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宮崎県総合農業試験湯研究報告第51号 (H29.3)

サトイモの葉に対する展着剤による薬害の発生と温度条件

黒木修一 l)• 廣瀬雄信2)• 臼井真奈美 l)• 寺本敏 l)

要約

サトイモの葉に薬害が発生する展着剤と，薬害が発生する温度条件について検討した．

1. 供試した展着剤16剤のうち，薬害が認められず薬液の付着が良かったのは，ポリオキシエチレンヘキ

シタン脂肪酸エステル（「アプローチBI」)，ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル（「クイックタッチ」），ソ

ルビタン脂肪酸エステルとポリオキシエチレン樹脂酸エステルの混合剤（「スカッシュ」）の 3剤であった．

2. ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン剤（「まくぴか」）を使用し，薬害と気温の関係を調査したと

ころ， 35℃では処理後 15分後に薬害が確認され， 30℃,25℃, 20℃では気温が低くなるほど薬害が生

じにくくなり， 15℃でぽ認められなかった．

3. サトイモの葉に薬害を生じる展着剤があり，特に高温期には薬害の発生に注意が必要である．

［キーワード：サトイモ，展着剤，薬害，気温】

緒言

サトイモ(Colocasiaesculen絃 (L.)Schott)は，

宮崎県内では約 l,OOOhaで栽培され，大きな産地

を形成しているとともに，本県農業にとって重要

な畑作品目である.2016年の6月に，宮崎県総

合農業試験場内の栽培ほ場において，発生した病

害虫を防除するために農薬を散布したところ，サ

トイモの葉の一部が褐色になる薬害が確認された

その後，現地の栽培ほ場でも同様の症状が散見さ

れるようになった．当初は，使用した殺虫剤あるい

は殺菌剤による薬害と考えていたが，当場内で防

除を続けるうちBT剤や銅剤など，散布したいず

れの薬剤でも同様の薬害が発生することが確認さ

れた．一方，展着剤としてポリオキシエチレンメ

チルポリシロキサン剤（以下，「まくぴか」とする）

や，ポリオキシエチレンドデシルエーテル剤（以

下，「プラテン80」とする）を混用したときに症

状が発生するものの，ソルビタン脂肪酸エステル

とポリオキシエチレン樹脂酸エステルの混合剤

（以下，「スカッシュ」とする）を使用したときに

は発生が確認できなかった．このことから，展着

剤がサトイモの葉に薬害を発生させる可能性が示

唆された

なお，「まくぴか」あるいは「プラテン80」を

防除に使用したのは， 2015年秋にサトイモの病害

虫防除に使用したが，このときは葉に薬害様の症

状は確認できなかったためである．このため，薬

剤散布時の何らかの条件により，薬害が発生して

いる可能性も示唆された．

このサトイモの葉に発生した薬害の原因を明ら

かにするため，県内で使用されている数種類の展

着剤について，サトイモの葉に対する薬害の発生

を調査するとともに，薬剤処理時の気温と薬害発

生の関係について検討した．

I 試験方法

1. 試験1展着剤の種類と薬害の関係

試験は，当場内の直射日光があたる露地作業ス

ペースで行った．いずれも快晴であった2016年7

月5日，同 15日，同8月22日に， 1/5,000aワ

グネルポットに植えた2.-...,4葉期のサトイモ‘石

川早生＇の株を並べ，各ポットの 1葉を針金でカ

ップ状に固定し散布液が 1-----2mL溜まるように

した（写真 1).

供試した展着剤を表 1に示した（以下，供試し

た展着剤は商品名で記す）．各剤をイオン交換水で

所定濃度に調整し，ハンドスプレーを用いて十分

量を散布し，カップ状になった葉に薬液が溜まる

ようにしたこのとき，各展着剤とも農薬登録上

1) 宮崎県総合農業試験場生物環境部 2)現 宮崎県経済農業協同組合連合会
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黒木ら：サトイモの葉に対する展着剤による薬害の発生と温度条件

の最高および最低濃度の 2濃度に調整した薬液を

用いたが，「ダイコート」は登録濃度が 1濃度の

ため，異なる濃度で試験は行わなかったこのう

ち，「ニーズ」で供試した 2濃度とも，また「ア

プローチBI」の 1,000倍は，芋を食するサトイモ

で使用できる農薬登録は無いが，野菜類に農薬登

録があり，茎葉を食するサトイモでは使用できる

ので，野菜類で登録されている濃度も供試した．

「ミックスパワー」も，サトイモでは 3,000倍で

し力斗吏用できないが，参考として供試した更に，

展着剤としての農薬登録は無いが，展着促進材と

して界面活性剤とトレハロースを含む葉面散布肥

料である「ヤワラ」についても展着剤と同様のも

のと見倣し，参考のために供試した．

各試験日とも各剤の 1濃度の処理につき 2株ず

つ供試し， 1回目の処理で薬害が出た剤は 2回目

の調査を行い，薬害の発生を確認したまた， 2

回の調査でも薬害の出なかった剤については 3回

目の調査を行ったなお，各処理日で用いた株は

それまでにどの剤でも供試していない株を用いた

薬害の発生は，薬液処理 1時間後まで薬害の発

生を観察するとともに，薬液処理24時間後に再

度薬害の発生を判定した評価の階級は，ー：発

生なし，土：わずかな部分的な薬害， ＋：薬害

がある．＋＋：著しい明確な薬害としたまた，

薬液の付着について，薬液の付着面積から，ー：付

着しない，土：付着しにくく部分的に付着＋：

良く付着させるには薬量が必要，＋＋：良好に付

ー

写真 1 針金による葉の固定と薬液の滞留

着という階級に分け，評価した

なお，処理時の葉温は，放射型温度計 (OPTEX

PTJ"/LD) を用いて計測した

2. 試験 2 薬害の発生と気温の関係

直径 15cmの黒ポリポットに植えた 2'"'-'4葉期

のサトイモ‘石川早生’の株を用いた試験 1と

同様に，各ポットの 1葉を針金でカップ状に固定

し散布液が溜まるように固定した株を， 35℃, 

30℃, 25℃, 20℃および 15℃に調整したグ

ロースチャンバー（サンヨー製MIR-553,明条件，

10,000 Lux) に入れ， 30分静置して葉温を気温

と同じにしたその後カップ状に固定した葉に，

「まくぴか」をイオン交換水で 5,000倍に希釈

(v/v)した薬液を， ヒ゜ペットを用いて葉に 2mL滴

下し，自然乾燥するまで水滴が落ちないように取

り扱った（写真 2).供試したポットは，処理 1時

間後にグロースチャンバーから取り出し，室内（窓

際の自然光， 25'"'-'28℃)に置いた

薬害の発生は，処理 15分後 30分後 45分後，

1時間後に肉眼で調査し，処理 1時間後に薬害が

見られない場合には，処理2時間後，同 3時間後

および同 24時間後に，薬害が発生するまで同様

に調査した薬害の評価は試験 1と同様に階級別

に調査した．

なお，試験は 2016年 10月 18日'"'-'10月 22日

に，毎日 1温度の処理ずつ行った

写真2 試験2における薬液の処理
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表 1 供試薬剤と濃度

成分名 成分量 供試濃度 農薬登録作物 商品名

(%) 倍数(v/v)

パラフィン
500 

いも類 アビオンE24.0 

ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル
アプローチ

BI 

ポリオキシアルキレン脂肪酸エステル 30.0 いも類
クイック

タッチ
""''● ● ● "'● "'""'』'""" """"'" "''''""'""""""'"'"""""""""'"""'"'""" ""'""""'' "'"'""'""""""""鴫冒-、,"""""'"""'ヽ●● ●ヽ9●●● "'"'""""""""""""'ヽ"'ヽ●● " '""""""" 

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 20.0 3,300 作物一般（つき
クミテン

ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム 6.0 10,000 にくい作物）
""' "" """"""'" """""""""'""'""'.'"''""""""""""""""""""'""""'""'- '""""""""""""""""""""● 9ヽ """

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 10.0 3,300 作物一般（つき
グラミン

ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウム 6.0 10,000 にくい作物）
., . ., .............................. .,, ●●● .. ●●●●●● ● "'"""""'"""、..、. ,.,..,. ....................................... ., ............. , . ., .. ., —.. ●●● ● """、,..,.,..、,.. , .... , ... , ...... ● .. ●●●● ・""""""""""'""""'" " """" " "'"""""".' . 

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 15.0 
薬液のつきに

ポリナフチルメタンスルホン酸ナトリウムポリ 4.0 
3,300 

グラミンS
くしヽ 作物

オキシエチレン脂肪酸エステル 5.0 10,000 
""""""""'"""""ヽ●''"""'""'"'"""""'"""'"'、.........ヽ...ヽ...ヽ●●""'"""'""'''''"''"""""""'"" "'""'"'"'"'"""""""'""""""""""""'""""""" 

ポリオキシエチレン樹脂酸エステル
70.0 2,500 薬液のつきに K.K 

3,000 くい作物 ステッカー

ポリオキシエチレンアルキルエーテル 55.0 
2,000 

いも類 ササラ
3,000 
""ヽ...ヽ●● ●● ●● ● 9● ● ● ● ●'""'""'"'" 

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 10.0 2,500 展着しにくい
シンダイン

リグニンスルホン酸カルシウム 10.0 5,000 作物
------------------------------------.. -------------心-----------------------------------------------疇----軍...........-------------------------------―-

ソルビタン脂肪酸エステル 70.0 1,000 
いも類 スカッシュ

ポリオキシエチレン樹脂酸エステル 2,000 

ジオクチルスルホコハク塩ナトリウム
2,000 

薬液のつきに
ダイコート

ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル 30.0 くい農作物等

—----------------------—----------------------—-.. ------------・-... -----------------------------------鱒-ポリナフチルメタンスルホン酸ジアルキル 18.0 1,000 

ジメチルアンモニウム 野菜類 ニーズ

ポリオキシエチレン脂肪酸エステル 44.0 2,000 ・-----------................... ___ .. ,_ _______ .,. ........... ____ ._ __________________ .. ______________ .. ______疇.....-----------

ポリオキシエチレンドデシルエーテル 80.0 
3,000 薬液のつきに

プラテン80
5,000 くい作物
"'""'"'● "』"""'●'""'""'"""""'"""""""''"" """"""'"''"'' 

ポリオキシエチレンメチルポリシロキサン 93.0 
3,000 

10,000 
いも類 まくぴか

"""""""""'"'"'""'●●●●●9● ●●●● "'""ヽ"""'● 9●9●●●● ,,,,._ 

ヽ ポリオキシエチレンアルキルエーテル 40.0 1,000 稲，麦、茶
...................... -彎可響響~｀―-·オ-・-"ずn≪ Ourn<u•..,_• .. •• .. -•- ミックス

ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル 40.0 3,000 キャヘ令ツ、fまくさ
パワー

い、きゅうり等_________ _, ____ .,_,.,,. ............. _—____ ..,,..,,. _______ 
凰Jし'"'""""創"""""'"

ジオクチルスルホコハク酸ナトリウム 22.5 3,000 
いも類 ワイドコート

ポリオキシエチレンアルキルエーテル 50.0 10,000 
""""""'" """"'""'"'""" "'"'"""""""""""'"● """"'ヽ''""'"'""'"'""""●"""""""""""""""""""""'"""""'"'""""'"""'"""""""""""● ● "●9● """""""""'"''' 

硝酸カルシウム 10.5 500 
葉面散布肥料 ャワラ

硝酸性窒素ほかトレハロース 5.0 1,000 

1 
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表2

薬害の発生程度

1 n m 
薬害発生の

判定

アビオンE

アプローチBI
＋＋ 

＋＋ 

クイックタッチ

グラミン

薬害の発生状況

商品名 供試濃度

倍数(v,/v)
―-・・・ 一......,.,. 

500 

1,000 
.... 細----・・
1;000 

2,000 
........  ● ""' 

5,000 

10,000 
● ., ............ ●●  

3,300 

10,000 ........... ., ...... .. 
3,300 

10,000 
"""●●● 9●'"● . ., ..... 

3,300 

10,000 ... ., ......... .,.,.,., 
2,500 

3,000 
● ,.,.,.., .......  , 

2,000 

3,000 
細――"●......... . 

2;500 

5,000 
, .. ,.., ........... .. 
1,000 

2,000 

薬液の

付着
●● ...... 一
土

士

クミテン
+
＋
-
＋
十
一
＋
＋

＋
＋
 

＋
＋
 

＋
＋
 

＋
＋
 

+
＋
-
+
+
-
+
+
 

グラミンS
＋
＋
 

＋
＋
 

＋
＋
 

K.Kステッカー，

ササラ

シンダイン

スカッシュ

+-
士

＋
＋
 
＋
＋
 

+
＋
-
+
+
 

＋
＋
 

＋
 ＋ 

＋
＋
 

＋

＋

 
＋＋ 

＋＋ 

ダイコート 2,000 ＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

3,000 

5,000 ............... , 

3,000 

10,000 
, ...................... . 

1,000 

3,000 
... ●●●●●●  "ヽ"

1,000 

3,000 
, ........ 胃"'● "●  ,, 

3,000 

10,000 ++ 
500 + 

1,000 十＋＋＋

注）薬害の発生程度のローマ数字は反復薬害発生の判定における発生表示は，

・ー：発生なし，土：わずかな部分的な薬害，＋：薬害がある，＋＋：著しい明確な薬害．

薬液の付着は，ー：付着しない，土：付着しにくく部分的に付着＋：良く付着させるに

は薬量が必要＋＋：良好に付着

ニーズ

プラテン80

＋＋ 

＋＋ 
........ ●し"●

＋ 

＋＋ 

-+ 

＋
 

十
i

＋＋ 

＋＋ .•.... 
＋ 

＋＋ 

＋＋ 

＋ 

＋ ＋ ＋
 

まくぴか
＋＋ ＋＋ ＋＋ -＋ ＋

 

+-

＋＋ ＋＋ ＋＋ ＋＋ 

ミックスパワー
＋＋ ＋＋ 

＋＋ 

＋＋ ＋＋ 

＋＋ 
● 9●9●●●●●●  

＋＋ 

＋＋ ＋＋ 

ワイドコート
＋＋ 

＋＋ 

丑

i
-
＋

＋ 

＋ 

ャワラ + ＋
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「まくぴか」 5,000倍液処理後の薬害の発生までの時間と気温

反復 15分後 30分後 45分後 1時間後 2時間後

I 士＋＋＋

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

I 

II 

注）表示は一：発生なし，土：わずかな部分的な薬害，

芸
芸

3時間後 24時間後

30℃ 士

土

25℃ 

20℃ 

15℃ 

+
＋
+
+
+
 ＋ 

＋ 

＋：薬害がある， ＋＋：著しい明確な薬害

II 
結 果

試 1で展着剤の種類と薬害の関係を調査した

結果を表2に示した．それぞれの試験時の葉温は，

7月5日では39.6士1.2℃，同 15日では38.6土

2.1℃,8月22日には35.5士2.0℃と，いずれの

調査時も 35℃を超える高温であった薬害が認め

られなかったのは，「アビオンE」の 500倍およ

び 1,000倍，アプローチBIの1,000倍および

2,000倍，「クイックタッチ」の5,000倍および

10,000倍，「KKステッカー」の2,600倍および

3,000倍，「スカッシュ」の 1,000倍および2,000

倍散布であったただし，固着性が強いとされる

展着剤である「アビオンE」と「KKステッカー」

は，薬害は発生しなかったものの，葉全体に対す

る薬液の付着自体は，他の剤と比較し十分でなか

った．

「クミテン」， 「グラミン」，「グラミン S」, 「サ

サラ」，「シンダイン」，「プラテン80」は，強くは

ないがはっきり認識できる薬害が発生し，各展着

剤とも処理濃度により薬害の程度に差が生じるこ

とは無かった．

「ダイコート」，「まくぴか」，「ミックスパワー」，

「ワイドコート」は，サトイモに明確な強い薬害

が生じ（写真3),各剤とも処理濃度により薬害の程

度に差が生じることは無かったまた，「ニーズ」

では，処理した 2濃度とも強い薬害が確認され，

「ヤワラ」についても薬害が発生し，いずれも処

理濃度により薬害の程度に差が生じることは無か

った．

試験2で行った薬害の発生と気温の関係につい

て，表3に示した.35℃条件では， 1株は散布

15分後には薬害が見られ始め，処理45分後には

明確な強い薬害が確認された（写真4).しかし，別

の株では，処理45分後まで薬害は確認されず，

処理 1時間後に明確な薬害を確認した.30℃条件

では，処理した2株とも処理45分後から薬害が

疇され，処理1時間後には両株とも明確な薬害

が確認された.25℃条件では，処理45分後まで

薬害が確認できなかったが，処理 1時間後には明

確な薬害が確認された.20℃条件では，供試し

た2株のうち 1株は処理45分後まで薬害が確認

できなかったが，処理 1時間後には明確な薬害が

疇されたもう一株は，処理 1時間後まで薬害

が確認できなかったが，処理2時間後には明確な

薬害が確認された.15℃条件では，処理24時間

後まで調査したが，薬害は確認できなかった

m 考 察

サトイモの葉はロータス効果 1)により，撥水性

が高い水滴の接触角は 130度で，濡れが悪く 3

散布した薬液が葉に付着しにくいため，散布した

薬液の被覆率を高めて病害虫の防除効果を発揮さ

せるには，散布時に展着剤の加用が必要である薬

液が多いと思われるしかし，サトイモに対する

展着剤の影響や効果に関する試験事例は少なく，

千葉釘こよるポリオキシエチレンノニルフェニル

エーテルを加用した水滴と葉の接触角が改善され

る事例と，柏木3によるハス (Nelumbonucifera 
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(Gae血））への薬剤散布を目的とした試験におい

て，参考としてサトイモヘの展着剤の効果を検証

した事例，尾松•湯田叫こよる銅剤との混用事例
を確認することができるのみである．本試験にお

いて，農薬登録上サトイモに使用できる 15種の

展着剤について薬害を調査したところ，薬害がな

く，薬液の付着が良いのは「アプローチBI」,「ク

ィックタッチ」，「スカッシュ」の 3剤であった．

展着剤は，併用する殺虫・殺菌剤や葉面散布肥料

の成分により薬害が発生する可能性があるため，

どのような薬剤や葉面散布肥料とならば混用して

も薬害が発生しないのか現段階では断定できない

ものの，「アプローチBI」,「クイックタッチ」，「ス

カッシュ」の 3剤については，供試した剤の中で

はサトイモの葉に対して付着がよく薬害が発生し

にくい展着剤であると思われる．その一方で，「ア

ピオンE」と「K.Kステッカー」は，薬害は発生

しなかったものの，葉全体に対する薬液の付着自

体は，他の剤と比較し十分でなく，サトイモでの

使用については薬効試験から判断していく必要が

ある． ． 

本試験を実施する端緒となったのは， 2016年6

月に薬害が発生したことであり，そのとき使用し

た「まくぴか」は， 2015年秋の防除時には薬害が

発生していない．作物に薬害が発生する要因には，

栽培条件や気象条件など多くの要因があり，作物

の農薬に対する感受性の変動がある 5)とされるこ

とから，気温と薬害の発生に着目して「まくぴか」

の5,000倍液を用いて温度条件を変えて試験を行

ったその結果， 35℃条件では処理 15分後に薬

害が発生し始めた事例が認められたものの，温度

条件を下げるに従って処理から薬害が発生するま

での時間が徐々に長くなり， 15℃条件では薬害

が認められなくなった．このことから，「ま＜びか」

によりサトイモの葉に薬害が生じるとき，高温条

件が薬害の発生を助長することが明らかになった．

このことから， 2016年6月に「まくぴか」の使

用により薬害が発生したのに対して，2015年秋に

ほ場で薬害が見られなかったのは，気温の違いが

一つの要因であると考えられる．試験 1において

供試した展着剤がすべて高温条件で薬害が助長さ

れるとは断言できないが，サトイモの防除を高温

期に行うとき薬害の発生に注意する必要があり，

特に強い薬害が認められた「ダイコート」，「まく

ぴか」，「ミックスパワー」，「ワイドコート」は農
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薬登録上ではサトイモに使用できるものの，使用

には注意が必要であり，強くは無いが明瞭な薬害

が認められた「クミテン」，「グラミン」，「グラミ

ンS」, 「ササラ」，「シンダイン」および「プラテ

ン80」も同様である．

その一方で，気温が 15℃では「まくぴか」を使

用しても薬害は認められなかったこのことから，

試験1において「まくぴか」と同様に強い薬害が

認められた「ダイコート」，「ミックスパワー」，「ワ

イドコート」について，サトイモ栽培の全期間に

おいて薬害が発生するとは本試験からは判断でき

ない．このことは，強くは無いが明瞭な薬害が認

められた「クミテン」，「グラミン」，「グラミンS」,

「ササラ」，「シンダイン」および「プラテン80」

も同様である．更に，本試験では葉を固定し，薬

液が滞留するようにして実施した．本来，サトイ

モの葉は薬液が留まりにくく，展着剤を加えた薬

剤を散布したとしても，長時間にわたり薬液が葉

に滞留することは考えにくい．このため，実際の

栽培ほ場では，本試験で薬害が発生した展着剤で

も薬害が発生しない，あるいは薬害の症状が弱い

ことがあると考えられる．本試験で薬害が確認さ

れた剤は，盛夏期や葉が叢生して散布薬液が滞留

しやすい栽培条件下では，使用は注意すべきであ

るが，その他の時期では使用できる可能性は残る．

本試験では，サトイモに農薬登録が無い「ニー

ズ」の薬害についても検討し，強い薬害を確認し

た．本剤は農薬登録上サトイモに使用できないた

め，基本的には問題となることはないが，サトイ

モに適用のない展着剤の中には薬害を発生させる

ものがあることを認識し，殺虫・殺菌剤の使用と

同様に，展着剤についても適用作物をしっかり確

認して使用する必要がある．

また，葉面散布肥料である「ヤワラ」について

も検討し，薬害と同様の症状を確認した．葉面散

布肥料には，植物への付着や肥料成分の浸透を助

ける界面活性剤等の成分が含まれていることがあ

ると考えられる．本試験において，「ヤワラ」の使

用によりサトイモの葉に展着剤による薬害と同様

の症状が確認されたことから，葉面散布肥料の中

にも単独の使用により薬害を発生させる資材があ

ることが明らかになったサトイモ栽培で肥料を

葉面散布することは，通常は行われていないが，

今後の高品質農産物の生産に向けて，肥料の葉面

散布を実施する可能性があることから，葉面散布
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肥料によっても薬害と同様の症状が生じることが

あることに注意しておく必要がある

本試験において，展着剤のみの使用でも薬害が

発生し，葉面散布肥料でも同様の症状が発生した

ことから，サトイモは薬害を生じやすい作物であ

るといえる．本試験で薬害が確認されなかった展

着剤は，サトイモに薬害が発生しない安全な展着

剤の目安とすることができるが，尾松・湯田 5)は，

銅水和剤との混用試験において，本試験で薬害が

確認できなかった「スカッシュ」および「アプロ

ーチBI」の 1,000倍で薬害を確認している。この

ように，実際の防除では殺虫剤あるいは殺菌剤と

混用されることから，その剤との組み合わせによ

っても薬害の発生は変化すると思われ，他剤との

混用による薬害の発生については調査を継続して

いく必要がある．

w 摘要

サトイモの葉に薬害が発生する展着剤と温度条

件について，高温条件下で検討したところ，供試

した展着剤 16剤のうち薬害が認められず，薬液

の付着が良かったのは，「アプローチBI」, 「クイ

ックタッチ」，「スカ ッシュ」の 3剤であり，供試

濃度で結果は変わらなかったその他の剤は程度

の差があるものの薬害が発生し，農薬登録されて

いる濃度では，濃淡による薬害の程度には差が無

かった「まくぴか」の 5,000倍液を使用し，薬害

と気温の関係を調査したところ， 35℃では処理

後 15分後に薬害が確認されることがあり，高温

ー

写真 3 試験 1における明瞭な強い薬害

条件下では薬剤処理後に短時間で薬害が発生する

ことがあるまた， 30℃, 25℃, 20℃は気温

が低くなるほど薬害が生じにくくなり， 15℃で

は認められなかった

これらのことから，サトイモの葉に薬害を生じる

展着剤があり，特に高温期には薬害の発生に注意

が必要である．
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The occurrence of phytotoneity due to spreading agents and temperature 

conditions in the leaves of taro 

Shuichi KUROGI, Tokanobu暉 OSE,Manami USUI and Satoshi冗RAMOTO

Summary 

We investigated the effect of spreading agents and temperature conditions on phytotoxicity in the leaves of taro 

(Colocasia esculenta). 

1. No phytotoxicity was observed with liquid drops ofpolyoxyethylenehe匹 erosewood fatty acid ester (Approach 

BIR), polyoxyalkylene fatty acid ester (Quick Touch: り，sorbitanfatty acid ester, and polyoxyethylene resin acid ester 

(SquashR) in the 16 spreading agents tested. 

2. When investigating the relationship between temperature and phytotoxicity using liquid drops of polyoxyethylene 

methyl polysiloxane (MakupikaR), phytotoxicity was confinned 15 minutes after treatment at 35°C; however, 

chemical damage became less likely at lower temperatures of 30℃ ,25°C戊nd20°C,皿dno damage was observed 

at 15°C. 

3. Therefore, some spreading agents cause phytotoxicity in taro leaves, 皿dspecial attention must be paid to the 

occurrence ofphytotoxic dam雫 athigh tempe虚皿＄曇

Key words : Colocasia esculenta, spreading agent, phytotoxicity, temperature 
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