
写真 .6

写真 .5

写真 .4

写真 .7

●�液肥混入器：60～ 120 倍程度の希釈率に調整できるものが必要です。例：用水ポ
ンプライン直接混入式又はスミチャージ混入式　写真 .3
●�動力噴霧器を用いて用水ラインを利用し、混合しながら散布する方法もあります。こ
の方法では必ず希釈してから処理してください。写真 .4
●�装置によって１回の処理面積が制限されます。事前に用水、液肥混入器の時間当たり
の能力を確認し、処理作業の必要時間を把握して下さい。

③希釈水の処理
●�処理した水を一定期間湛水または湿潤状態に維持する必要があります。写真 .5
●�土質並び圃場条件（暗渠有り無し、地下水位等）により必要な灌水量が違います。基
本的土質の種類をご確認下さい。（別紙灌水量の目安）
●�フィルム周辺の土壌や水枕�写真 .6で抑え、水の蒸発や周辺への表面流出を防ぎましょ
う。うね立て後にマルチングをした土手を作るのも有効です
●�散水チューブの場合、散布口の数が多い方が均一に短時間で処理できます。また、土
壌全体が均等に湿るように散布口の向きを調整しましょう。
●�ビニール被覆後水枕で抑え、入口１か所から送風機（家庭用扇風機でも可）を利用す
ると散水ムラが無くなります。写真 .7

④透明フィルムの被覆
●�土壌を一定期間湛水または湿潤状態に維持するには、透明フィルムで被覆する必要が
あります。破れていなければ、使い古しのフィルムでもかまいませんし、補修して利
用できます。
●�フィルムの種類：フィルム内の温度を上げるためには、透明フィルム（農ポリ）がお
勧めです。
●�被覆方法：想定する灌水量を投入し写真 .5 のように土壌が十分湿ったら、フィルム
で被覆しましょう。散水チューブの場合、処理前にフィルムを被覆することもできま
す。土質により、想定する灌水量を投入しても写真 .5 のように表面灌水状態になら
ない圃場もありますが、足で踏んで全体ぬかるみがあれば大丈夫です。
●被覆時期：処理後ただちに被覆しましょう。

⑤太陽熱処理
●�期間：土壌の種類や季節、病害の発生状況等によりますが、２～３週間が必要です。

エコロジアール®
単独処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

14～21日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

エコロジアール®
有機物（米ぬか等）

混合処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

30～40日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

特に、有機物（米ぬか、フスマ、糖蜜等）と混合する場合は４週間以上が有効です。
●�土壌温度：深さ 20㎝以下の地温が 30℃以上必要で、高いほど効果的です。特に処理日から１週間は晴天、高温を保て
る方が抑制効果が高い事例が多く見られます。そのため、土壌にフィルムを密着させる、温室の気密性を高めるなど、　
温度が上がりやすい条件で処理しましょう。頭上灌水設備がある圃場はビニール被覆後、一定時間散水をすることで重石
になり気密性が高まります。

還元消毒終了後は、透明フィルムを取り外します。
●�作用の確認方法：土壌の深いところほど還元化され、灰緑色に変色していて、特有の
臭気がします。
●�耕起方法：耕起する場合は、通常の深さで大丈夫です。ただし、病害虫・雑草で再び
汚染されないように、トラクターのタイヤ、耕起部、胴体をよく洗浄してください。
●�播種・定植までに期間：栽培する作物を播種・移植できる程度の水分になって、土壌
の温度や還元状態が基に戻れば大丈夫です。

●�作用の持続性の確認方法：土
壌還元が進むと、エタノール
消毒特有の発酵臭がします。　
（※ジピリジルや酸化還元電
位（Eh）などによっても土
壌の還元状態を確認すること
ができます。）

⑥処理後の作業

特許第4436426号・特許第5299264号
土壌還元消毒方法、土壌還元消毒材、土壌湿潤化消毒方法
土壌湿潤化消毒剤及び土壌消毒剤灌注システム

取扱説明書

東京都中央区日本橋小舟町6-6 小倉ビル6階
ＴＥＬ 03－5641－5255／ＦＡＸ 03－5641－5256

営業時間　9：00～17：00（土日・祝日及び年末年始は休業）

お客様窓口 X0120－009－484

日本アルコール産業株式会社

【製造・販売元】

３．注意事項
◆土壌消毒技術について
●�記載された用法・用量に準じて処理することをお勧めし
ます。ただし、地域、季節、場所によって土壌還元の
程度に違いが出ます。結果として土壌病害虫などの密
度低下（土壌の消毒効果）に差が生じることがあります。
●�この技術を利用して、先に記述したような作物でフス
マや糖蜜のような土壌還元作用による土壌の消毒効果
を確認していますが、土壌や処理後の環境条件によっ
ては、消毒の程度が十分でないことがありますので、
事前に試してから使用するか、当社までお問い合わせ
ください。
●�農環研のホームページでマニュアル、技術資料が閲覧、
入手可能ですのでご利用下さい。
※�農研機構�農業環境変動研究センターのウェブサイト
「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土
壌消毒技術資料」（http://www.niaes.affrc.go.jp/
techdoc/ethanol/data.pdf）

◆作業上の注意

【作業前】
●��希釈水：病害虫や雑草の混入を避けるため、最低でも
農業用水基準を満たしている水を使いましょう。
●�使用時には、必要に応じて防護具を装着し、希釈する
際は手袋をご使用ください。

【作業中】
●�周辺環境への配慮：多量の水を処理しますので、周辺
の田畑、住居、河川・湖沼などに流れ込まないように
してください。流れ込みそうになったらすぐに処理を
中止してください。

●�エコロジアール®は引火性がありますので、換気を
良くし、火気に十分注意してください。特に動力噴霧
器をご利用の場合、２倍以上に希釈しご利用下さい。

【作業後】
●�残液の処理：一旦希釈したエコロジアール®の水溶
液は使い切るようにしてください。
●�空容器の処理：エコロジアール®は引火する危険性
がありますので、使い終わった空容器は、水で洗浄し
てください。
●�空容器の処分：空容器は、関連法規ならびに地方自治
体の基準に従って処分を行ってください。

◆取扱上の注意
●�誤飲したり目に入ったりしないように、取扱には十分
注意しましょう。もしもそのようなことが生じたら、
流水で十分洗浄し、医師に相談してください。
●�２％以下に希釈したエコロジアール®は、誤飲や直
接目や皮膚に触れることで問題はありませんが、個人
差もありますので、気分が悪いなど何か異常を感じた
ら、使用を中止し、医師に相談してください。

◆保管上の注意
●�エコロジアール®はエタノール含有率が 60重量％
未満ですので、危険物には該当しません。したがって、
危険物倉庫のような保管設備は不要です。
●火気厳禁：エコロジアールは引火性です。
●�エコロジアール®は直射日光を避け、風通しがよく、
盗難や誤使用を避けるためにも、施錠できる保管庫に
保管しましょう。



●投入灌水量に対するエコロジアール必要量
　1反=10a=1000㎡処理の時

処理濃度
水量（L/㎡） 0.30% 0.50% 1.0% 1.50% 単位

30
7 12 23 35 個（20LBIB）

140 240 460 700 L

40
9 15 31 46 個（20LBIB）

180 300 620 920 L

50
12 19 39 58 個（20LBIB）
240 380 780 1,160 L

60
14 23 46 69 個（20LBIB）
280 460 920 1,380 L

70
16 27 54 81 個（20LBIB）
320 540 1,080 1,620 L

80
19 31 62 92 個（20LBIB）
380 620 1,240 1,840 L

90
21 35 69 104 個（20LBIB）
420 700 1,380 2,080 L

100
23 39 77 115 個（20LBIB）
460 780 1,540 2,300 L

段階
①

微生物群の活性化
酸素の消費

アルコールや有機物をエ
サにして一般微生物群が
増殖して酸素を消費。

段階
②

線虫・病原菌の
活性低下

土壌が嫌気状態となり、
一部の好気性菌や病原
菌群の活性が低下。

段階
③ 有効成分の蓄積

土壌が還元状態となり、
酢酸や酪酸金属イオン
などの有効成分が蓄積。

段階
④ 好気条件の回復

被覆除去後、抑制作用
に関連する物質は消失
し土壌中に残留しない

１．�土壌還元消毒用資材　エコロジアール®を用いた
　　土壌還元消毒処理法について
◆本商品の特徴は？
●商品名：「土壌還元消毒用資材」エコロジアール
●成分：エタノール 65v/v％（その他有機物 v/v0～5％）、水分30～35v/v％　
●�低濃度エタノール（エコロジアール®)を用いた本技術は、フスマや糖蜜などを利用し
た土壌還元消毒と同様の原理で土壌の消毒効果は、土壌が還元される結果として生じ
る間接的なものです。このため、本技術で用いる低濃度エタノール（エコロジアール®）
は農薬に該当しません。

※�エコロジアール®は、農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用化技術開
発事業」の中の「低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発（課題番号：
2019）」における成果に基づいて製品化された資材です。
●粘性が低い液体なので、フスマや糖蜜よりも土壌深くまで消毒ができます。

◆物理的・化学的性質は？
●エコロジアール®の混合物としてのSDS情報

標準組成 重量％ 備考
エタノール 60wt％未満

エタノール、１- プロパノール、２-
プロパノール及びメタノール等の化
学物質の重量％を合算して 60wt％
未満

１- プロパノール １wt％未満
２- プロパノール １wt％未満
メタノール １wt％未満
２- メチル - １- プロパノール ３wt％未満
酢酸エチル ３wt％未満
アセトアルデヒド １wt％未満
２- ブタノール １wt％未満
その他の化学物質（合算） ２wt％未満
水 40wt％以上 総重量計100wt％

●単一製品・混合物の区別　混合物
①エタノール　100％として
化学名又は一般名� エタノール
別名� エチルアルコール（Ethyl�alcohol）、
� エタン -1- オール（Ethane-1-ol）
濃度又は濃度範囲� 60wt％未満（※消防法上は非危険物に該当する）
分子式（分子量）� C2H6O（46.069）
CAS 番号� 64-17-5

◆土壌病害虫はどうなるの？
低濃度エタノールを散布したこれまでの試験結果（平成25～ 27年度）　※希釈液散布液量は土質によって違います。
●土壌病害

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜
（キュウリ、スイ
カ、メロン等）

ホモプシス根腐病　
つる割病　つる枯病
黒点根腐病

0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

カーネーション 萎凋細菌病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ホウレンソウ 萎凋病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ 萎黄病・炭疽病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

トマト 青枯病�かいよう病
褐色根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

ナス フザリウム立枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
サヤインゲン 根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ミョウガ
ショウガ

根茎腐敗病（ピシ
ウム）　青枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

●土壌害虫（センチュウ類）

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
トマト ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
花卉類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
インゲン ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
葉菜類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

◆土壌灌水量、エコロジアールの必要量は？
●�土壌の特徴とエコロジアール処理投入灌水量の目安

〈※土壌の基礎知識−農水省�※農業環境技術研究所−土壌情報閲覧システムより〉

土壌群の
名称 土�壌�の�概�要 灌水量

（Ｌ／㎡）

黒ボク土

通常の火山灰土で全国的に分布し 90%は畑として利用
されている。腐植含量が多いものが多く、腐植質の厚さ
によって、厚層（50㎝以上）と表層（50㎝未満）に、
また、03�黒ボク土�腐植層の腐植含量によって、多腐植
質（10%以上）と腐植質（５～ 10%）に分けられる。
黒ボク土は腐植が多く保水性、透水性、通気性に優れ、
塩基を保持する陽イオン交換容量が高いが、リン酸を不
溶化する活性アルミナが多く、このためリン酸吸収係数
が高い。軽い土であり風食を受けやすい。国内太平洋側、
特に北海道、東北、関東、および九州に広い。

80～ 100

砂丘未熟土
（砂上質）

海岸線に沿った砂丘地、砂州等に分布する砂質の土であ
る。母材は主に風によっ�て運ばれた砂（非固結堆積岩）、
堆積様式は風積である。国内各海岸部に広く分布している。

60～ 80

黄色土
（粘土質）

赤色土に似た土であるが、色は一般に明るい黄色で、腐
植含量は少なく保水性、排水性などの物理性は悪く、陽
イオン交換容量は小さく保肥力も低い。東海地方の丘陵
および台地、瀬戸内海沿岸および山陰の低山地域、北九
州地域などである。水田、普通畑、樹園地として利用さ
れており、一部は牧草地としても利用されている。

60～ 80

グライ土
（田んぼ質）

海河岸沖積平野、谷底平野、扇状地などに広く分布し、
一般に排水不良である。大部分は水田に、北海道では草
地としても利用されている。

40～ 60

エコロジアール®20L

官報公示整理番号（化審法）�（2）-202
官報公示整理番号（安衛法）� 既存化学物質

◆どうして土壌消毒できるの？
●�低濃度エタノールを土壌に灌水処理し、土中深くまで、低濃度
エタノールを浸み込ませます。
●�低濃度エタノールを灌水処理する前または後に透明フィルムで
土壌を被覆し、太陽熱で地温を上昇させると、土壌微生物の活
動が活発になって、土壌中の酸素を消費することで土壌が還元
状態となり、病原菌や線虫などの活動が抑制されます。
●�エタノール成分が分解され有機酸（酢酸、酪酸）、金属イオン
（Fe2+、Mn2+）が蓄積されることで病原菌や線虫などの活動が
更に抑制されます。

◆作物の生育はだいじょうぶ？
●�畑地の一年生作物なら、どの作物でも行うことができますが、
多量の水を処理しますので、過湿条件に弱い作物は、還元消毒
後に栽培に適した土壌水分になってから播種・定植しましょう。

エコロジアール®1000L

低濃度エタノールによる土壌還元消毒のメカニズム

・�エコロジアールは、全国JA又は全国一部
商系で購入できますが、ご不明な点等は
J.alcoへお問い合わせ下さい。

個数
（L/20L-BIB）÷エコロジアール

必要量 L

=

65%÷処理濃度
（%）×処理面積

（㎡）×必要灌水量
（L/ ㎡）

【計算式】

・�ウリ科野菜…かぼちゃ、キュウリ、ス
イカ、メロンなど

・�イチゴ…栽培方法（土耕、高設）に
よって、処理濃度が異なります。

・�低濃度エタノール濃度…根域の深さや
重度病害虫被害及び夏場（5～9月）
以外の低温期ほど高濃度が必要です。

・�希釈液散布液量…砂地（ある程度水持
ちがあること）では少ない液量で大丈
夫です。また、液量が多いほど土中深
くまで還元消毒効果が表れるので、作
物の根域の深さや重度病害虫被害に応
じて液量を調整してください。

・�土壌改良菌（コフナ菌：嫌気性菌主
体）、米ぬか、ふすま等の有機物と併
用により処理濃度の軽減も図れます。
ただし、有機物の分解は単独の低濃度
エタノール処理より処理期間（30～
40日程度）を長く置いて下さい。ま
た、有機物は通常投入量の3割減前後
として下さい。

・�病害虫被害が緩和されれば、毎年度同
じ高濃度で処理しなくても抑制効果が
表れます。

・�三相分布…土壌は、固体（土そのもの）、
水、空気で構成され、それぞれ、固相、
液相、気相といい、各容積の割合（％）
を三相分布という。固相は、土壌粒子の
他、動植物遺体、微生物、腐植、小動
物も含まれ、液相は、固相の土壌粒子間
に入り込んだ水である。気相は、同様な
隙間で土壌水が満たされていない部分を
いう。

・�必要とする灌水量…土壌の種類での目安
であり、対象圃場の状況（地下水位が高
い、暗渠設備で排水が良い等）により
10L/㎡前後は最終潅水状態により調整
してください。

２．土壌還元消毒の処理のしかた

①ほ場整備
●ほ場：できるだけ均平にしましょう。写真 .1
●�耕起：処理前に耕起する場合は、土壌が細かくなる
ようにしてください。ただし、土壌が柔らかすぎる
と作業性が悪いので、処理前に鎮圧しましょう。

●�雑草：フィルムを土壌に密着させるため、処理前に
除草しておきましょう。

●�散水チューブを早めに敷設して、十分かつ均一に散
写真 .1 写真 .2

布できることを確認し、エコロジアール®処理前々日、前日に散水または降雨後（路地の場合）に実施すると、エタノー
ルが均一に浸透し、消毒ムラが少なくなり、効果が安定します。写真 .2
　�その他、点滴チューブご利用の場合、ポンプ能力次第では散水時間が長くなることから必要水量に応じて早め事前灌水を
行ってください。その場合でも、必要灌水量は把握し、灌水の入れ過ぎにご注意ください。

②エタノールの希釈
●�エコロジアール®を多量の水で希釈（60～ 120倍程度）して処理しますので、
大型タンク、仮設の溜池、または液肥混入器（用水の直接導入や頭上灌水）を用
意しましょう。

●�小型タンク（小面積向き）：100Ｌ～ 300Ｌのエコロジアール®と水を入れる
タンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。

●�大型タンク（大面積向き）：500Ｌ～ 1000Ｌのエコロジアール®と水を入れ
るタンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。 写真 .3



●投入灌水量に対するエコロジアール必要量
　1反=10a=1000㎡処理の時

処理濃度
水量（L/㎡） 0.30% 0.50% 1.0% 1.50% 単位

30
7 12 23 35 個（20LBIB）

140 240 460 700 L

40
9 15 31 46 個（20LBIB）

180 300 620 920 L

50
12 19 39 58 個（20LBIB）
240 380 780 1,160 L

60
14 23 46 69 個（20LBIB）
280 460 920 1,380 L

70
16 27 54 81 個（20LBIB）
320 540 1,080 1,620 L

80
19 31 62 92 個（20LBIB）
380 620 1,240 1,840 L

90
21 35 69 104 個（20LBIB）
420 700 1,380 2,080 L

100
23 39 77 115 個（20LBIB）
460 780 1,540 2,300 L

段階
①

微生物群の活性化
酸素の消費

アルコールや有機物をエ
サにして一般微生物群が
増殖して酸素を消費。

段階
②

線虫・病原菌の
活性低下

土壌が嫌気状態となり、
一部の好気性菌や病原
菌群の活性が低下。

段階
③ 有効成分の蓄積

土壌が還元状態となり、
酢酸や酪酸金属イオン
などの有効成分が蓄積。

段階
④ 好気条件の回復

被覆除去後、抑制作用
に関連する物質は消失
し土壌中に残留しない

１．�土壌還元消毒用資材　エコロジアール®を用いた
　　土壌還元消毒処理法について
◆本商品の特徴は？
●商品名：「土壌還元消毒用資材」エコロジアール
●成分：エタノール 65v/v％（その他有機物 v/v0～5％）、水分30～35v/v％　
●�低濃度エタノール（エコロジアール®)を用いた本技術は、フスマや糖蜜などを利用し
た土壌還元消毒と同様の原理で土壌の消毒効果は、土壌が還元される結果として生じ
る間接的なものです。このため、本技術で用いる低濃度エタノール（エコロジアール®）
は農薬に該当しません。

※�エコロジアール®は、農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用化技術開
発事業」の中の「低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発（課題番号：
2019）」における成果に基づいて製品化された資材です。
●粘性が低い液体なので、フスマや糖蜜よりも土壌深くまで消毒ができます。

◆物理的・化学的性質は？
●エコロジアール®の混合物としてのSDS情報

標準組成 重量％ 備考
エタノール 60wt％未満

エタノール、１- プロパノール、２-
プロパノール及びメタノール等の化
学物質の重量％を合算して 60wt％
未満

１- プロパノール １wt％未満
２- プロパノール １wt％未満
メタノール １wt％未満
２- メチル - １- プロパノール ３wt％未満
酢酸エチル ３wt％未満
アセトアルデヒド １wt％未満
２- ブタノール １wt％未満
その他の化学物質（合算） ２wt％未満
水 40wt％以上 総重量計100wt％

●単一製品・混合物の区別　混合物
①エタノール　100％として
化学名又は一般名� エタノール
別名� エチルアルコール（Ethyl�alcohol）、
� エタン -1- オール（Ethane-1-ol）
濃度又は濃度範囲� 60wt％未満（※消防法上は非危険物に該当する）
分子式（分子量）� C2H6O（46.069）
CAS 番号� 64-17-5

◆土壌病害虫はどうなるの？
低濃度エタノールを散布したこれまでの試験結果（平成25～ 27年度）　※希釈液散布液量は土質によって違います。
●土壌病害

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜
（キュウリ、スイ
カ、メロン等）

ホモプシス根腐病　
つる割病　つる枯病
黒点根腐病

0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

カーネーション 萎凋細菌病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ホウレンソウ 萎凋病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ 萎黄病・炭疽病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

トマト 青枯病�かいよう病
褐色根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

ナス フザリウム立枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
サヤインゲン 根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ミョウガ
ショウガ

根茎腐敗病（ピシ
ウム）　青枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

●土壌害虫（センチュウ類）

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
トマト ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
花卉類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
インゲン ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
葉菜類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

◆土壌灌水量、エコロジアールの必要量は？
●�土壌の特徴とエコロジアール処理投入灌水量の目安

〈※土壌の基礎知識−農水省�※農業環境技術研究所−土壌情報閲覧システムより〉

土壌群の
名称 土�壌�の�概�要 灌水量

（Ｌ／㎡）

黒ボク土

通常の火山灰土で全国的に分布し 90%は畑として利用
されている。腐植含量が多いものが多く、腐植質の厚さ
によって、厚層（50㎝以上）と表層（50㎝未満）に、
また、03�黒ボク土�腐植層の腐植含量によって、多腐植
質（10%以上）と腐植質（５～ 10%）に分けられる。
黒ボク土は腐植が多く保水性、透水性、通気性に優れ、
塩基を保持する陽イオン交換容量が高いが、リン酸を不
溶化する活性アルミナが多く、このためリン酸吸収係数
が高い。軽い土であり風食を受けやすい。国内太平洋側、
特に北海道、東北、関東、および九州に広い。

80～ 100

砂丘未熟土
（砂上質）

海岸線に沿った砂丘地、砂州等に分布する砂質の土であ
る。母材は主に風によっ�て運ばれた砂（非固結堆積岩）、
堆積様式は風積である。国内各海岸部に広く分布している。

60～ 80

黄色土
（粘土質）

赤色土に似た土であるが、色は一般に明るい黄色で、腐
植含量は少なく保水性、排水性などの物理性は悪く、陽
イオン交換容量は小さく保肥力も低い。東海地方の丘陵
および台地、瀬戸内海沿岸および山陰の低山地域、北九
州地域などである。水田、普通畑、樹園地として利用さ
れており、一部は牧草地としても利用されている。

60～ 80

グライ土
（田んぼ質）

海河岸沖積平野、谷底平野、扇状地などに広く分布し、
一般に排水不良である。大部分は水田に、北海道では草
地としても利用されている。

40～ 60

エコロジアール®20L

官報公示整理番号（化審法）�（2）-202
官報公示整理番号（安衛法）� 既存化学物質

◆どうして土壌消毒できるの？
●�低濃度エタノールを土壌に灌水処理し、土中深くまで、低濃度
エタノールを浸み込ませます。
●�低濃度エタノールを灌水処理する前または後に透明フィルムで
土壌を被覆し、太陽熱で地温を上昇させると、土壌微生物の活
動が活発になって、土壌中の酸素を消費することで土壌が還元
状態となり、病原菌や線虫などの活動が抑制されます。
●�エタノール成分が分解され有機酸（酢酸、酪酸）、金属イオン
（Fe2+、Mn2+）が蓄積されることで病原菌や線虫などの活動が
更に抑制されます。

◆作物の生育はだいじょうぶ？
●�畑地の一年生作物なら、どの作物でも行うことができますが、
多量の水を処理しますので、過湿条件に弱い作物は、還元消毒
後に栽培に適した土壌水分になってから播種・定植しましょう。

エコロジアール®1000L

低濃度エタノールによる土壌還元消毒のメカニズム

・�エコロジアールは、全国JA又は全国一部
商系で購入できますが、ご不明な点等は
J.alcoへお問い合わせ下さい。

個数
（L/20L-BIB）÷エコロジアール

必要量 L

=

65%÷処理濃度
（%）×処理面積

（㎡）×必要灌水量
（L/ ㎡）

【計算式】

・�ウリ科野菜…かぼちゃ、キュウリ、ス
イカ、メロンなど

・�イチゴ…栽培方法（土耕、高設）に
よって、処理濃度が異なります。

・�低濃度エタノール濃度…根域の深さや
重度病害虫被害及び夏場（5～9月）
以外の低温期ほど高濃度が必要です。

・�希釈液散布液量…砂地（ある程度水持
ちがあること）では少ない液量で大丈
夫です。また、液量が多いほど土中深
くまで還元消毒効果が表れるので、作
物の根域の深さや重度病害虫被害に応
じて液量を調整してください。

・�土壌改良菌（コフナ菌：嫌気性菌主
体）、米ぬか、ふすま等の有機物と併
用により処理濃度の軽減も図れます。
ただし、有機物の分解は単独の低濃度
エタノール処理より処理期間（30～
40日程度）を長く置いて下さい。ま
た、有機物は通常投入量の3割減前後
として下さい。

・�病害虫被害が緩和されれば、毎年度同
じ高濃度で処理しなくても抑制効果が
表れます。

・�三相分布…土壌は、固体（土そのもの）、
水、空気で構成され、それぞれ、固相、
液相、気相といい、各容積の割合（％）
を三相分布という。固相は、土壌粒子の
他、動植物遺体、微生物、腐植、小動
物も含まれ、液相は、固相の土壌粒子間
に入り込んだ水である。気相は、同様な
隙間で土壌水が満たされていない部分を
いう。

・�必要とする灌水量…土壌の種類での目安
であり、対象圃場の状況（地下水位が高
い、暗渠設備で排水が良い等）により
10L/㎡前後は最終潅水状態により調整
してください。

２．土壌還元消毒の処理のしかた

①ほ場整備
●ほ場：できるだけ均平にしましょう。写真 .1
●�耕起：処理前に耕起する場合は、土壌が細かくなる
ようにしてください。ただし、土壌が柔らかすぎる
と作業性が悪いので、処理前に鎮圧しましょう。

●�雑草：フィルムを土壌に密着させるため、処理前に
除草しておきましょう。

●�散水チューブを早めに敷設して、十分かつ均一に散
写真 .1 写真 .2

布できることを確認し、エコロジアール®処理前々日、前日に散水または降雨後（路地の場合）に実施すると、エタノー
ルが均一に浸透し、消毒ムラが少なくなり、効果が安定します。写真 .2
　�その他、点滴チューブご利用の場合、ポンプ能力次第では散水時間が長くなることから必要水量に応じて早め事前灌水を
行ってください。その場合でも、必要灌水量は把握し、灌水の入れ過ぎにご注意ください。

②エタノールの希釈
●�エコロジアール®を多量の水で希釈（60～ 120倍程度）して処理しますので、
大型タンク、仮設の溜池、または液肥混入器（用水の直接導入や頭上灌水）を用
意しましょう。

●�小型タンク（小面積向き）：100Ｌ～ 300Ｌのエコロジアール®と水を入れる
タンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。

●�大型タンク（大面積向き）：500Ｌ～ 1000Ｌのエコロジアール®と水を入れ
るタンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。 写真 .3



●投入灌水量に対するエコロジアール必要量
　1反=10a=1000㎡処理の時

処理濃度
水量（L/㎡） 0.30% 0.50% 1.0% 1.50% 単位

30
7 12 23 35 個（20LBIB）

140 240 460 700 L

40
9 15 31 46 個（20LBIB）

180 300 620 920 L

50
12 19 39 58 個（20LBIB）
240 380 780 1,160 L

60
14 23 46 69 個（20LBIB）
280 460 920 1,380 L

70
16 27 54 81 個（20LBIB）
320 540 1,080 1,620 L

80
19 31 62 92 個（20LBIB）
380 620 1,240 1,840 L

90
21 35 69 104 個（20LBIB）
420 700 1,380 2,080 L

100
23 39 77 115 個（20LBIB）
460 780 1,540 2,300 L

段階
①

微生物群の活性化
酸素の消費

アルコールや有機物をエ
サにして一般微生物群が
増殖して酸素を消費。

段階
②

線虫・病原菌の
活性低下

土壌が嫌気状態となり、
一部の好気性菌や病原
菌群の活性が低下。

段階
③ 有効成分の蓄積

土壌が還元状態となり、
酢酸や酪酸金属イオン
などの有効成分が蓄積。

段階
④ 好気条件の回復

被覆除去後、抑制作用
に関連する物質は消失
し土壌中に残留しない

１．�土壌還元消毒用資材　エコロジアール®を用いた
　　土壌還元消毒処理法について
◆本商品の特徴は？
●商品名：「土壌還元消毒用資材」エコロジアール
●成分：エタノール 65v/v％（その他有機物 v/v0～5％）、水分30～35v/v％　
●�低濃度エタノール（エコロジアール®)を用いた本技術は、フスマや糖蜜などを利用し
た土壌還元消毒と同様の原理で土壌の消毒効果は、土壌が還元される結果として生じ
る間接的なものです。このため、本技術で用いる低濃度エタノール（エコロジアール®）
は農薬に該当しません。

※�エコロジアール®は、農林水産省の「新たな農林水産政策を推進する実用化技術開
発事業」の中の「低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発（課題番号：
2019）」における成果に基づいて製品化された資材です。
●粘性が低い液体なので、フスマや糖蜜よりも土壌深くまで消毒ができます。

◆物理的・化学的性質は？
●エコロジアール®の混合物としてのSDS情報

標準組成 重量％ 備考
エタノール 60wt％未満

エタノール、１- プロパノール、２-
プロパノール及びメタノール等の化
学物質の重量％を合算して 60wt％
未満

１- プロパノール １wt％未満
２- プロパノール １wt％未満
メタノール １wt％未満
２- メチル - １- プロパノール ３wt％未満
酢酸エチル ３wt％未満
アセトアルデヒド １wt％未満
２- ブタノール １wt％未満
その他の化学物質（合算） ２wt％未満
水 40wt％以上 総重量計100wt％

●単一製品・混合物の区別　混合物
①エタノール　100％として
化学名又は一般名� エタノール
別名� エチルアルコール（Ethyl�alcohol）、
� エタン -1- オール（Ethane-1-ol）
濃度又は濃度範囲� 60wt％未満（※消防法上は非危険物に該当する）
分子式（分子量）� C2H6O（46.069）
CAS 番号� 64-17-5

◆土壌病害虫はどうなるの？
低濃度エタノールを散布したこれまでの試験結果（平成25～ 27年度）　※希釈液散布液量は土質によって違います。
●土壌病害

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜
（キュウリ、スイ
カ、メロン等）

ホモプシス根腐病　
つる割病　つる枯病
黒点根腐病

0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

カーネーション 萎凋細菌病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ホウレンソウ 萎凋病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ 萎黄病・炭疽病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

トマト 青枯病�かいよう病
褐色根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

ナス フザリウム立枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
サヤインゲン 根腐病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
ミョウガ
ショウガ

根茎腐敗病（ピシ
ウム）　青枯病 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

●土壌害虫（センチュウ類）

作物 病名 低濃度
エタノール濃度

希釈液
散布液量

エコロジアール®
希釈倍率

ウリ科野菜 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
トマト ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
イチゴ ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
花卉類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
インゲン ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍
葉菜類 ネコブセンチュウ 0.5 ～ 1％ 30～ 110L/㎡ 60～ 120倍

◆土壌灌水量、エコロジアールの必要量は？
●�土壌の特徴とエコロジアール処理投入灌水量の目安

〈※土壌の基礎知識−農水省�※農業環境技術研究所−土壌情報閲覧システムより〉

土壌群の
名称 土�壌�の�概�要 灌水量

（Ｌ／㎡）

黒ボク土

通常の火山灰土で全国的に分布し 90%は畑として利用
されている。腐植含量が多いものが多く、腐植質の厚さ
によって、厚層（50㎝以上）と表層（50㎝未満）に、
また、03�黒ボク土�腐植層の腐植含量によって、多腐植
質（10%以上）と腐植質（５～ 10%）に分けられる。
黒ボク土は腐植が多く保水性、透水性、通気性に優れ、
塩基を保持する陽イオン交換容量が高いが、リン酸を不
溶化する活性アルミナが多く、このためリン酸吸収係数
が高い。軽い土であり風食を受けやすい。国内太平洋側、
特に北海道、東北、関東、および九州に広い。

80～ 100

砂丘未熟土
（砂上質）

海岸線に沿った砂丘地、砂州等に分布する砂質の土であ
る。母材は主に風によっ�て運ばれた砂（非固結堆積岩）、
堆積様式は風積である。国内各海岸部に広く分布している。

60～ 80

黄色土
（粘土質）

赤色土に似た土であるが、色は一般に明るい黄色で、腐
植含量は少なく保水性、排水性などの物理性は悪く、陽
イオン交換容量は小さく保肥力も低い。東海地方の丘陵
および台地、瀬戸内海沿岸および山陰の低山地域、北九
州地域などである。水田、普通畑、樹園地として利用さ
れており、一部は牧草地としても利用されている。

60～ 80

グライ土
（田んぼ質）

海河岸沖積平野、谷底平野、扇状地などに広く分布し、
一般に排水不良である。大部分は水田に、北海道では草
地としても利用されている。

40～ 60

エコロジアール®20L

官報公示整理番号（化審法）�（2）-202
官報公示整理番号（安衛法）� 既存化学物質

◆どうして土壌消毒できるの？
●�低濃度エタノールを土壌に灌水処理し、土中深くまで、低濃度
エタノールを浸み込ませます。

●�低濃度エタノールを灌水処理する前または後に透明フィルムで
土壌を被覆し、太陽熱で地温を上昇させると、土壌微生物の活
動が活発になって、土壌中の酸素を消費することで土壌が還元
状態となり、病原菌や線虫などの活動が抑制されます。

●�エタノール成分が分解され有機酸（酢酸、酪酸）、金属イオン
（Fe2+、Mn2+）が蓄積されることで病原菌や線虫などの活動が
更に抑制されます。

◆作物の生育はだいじょうぶ？
●�畑地の一年生作物なら、どの作物でも行うことができますが、
多量の水を処理しますので、過湿条件に弱い作物は、還元消毒
後に栽培に適した土壌水分になってから播種・定植しましょう。

エコロジアール®1000L

低濃度エタノールによる土壌還元消毒のメカニズム

・�エコロジアールは、全国JA又は全国一部
商系で購入できますが、ご不明な点等は
J.alcoへお問い合わせ下さい。

個数
（L/20L-BIB）÷エコロジアール

必要量 L

=

65%÷処理濃度
（%）×処理面積

（㎡）×必要灌水量
（L/ ㎡）

【計算式】

・�ウリ科野菜…かぼちゃ、キュウリ、ス
イカ、メロンなど

・�イチゴ…栽培方法（土耕、高設）に
よって、処理濃度が異なります。

・�低濃度エタノール濃度…根域の深さや
重度病害虫被害及び夏場（5～9月）
以外の低温期ほど高濃度が必要です。

・�希釈液散布液量…砂地（ある程度水持
ちがあること）では少ない液量で大丈
夫です。また、液量が多いほど土中深
くまで還元消毒効果が表れるので、作
物の根域の深さや重度病害虫被害に応
じて液量を調整してください。

・�土壌改良菌（コフナ菌：嫌気性菌主
体）、米ぬか、ふすま等の有機物と併
用により処理濃度の軽減も図れます。
ただし、有機物の分解は単独の低濃度
エタノール処理より処理期間（30～
40日程度）を長く置いて下さい。ま
た、有機物は通常投入量の3割減前後
として下さい。

・�病害虫被害が緩和されれば、毎年度同
じ高濃度で処理しなくても抑制効果が
表れます。

・�三相分布…土壌は、固体（土そのもの）、
水、空気で構成され、それぞれ、固相、
液相、気相といい、各容積の割合（％）
を三相分布という。固相は、土壌粒子の
他、動植物遺体、微生物、腐植、小動
物も含まれ、液相は、固相の土壌粒子間
に入り込んだ水である。気相は、同様な
隙間で土壌水が満たされていない部分を
いう。

・�必要とする灌水量…土壌の種類での目安
であり、対象圃場の状況（地下水位が高
い、暗渠設備で排水が良い等）により
10L/㎡前後は最終潅水状態により調整
してください。

２．土壌還元消毒の処理のしかた

①ほ場整備
●ほ場：できるだけ均平にしましょう。写真 .1
●�耕起：処理前に耕起する場合は、土壌が細かくなる
ようにしてください。ただし、土壌が柔らかすぎる
と作業性が悪いので、処理前に鎮圧しましょう。

●�雑草：フィルムを土壌に密着させるため、処理前に
除草しておきましょう。

●�散水チューブを早めに敷設して、十分かつ均一に散
写真 .1 写真 .2

布できることを確認し、エコロジアール®処理前々日、前日に散水または降雨後（路地の場合）に実施すると、エタノー
ルが均一に浸透し、消毒ムラが少なくなり、効果が安定します。写真 .2
　�その他、点滴チューブご利用の場合、ポンプ能力次第では散水時間が長くなることから必要水量に応じて早め事前灌水を
行ってください。その場合でも、必要灌水量は把握し、灌水の入れ過ぎにご注意ください。

②エタノールの希釈
●�エコロジアール®を多量の水で希釈（60～ 120倍程度）して処理しますので、
大型タンク、仮設の溜池、または液肥混入器（用水の直接導入や頭上灌水）を用
意しましょう。

●�小型タンク（小面積向き）：100Ｌ～ 300Ｌのエコロジアール®と水を入れる
タンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。

●�大型タンク（大面積向き）：500Ｌ～ 1000Ｌのエコロジアール®と水を入れ
るタンクが必要です。また十分撹拌してから処理しましょう。 写真 .3



写真 .6

写真 .5

写真 .4

写真 .7

●�液肥混入器：60～ 120 倍程度の希釈率に調整できるものが必要です。例：用水ポ
ンプライン直接混入式又はスミチャージ混入式　写真 .3
●�動力噴霧器を用いて用水ラインを利用し、混合しながら散布する方法もあります。こ
の方法では必ず希釈してから処理してください。写真 .4
●�装置によって１回の処理面積が制限されます。事前に用水、液肥混入器の時間当たり
の能力を確認し、処理作業の必要時間を把握して下さい。

③希釈水の処理
●�処理した水を一定期間湛水または湿潤状態に維持する必要があります。写真 .5
●�土質並び圃場条件（暗渠有り無し、地下水位等）により必要な灌水量が違います。基
本的土質の種類をご確認下さい。（別紙灌水量の目安）
●�フィルム周辺の土壌や水枕�写真 .6で抑え、水の蒸発や周辺への表面流出を防ぎましょ
う。うね立て後にマルチングをした土手を作るのも有効です
●�散水チューブの場合、散布口の数が多い方が均一に短時間で処理できます。また、土
壌全体が均等に湿るように散布口の向きを調整しましょう。
●�ビニール被覆後水枕で抑え、入口１か所から送風機（家庭用扇風機でも可）を利用す
ると散水ムラが無くなります。写真 .7

④透明フィルムの被覆
●�土壌を一定期間湛水または湿潤状態に維持するには、透明フィルムで被覆する必要が
あります。破れていなければ、使い古しのフィルムでもかまいませんし、補修して利
用できます。
●�フィルムの種類：フィルム内の温度を上げるためには、透明フィルム（農ポリ）がお
勧めです。
●�被覆方法：想定する灌水量を投入し写真 .5 のように土壌が十分湿ったら、フィルム
で被覆しましょう。散水チューブの場合、処理前にフィルムを被覆することもできま
す。土質により、想定する灌水量を投入しても写真 .5 のように表面灌水状態になら
ない圃場もありますが、足で踏んで全体ぬかるみがあれば大丈夫です。
●被覆時期：処理後ただちに被覆しましょう。

⑤太陽熱処理
●�期間：土壌の種類や季節、病害の発生状況等によりますが、２～３週間が必要です。

エコロジアール®
単独処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

14～21日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

エコロジアール®
有機物（米ぬか等）

混合処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

30～40日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

特に、有機物（米ぬか、フスマ、糖蜜等）と混合する場合は４週間以上が有効です。
●�土壌温度：深さ 20㎝以下の地温が 30℃以上必要で、高いほど効果的です。特に処理日から１週間は晴天、高温を保て
る方が抑制効果が高い事例が多く見られます。そのため、土壌にフィルムを密着させる、温室の気密性を高めるなど、　
温度が上がりやすい条件で処理しましょう。頭上灌水設備がある圃場はビニール被覆後、一定時間散水をすることで重石
になり気密性が高まります。

還元消毒終了後は、透明フィルムを取り外します。
●�作用の確認方法：土壌の深いところほど還元化され、灰緑色に変色していて、特有の
臭気がします。
●�耕起方法：耕起する場合は、通常の深さで大丈夫です。ただし、病害虫・雑草で再び
汚染されないように、トラクターのタイヤ、耕起部、胴体をよく洗浄してください。
●�播種・定植までに期間：栽培する作物を播種・移植できる程度の水分になって、土壌
の温度や還元状態が基に戻れば大丈夫です。

●�作用の持続性の確認方法：土
壌還元が進むと、エタノール
消毒特有の発酵臭がします。　
（※ジピリジルや酸化還元電
位（Eh）などによっても土
壌の還元状態を確認すること
ができます。）

⑥処理後の作業

特許第4436426号・特許第5299264号
土壌還元消毒方法、土壌還元消毒材、土壌湿潤化消毒方法
土壌湿潤化消毒剤及び土壌消毒剤灌注システム

取扱説明書

東京都中央区日本橋小舟町6-6 小倉ビル6階
ＴＥＬ 03－5641－5255／ＦＡＸ 03－5641－5256

営業時間　9：00～17：00（土日・祝日及び年末年始は休業）

お客様窓口 X0120－009－484

日本アルコール産業株式会社

【製造・販売元】

３．注意事項
◆土壌消毒技術について
●�記載された用法・用量に準じて処理することをお勧めし
ます。ただし、地域、季節、場所によって土壌還元の
程度に違いが出ます。結果として土壌病害虫などの密
度低下（土壌の消毒効果）に差が生じることがあります。
●�この技術を利用して、先に記述したような作物でフス
マや糖蜜のような土壌還元作用による土壌の消毒効果
を確認していますが、土壌や処理後の環境条件によっ
ては、消毒の程度が十分でないことがありますので、
事前に試してから使用するか、当社までお問い合わせ
ください。
●�農環研のホームページでマニュアル、技術資料が閲覧、
入手可能ですのでご利用下さい。
※�農研機構�農業環境変動研究センターのウェブサイト
「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土
壌消毒技術資料」（http://www.niaes.affrc.go.jp/
techdoc/ethanol/data.pdf）

◆作業上の注意

【作業前】
●��希釈水：病害虫や雑草の混入を避けるため、最低でも
農業用水基準を満たしている水を使いましょう。
●�使用時には、必要に応じて防護具を装着し、希釈する
際は手袋をご使用ください。

【作業中】
●�周辺環境への配慮：多量の水を処理しますので、周辺
の田畑、住居、河川・湖沼などに流れ込まないように
してください。流れ込みそうになったらすぐに処理を
中止してください。

●�エコロジアール®は引火性がありますので、換気を
良くし、火気に十分注意してください。特に動力噴霧
器をご利用の場合、２倍以上に希釈しご利用下さい。

【作業後】
●�残液の処理：一旦希釈したエコロジアール®の水溶
液は使い切るようにしてください。
●�空容器の処理：エコロジアール®は引火する危険性
がありますので、使い終わった空容器は、水で洗浄し
てください。
●�空容器の処分：空容器は、関連法規ならびに地方自治
体の基準に従って処分を行ってください。

◆取扱上の注意
●�誤飲したり目に入ったりしないように、取扱には十分
注意しましょう。もしもそのようなことが生じたら、
流水で十分洗浄し、医師に相談してください。
●�２％以下に希釈したエコロジアール®は、誤飲や直
接目や皮膚に触れることで問題はありませんが、個人
差もありますので、気分が悪いなど何か異常を感じた
ら、使用を中止し、医師に相談してください。

◆保管上の注意
●�エコロジアール®はエタノール含有率が 60重量％
未満ですので、危険物には該当しません。したがって、
危険物倉庫のような保管設備は不要です。
●火気厳禁：エコロジアールは引火性です。
●�エコロジアール®は直射日光を避け、風通しがよく、
盗難や誤使用を避けるためにも、施錠できる保管庫に
保管しましょう。



写真 .6

写真 .5

写真 .4

写真 .7

●�液肥混入器：60～ 120 倍程度の希釈率に調整できるものが必要です。例：用水ポ
ンプライン直接混入式又はスミチャージ混入式　写真 .3
●�動力噴霧器を用いて用水ラインを利用し、混合しながら散布する方法もあります。こ
の方法では必ず希釈してから処理してください。写真 .4
●�装置によって１回の処理面積が制限されます。事前に用水、液肥混入器の時間当たり
の能力を確認し、処理作業の必要時間を把握して下さい。

③希釈水の処理
●�処理した水を一定期間湛水または湿潤状態に維持する必要があります。写真 .5
●�土質並び圃場条件（暗渠有り無し、地下水位等）により必要な灌水量が違います。基
本的土質の種類をご確認下さい。（別紙灌水量の目安）
●�フィルム周辺の土壌や水枕�写真 .6で抑え、水の蒸発や周辺への表面流出を防ぎましょ
う。うね立て後にマルチングをした土手を作るのも有効です
●�散水チューブの場合、散布口の数が多い方が均一に短時間で処理できます。また、土
壌全体が均等に湿るように散布口の向きを調整しましょう。
●�ビニール被覆後水枕で抑え、入口１か所から送風機（家庭用扇風機でも可）を利用す
ると散水ムラが無くなります。写真 .7

④透明フィルムの被覆
●�土壌を一定期間湛水または湿潤状態に維持するには、透明フィルムで被覆する必要が
あります。破れていなければ、使い古しのフィルムでもかまいませんし、補修して利
用できます。
●�フィルムの種類：フィルム内の温度を上げるためには、透明フィルム（農ポリ）がお
勧めです。
●�被覆方法：想定する灌水量を投入し写真 .5 のように土壌が十分湿ったら、フィルム
で被覆しましょう。散水チューブの場合、処理前にフィルムを被覆することもできま
す。土質により、想定する灌水量を投入しても写真 .5 のように表面灌水状態になら
ない圃場もありますが、足で踏んで全体ぬかるみがあれば大丈夫です。
●被覆時期：処理後ただちに被覆しましょう。

⑤太陽熱処理
●�期間：土壌の種類や季節、病害の発生状況等によりますが、２～３週間が必要です。

エコロジアール®
単独処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

14～21日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

エコロジアール®
有機物（米ぬか等）

混合処理

被覆除去
定植準備

被覆期間

30～40日間

ガス抜きは特に必要なし

１～３日間

植え付け

特に、有機物（米ぬか、フスマ、糖蜜等）と混合する場合は４週間以上が有効です。
●�土壌温度：深さ 20㎝以下の地温が 30℃以上必要で、高いほど効果的です。特に処理日から１週間は晴天、高温を保て
る方が抑制効果が高い事例が多く見られます。そのため、土壌にフィルムを密着させる、温室の気密性を高めるなど、　
温度が上がりやすい条件で処理しましょう。頭上灌水設備がある圃場はビニール被覆後、一定時間散水をすることで重石
になり気密性が高まります。

還元消毒終了後は、透明フィルムを取り外します。
●�作用の確認方法：土壌の深いところほど還元化され、灰緑色に変色していて、特有の
臭気がします。
●�耕起方法：耕起する場合は、通常の深さで大丈夫です。ただし、病害虫・雑草で再び
汚染されないように、トラクターのタイヤ、耕起部、胴体をよく洗浄してください。
●�播種・定植までに期間：栽培する作物を播種・移植できる程度の水分になって、土壌
の温度や還元状態が基に戻れば大丈夫です。

●�作用の持続性の確認方法：土
壌還元が進むと、エタノール
消毒特有の発酵臭がします。　
（※ジピリジルや酸化還元電
位（Eh）などによっても土
壌の還元状態を確認すること
ができます。）

⑥処理後の作業

特許第4436426号・特許第5299264号
土壌還元消毒方法、土壌還元消毒材、土壌湿潤化消毒方法
土壌湿潤化消毒剤及び土壌消毒剤灌注システム

取扱説明書

東京都中央区日本橋小舟町6-6 小倉ビル6階
ＴＥＬ 03－5641－5255／ＦＡＸ 03－5641－5256

営業時間　9：00～17：00（土日・祝日及び年末年始は休業）

お客様窓口 X0120－009－484

日本アルコール産業株式会社

【製造・販売元】

３．注意事項
◆土壌消毒技術について
●�記載された用法・用量に準じて処理することをお勧めし
ます。ただし、地域、季節、場所によって土壌還元の
程度に違いが出ます。結果として土壌病害虫などの密
度低下（土壌の消毒効果）に差が生じることがあります。
●�この技術を利用して、先に記述したような作物でフス
マや糖蜜のような土壌還元作用による土壌の消毒効果
を確認していますが、土壌や処理後の環境条件によっ
ては、消毒の程度が十分でないことがありますので、
事前に試してから使用するか、当社までお問い合わせ
ください。
●�農環研のホームページでマニュアル、技術資料が閲覧、
入手可能ですのでご利用下さい。
※�農研機構�農業環境変動研究センターのウェブサイト
「低濃度エタノールを利用した土壌還元作用による土
壌消毒技術資料」（http://www.niaes.affrc.go.jp/
techdoc/ethanol/data.pdf）

◆作業上の注意

【作業前】
●��希釈水：病害虫や雑草の混入を避けるため、最低でも
農業用水基準を満たしている水を使いましょう。
●�使用時には、必要に応じて防護具を装着し、希釈する
際は手袋をご使用ください。

【作業中】
●�周辺環境への配慮：多量の水を処理しますので、周辺
の田畑、住居、河川・湖沼などに流れ込まないように
してください。流れ込みそうになったらすぐに処理を
中止してください。

●�エコロジアール®は引火性がありますので、換気を
良くし、火気に十分注意してください。特に動力噴霧
器をご利用の場合、２倍以上に希釈しご利用下さい。

【作業後】
●�残液の処理：一旦希釈したエコロジアール®の水溶
液は使い切るようにしてください。
●�空容器の処理：エコロジアール®は引火する危険性
がありますので、使い終わった空容器は、水で洗浄し
てください。
●�空容器の処分：空容器は、関連法規ならびに地方自治
体の基準に従って処分を行ってください。

◆取扱上の注意
●�誤飲したり目に入ったりしないように、取扱には十分
注意しましょう。もしもそのようなことが生じたら、
流水で十分洗浄し、医師に相談してください。
●�２％以下に希釈したエコロジアール®は、誤飲や直
接目や皮膚に触れることで問題はありませんが、個人
差もありますので、気分が悪いなど何か異常を感じた
ら、使用を中止し、医師に相談してください。

◆保管上の注意
●�エコロジアール®はエタノール含有率が 60重量％
未満ですので、危険物には該当しません。したがって、
危険物倉庫のような保管設備は不要です。
●火気厳禁：エコロジアールは引火性です。
●�エコロジアール®は直射日光を避け、風通しがよく、
盗難や誤使用を避けるためにも、施錠できる保管庫に
保管しましょう。




