの使用が減少する傾向にある.一

方，日本の農薬ラベルに特別な展着剤が推奨される

ことは極めて少ない状況であり，薬害問題を理由に

して添加を不可とする事例が見られる程度であり，

ネギやタマネギなどの濡れ性の悪い作物に関して

展着剤添加が推奨されている.

このような相違の背景には，米国では日本と比べ

て高濃度少水量散布(標準で 25L!10a)や航空散布

(5-10L!10a) の際に散布ムラが発生する散布条件

であることが大きな要因と推察される.農薬ラベル

にアジュパントの推奨のみならず，散布条件も記載

されており，特にドリフト防止対策に関して過剰な

散布水量の禁止(果樹で 225L以上110a)および粒

径へ及ぼすアジュパントの影響 (150阿n以下は不適

合)も明記されている農薬ラベルもある.またア

ジュパント会社は積極的に大学やコンサルタント

を活用して基礎試験や現地試験データを公表する

と共に，特定のアジュパントを用いた試験で収量増

加を詠うチラシに関して農薬会社からお墨付きを

入手しており，さらに農薬会社自身も独自で開発し

たアジュパントを推奨しているケースも見られる.

要はアジュパント添加によって農薬散布作業の効

率化も含めてトータルでコストを低減化できるこ

とに経営者の視点が大きく置かれているため，ア

ジュパント活用が米国で広く普及していると考察

される.

3) ISAA (Intemational Society for Agrochemical 

Adjuvants) 

ISAAはアジュパントに特化した国際会議であり，

1986年に第 l回の会議がカナダにて開催され，その

後は3年毎に持ち回り制で各国にて開催されており，

2010年は 8月にドイツ， 2013年は 4月にブラジル

で盛大に開催された. ドイツでの開催では 38ヶ国

から約 450名の参加者，口頭発表 51件，ポスター

発表 50件があり，主要なテーマとして除草剤関連

40件，殺菌剤関連 25件，アジュパント効果 20件が

あった. 2013年のブラジルでは約 400名の参加者，

口頭発表 43件，ポスタ一発表 53件があり，主要な

テーマとしてアジュパント効果 45件，除草剤関連

30件，殺菌剤関連 21件，試験手法 17件，ドリフト

関連 13件があり，アジュパント活用が広く国際的

に検討されている.国際的なアジュパント研究開発

のこのような動向を見ると，日本ではドリフト防止

剤は存在しないが，近い将来に地上散布や無人ヘリ

コプター散布用に散布機器の改良と共にドリフト

防止剤が開発・実用化される可能性は高いと予測さ

れる.

4. 日本における展着剤の活用事例

日本における展着剤の検討は最近ようやく注目

されるようになったが，公的指導機関での試験事例
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はまだ少ないのが現状である.その背景として米国

のような高濃度少水量散布は一般的ではなく，多量

に散布する条件下であること，さらに一般展着剤が

主流であり薬効を積極的に向上する事例が少ない

こともあり，展着剤応用が研究対象になるケースは

少ない.ここでは難防除や散布ムラが発現する場面

において公的指導機関で実施された興味深い試験

事例を中心に紹介する.

1)薬効増強効果

小麦の雪腐病は北海道で長期間の残効性が望ま

れており， 5種類の展着剤を用いて殺菌剤の残効性

試験が道内の普及センターにて検討された f表 2). 

3種類の殺菌剤混用系(トルクロホスメチル水和剤，

イミノクタジン酢酸塩液剤，チオファネートメチノレ

水和剤)へ 5種類の展着剤が各々添加されて検討さ

れた結果，予想に反してパラフイン系固着剤添加区

はもっとも発病度が高く防除効果が劣った.発病度

が最少で薬効増強効果が大きかったのはカチオン

が配合されたタイプ(ニーズ)およびエステル型ノ

ニオン(アプローチ BI)を有効成分とする展着剤で

あった.またエステル型ノニオンを有効成分とする

展着剤をフルフェノクスロン乳剤に添加して薬効

増強効果が福井農試でホウレンソウケナガコナダ

ニについても確認された.

2)低濃度の活用

ブドウに大きな被害をもたらすトラカミキリの

休眠期防除試験が広島果試にて実施された.エステ

ル型ノニオンを有効成分とする展着剤を用いてマ

表2 小麦雪腐病防除に及ぼす5種類の展着剤添加効果

添加された展着剤のタイプ 発病度

カチオン性界面活性剤配合系 8 

エステル型ノニオン性界面活性剤系 9 

アニオン性界面活性剤配合系 19 

エーテル型ノニオン性界面活性剤配合系 26 

パラフイン系 38 

試験場所:北海道美幌地区農業改良普及センター

処理薬剤:トルクロホスメチル水和剤X1000，イミノ
クタジン酢酸塩液剤X1000，チオファネー

トメチル水和剤X2000

供試展着剤・カチオン系X1000，エステル型ノニオン

系X1000，アニオン配合系X3000，エー

テル型ノニオン系X3000，パラフイン系
X 1000 

処理日:1999年 11月 10日

調査日:2000年4月 19日，各区 50株を調査

ラソン・ MEP乳剤への添加効果を検討した結果，

殺虫剤の濃度を高めるよりも展着剤を添加する方

が殺虫効果を高めることが確認された.さらにその

展着剤濃度を高めることにより， 100%に近い殺虫

効果が認められた.この増強効果は展着剤の有効成

分であるノニオンが農薬の可溶化を向上させ，結果

として樹木に対する農薬の浸透性が高まったため

と考察される.このような展着剤添加効果はカチオ

ンを有効成分とする展着剤を用いて岩手大学での

リンゴ病害虫体系防除について農薬の濃度を半減

化した試験や大阪農試でのナスの灰色かび病防除

試験においても同様に確認された現場では農薬の

効果を安定化させるために登録範囲の高濃度を適

用するのが一般的であるが，展着剤活用により登録

範囲の低濃度での実用化はコストを意識した経営

者の視点、から重要な課題である.

3)散布水量の低減

奈良農試の室内試験(トマトハモグリパエ)で散

布水量を減少させた条件下(殺虫剤単独の死虫率:

約 50%)，複数の展着剤の添加効果が検討された結

果，供試した農薬に対して添加された複数の展着剤

が同様の反応を示すのではなく，農薬とアジュパン

トの聞に相性のあることが確認された.現地試験で

は鹿児島茶試で茶の赤焼け病に対する展着剤添加

が確認された(表 3).赤焼け病は晩秋から翌年の初

春の低温期に発生する病気であり，一番茶への影響

が大きく，その防除には銅系殺菌剤が一般的に 10a

当り 400Lの水量で散布される.殺菌剤としてカス

ガマイシン・銅水和剤及び銅水和剤を用いて散布水

量を 200-300Lに低減してカチオンを有効成分とす

る展着剤の添加効果が検討された結果，展着剤を添

加した区は散布水量を400Lから 200-300Lへ低減し

でも同等な防除効果が得られ，作業の軽減化と共に

経済面の経費削減効果も実証された.

4)散布団数の低減

カチオンを有効成分とする展着剤を用いてウリ

類うどんこ病防除試験が佐賀農試と鹿児島農試で

検討された.殺菌剤としてトリアジメホン水和剤

(DMI剤)と TPNフロアブツレを用いて展着剤の添

加効果が検討された結果，慣行の 1週間間隔と同等

以上の防除効果が 2週間間隔処理でも認められた.

すなわち，対照区の一般展着剤添加では増強効果は

認められず，散布団数の低減化は不可で、あったもの
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表 3 茶赤焼病の体系防除における散布水量の低減に及ぼす展着剤の添加効果

試験区 発病葉数 発病葉率 防除率 一番茶収量 減収率 薬剤費
(枚1m2) (%) (%) (kg/10a) (%) (円110a)

殺菌剤 400L!10a 195.2 6.0 (0) 63. 1 541. 7 13. 7 5500 

殺菌剤十カチオン 400L!10a 216.8 6.7(0) 59.0 563.0 10.3 6200 

殺菌剤iJ+カチオン 300L!10a 157. 1 4.8(0) 70.3 575. 1 8. 3 5300 

殺菌剤iJ+カチオン 200L!10a 215.0 6.6 (0) 59.4 598.6 4.6 4300 

無処理区 529.3 16.3 (x) 484.9 22. 7 

試験場所.鹿児島茶業試験場(九防協委託試験)
処理日:2004年 12月 14日， 2005年 1月 12日， 2月 8日， 3月 4日(合計4回)
供試殺菌剤 l回目はカスガマイシン・銅水和剤， 2回目から 4回目は銅水和剤
供試展着剤:カチオン性界面活性剤配合系(ニーズ)
発病葉率被害許容水準 6.6%と比較し，水準~+0.3%まで0 ， +0.3%以上は×と判定
薬剤費-鹿児島県内流通概算価格

の，機能性展着剤添加により農薬散布間隔を 1週間

から 2週間へ延長できることが示唆された.同様な

散布団数の低減に関してカンキツの黒点病に対し

てマシン油乳剤を展着剤として用いて散布回数の

低減化が佐賀果試で確認された.このように機能性

展着剤添加により散布団数の低減化の可能性が複

数の事例で示唆されるが，その他の機能として耐雨

性向上や飛散防止などの多様な効果も報告されて

いる.

5. アジュパントの作用性について

各種の農薬が最初に接触する対象物は葉面のク

チクラであり，エピクチクラワックス，クチクラ層

およびクチン層の三層から構成されている.

HollowayとStockはクチクラ膜からの侵入，気干しか

らの侵入，葉面散布後の挙動，農薬の極性と植物の

ワックス量の関係，ラベル化合物を使用した挙動な

どの観点から界面活性剤を有効成分とするアジュ

パントの葉商からの取込みについて検討した.クチ

クラ膜と表皮における作用機作として①葉面上に

おける物質の濃縮，②葉面上からクチクラ膜への物

質移動，③クチクラ膜における物質の拡散係数，④

クチクラ膜から細胞壁への物質移動係数，⑤細胞壁

における物質濃縮の 5段階の重要性を言及した.総

括としてポリオキ、ンエチレン型のノニオン性界面

活性剤による活性化作用は複雑な相互作用に依存

して発現すると考察しており，①農薬の投与量と物

理化学的性状，②ノニオンの投与量と物理化学的性

状，③標的植物の特性の 3要因を挙げた.

また渡部は，農薬が作物や雑草へ及ぼす付着と移

行に関与する要因について解析し，クチクラ膜透過

に影響を及ぼすアジュパントの基本的な作用から

①湿展作用，②水滴内部改善作用，③活性化作用及

び④複合作用の 4つのタイプに分類した.その作用

パラメーターとして全透過量，単位分配率，接触面

積および透過速度因子の4点から作用性が解析され

た.界面活性剤を有効成分とするア、ジュパントの作

用性はまだ十分に解析されていないのが現状であ

るが，その作用特性が一歩ずつ解明されることによ

り，アジュパント活用は既存農薬を復活させるのみ

ならず，新製品の開発にも繋がる.製剤化において

各種のアジュパントを配合できる限界量を考える

と，栽培現場では農薬散布時に簡便に添加できる展

着剤はさらに開発の機運が盛り上がるものと予測

される.

6. おわりに

食糧需給バランスが世界的な規模で崩れかけて

いる現状を考えると，食糧自給率の向上は各国にお

いて最重要課題になることが予測され，植物保護剤

である農薬の重要性が見直されると考える.農薬は

良品質な農産物の収量確保に必須な生産資材であ

るにもかかわらず，医薬品と対比するとリスクのみ

が強調されてベネフィットが低く見られる傾向に

ある.医薬品と農薬の相違を考えると， 3点挙げる

ことができ，先ず製剤技術に関して医薬品は大学で

製剤学として成立して薬剤師の存在があるのに対

し，農薬では農薬会社に一任され最終製剤の処方は

企業ノウハウ(特許)になっており最終製剤処方は

非公開である.第二に製剤使用に関して医薬品は医
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者によって診断されて使用量が各患者別に決定さ

れるのに対し，農薬は使用者の判断(診断ではない)

によって各作物に使用されている.最後に使用場面

に関して医薬品では各患者に局部的に閉鎖系で使

用されるのに対し，農薬も同様に各作物別に使用さ

れるが環境に開放系で広く施用されるために広範

囲な暴露リスクが伴うことである.このような相違

点を十分に理解した上，元気の良い農業従事者に真

に喜ばれる生産資材として農薬を完成させるプロ

セスにおいて製剤・施用技術が重要な役割を果たし

ており，その技術の一つにア、ジュパント技術がある.

十分な散布水量である日本の慣行的な農薬散布

条件はまだ無駄が多い現状を顧みると，積極的な環

境負荷低減の観点から農薬の適正使用を推進させ

る一手段としてアジュパント(一般展着剤ではな

い)は極めて重要な役割を果たすことが期待される.

一方，製品差別化や現場での普及性の視点からア

ジュパントをワンパッケージ化した製剤開発も考

えられるが，原体と同等以上の配合量が必要である

ことから製剤化は極めて困難である.今後の研究開

発の動向として日本では界面活性剤を有効成分と

する展着剤が主体であるが，海外(特に米国)では

界面活性剤以外の成分(植物油，有機溶剤や無機塩

など)が広く利用されていることから，界面活性剤

以外の化学物質のアジュパント開発研究や異業種

(特に呑粧品・医薬品分野)で実績のある界面活性

剤の応用研究が盛んになると予測される.展着剤の

今後の課題として次の 3点を挙げることができ，単

に効果増強効果でなく省力化やコスト削減の視点

に立った施用技術(散布水量や処理濃度の低減)の

確立が期待される.

①リスクのより少ない機能性展着剤(アジュパン

ト)の開発および普及

②アジュパント技術の普及において適用できる

農薬と適用できる作物の整理

同時に適用できない農薬と適用できない作物

の整理も含む

③アジュパント技術の普及において散布機器も

含めた施用技術の構築

最後に，今まで展着剤応用に関与して頂いた全国

の指導機関の皆様に深謝すると共に，本技術を確立

して推進させるために一層のご協力とご指導を引

き続きお願いしたい.
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