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四輪トラクタ用土壌消毒機に関する研究

(H) 消毒作業中及び消毒周場の発散クローlレ

ピクリンガス濃度について

塩川晴寿・林松太郎・小林亨
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紋羽病J躍病地の土壌消毒はクローJレピクリン液を土壌中に注入してガスを発散させ，病

原菌を殺す方法が最も有効であるとされている1，2， 3， 5) クローJレピクリシ消毒では従来，

消毒器具として手動土壌注入器が用いられてきたが，これによる消毒では作業中のガス漏

れや，土壌面からのガス発散によって目や呼吸器に障害を受けることがしばしばで，人体

を保護するため防毒マスクの着用が必要とされている.

更に，注入作業が重労働であるうえ作業能率も低く，しかも，マスク着用では長時間作

業が行えないのが実情である.

これらの難点を解決するため，著者らはさきに高能率な四輪トラクタ装着用の土壌消毒

機を開発し，その有用性について報告したω.

しかし，そこで用いるクロ{ノレピクリシは有害ガスであるため労働衛生的にも，また，

社会的にもガスの動態を明らかにしておく必要がある.

そこで著者等は四輪トラクタ用土壌消毒機を用いて広面積の消毒を行ない，作業者の周

辺や圃場及びその周辺部のクローJレピクリンガス発散濃度について調査を行った.その結

果，従来の手動土壌注入器による消毒に比較しガス漏れが少ないことや，消毒圃場周辺の

ガス濃度が低いことなどが明らかになったのでここに報告する.

本文に入るに先だち，ご指導いただいた養蚕部機械化第 l研究室岡部融室長に厚くお礼

申し上げる.

材料および方法

1) 消毒機周辺のガス漉度調査

1975年 7月中旬に，前橋市関根町の沖積性火山灰土(喋に富む砂壌土)の裸地問場(養

蚕部関根桑園)10 aを用いて，試作した土壌消毒機と手動土壌注入器で消毒を行い，作業

機周辺のガス発散濃度を比較測定した.

四輪トラクタ用土壌消毒機としては小松インター232トラクタ (23PS)を用い，これ

に試作した土壌消毒機を装着した.消毒方法は消毒幅(トラクタまたは，手動土壌注入器

で注入を行なう場合の注入線と注入線の間隔をいう，以下同様)30cm，注入間隔30cmで，
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畦の長さ(注入線

第 105号

1点の注入は 8mQの2段注入(深さ40cmに4mQ， 20cmに4mQ) 

の長さをいう，以下同様)は5Gmであった.

手動土壌注入器としてはハツタ式注入器を用い，消毒方法は消毒幅 30cm，注入間隔30

cm， 1点の注入は 8mQの2段注入(深さ30cmに4mQ， 15cmに4mQ) で，畦の長さは50mで、

行った.これらのガス測定に当っては消毒機周辺に高さ1.5mの防風幕を張り，風の影響

をなくして測定した.

2) サプソイラからの距離別および消毒圃場のガス濃度調査

1975年 9月中旬に茨城県谷田部町の洪積性火山灰土(埴壌土)の裸地圃場(新造成地の

蚕糸試験場 6-2圃場) 1 haにおいて，四輪トラクタ用土壌消毒機の 2台を用いて消毒を

行い，サプソイラからの距離別ガス濃度の変化と，消毒を行った圃場内外のガス濃度を測

定した.消毒に用いたトラクタは 2台とも試作した土壌消毒機を装着した小松イシター

272 (27 PS)であった.消毒方法は消毒幅30cm，注入間隔30cm， 1点の注入は 8mQの2段

注入(深さ40cmに 4mQ， 20cmに4mQ) で，畦の長さは46mであった.

消毒地の概要は第1図に示す通りである.この様な消毒では，畦の消毒を終えて次の畦

に移動するさい，土中からサプソイラを引き上げるが，その背面に装置されている注入針

から風下に沿って距離別にガス濃度を測定した.測定は第 1図に示す@印の各地点に高き

2m，幅 2mのピニーノレ布を張り，そこで行った.

また，第 1図に示す消毒直後圃場llaの消毒地面(第 1図の①~③地点)，消毒圃場の

端から 5m離れた④~⑥に示す周辺地，および消毒後ピエール被覆を行った圃場(消毒 1

日-10日経過後)のピエール被覆内(⑦~⑨)，およびその周辺(⑩~⑬)，などについ

て，風速およそ 3mの時に風よけなしでガス調査を行った.

としTこ.
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第 1図谷田部町の消毒地概要

壌:洪積性火山灰土(埴壊土). 

期:昭和50年9月中旬.

度:天候晴.気温22.7'C，地温 (20cm)21.0.C. 

速:3-4 rn/s. 
定 :0印 O印は測定地点

:時刻 PM 1-2時.
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以上のガス調査に用いた測定器は北川式ガス検知器で，検知管はクロールピクリシ専用

管であった.測定は 1カ所で 3回繰り返し，平均値を算出した.消毒に用いたクローノレピ

クリンは三井東圧の純度99.5%の製品であり，谷田部町圃場の被覆ビニーノレは透明の厚さ

0.2阻，長さ20m，幅46mのものであった.

結果と考 察

1) 消毒機周辺の発散ガス濃度

関根圃場において四輪トラクタ用土壌消毒機を用いて消毒を行った場合の作業中のトラ

クタ，および消毒機周辺のガス発散濃度を調査した結果を第 1表に示す.それによればト

ラクタ運転席付近ではガス濃度は 0.05ppmと極めて低かった.しかし，沈圧装置周辺の

ガス濃度は 0.54ppmを示し，土中から引き上げたサプソイラ近くの濃度は 3.00ppmと

高かった.そして注入針に付着していたクロールピクリシがサプソイラの引き上げにより

多量に発散することを示した.

第 1:表 四輪トラクタ用土壌消毒機周辺のガス濃度

定 場
濃 度

ì:Il~ 所
平 一

肝
一
川
一
川
一
川
一
川

囲

トラクタ運転席付近

噴射装置・薬液台付近

サプソイラ・ちん圧装置付近

地上に引上げたサプソイラ〈注入針)から 1m離れた付近

本地上に引上げたサプソイラ〈注入針〉から 1m離れた付近

注聞 場:関根圃場，川土谷田部町圃場.
時 期:昭和50年7月中旬.川土昭和50年9月中旬.

温 度:天候晴，気温28.5'C，地温 C20cm)26. O"C. 

本天候晴，気温22.TC，地温 (20cm)21.0'C， 
測 定:時刻oPM 2時， C無風状態). 

*時刻 PM3時， C風速 3m!s). 

手動土壌注入器で消毒を行ったときの作業中の発散ガス濃度を第 2表に示す.消毒作業

者の目の高さ付近のガス濃度は1.32ppmを示し，注入器にクローノレピクリン液を補充す

る作業中の風下 1mの濃度は1.73ppmであった.また，注入直後に注入穴を足でふさい

だ地面上50cmのガスは 2.00ppmであり，更に注入針を地上に上げた時のガス濃度は5.50

ppmと高濃度を示した.このようにガス発散濃度が高いのは，注入点ごとに注入器を地

上に引き上げる際に噴出口や注入針に付着しているクロールピクリンが多量に発散するた

めと考えられる.

労働安全基準によるクロールピクリンの許容濃度は 0.10ppmとされている 1，5) この

ため許容濃度を越える様な条件においては人体を守るために防毒マスクの着用が必要とさ

れる.第2表の消毒作業中の作業機周辺のガス濃度をみると，手動注入器では作業者は常

に 1ppm以上のガス濃度の中にいることになり，防毒マスクなしの作業は無理であるこ

ppm 
0.01-0.07 

0.05-0.25 

0.09-0.85 

2.40-3.70 

2.70-3.60 
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手動土嬢注入器のガス濃度

濃

平

ppm 
0.90-1.70 

1.45-1.90 

1.60-2.50 

第 2表

囲範均

度
所場定演tl

消毒作業者の目の付近

1.73 クロールヒ・クリシ補充作業中の風下 1m

2.00 踏みかためた注入穴の地上50cm

3.50-7.50 

i主

5.50 

場:関根町.

期:昭和50年7月中旬.

度:天候晴，気温28.5・C，地温 (20cm)26.0・C.
定:時刻 PM2時， (無風状態). 

上げた注入針の風下 1m

閣

時

温

測

とを示している.

一方，四輪トラクタ用土壌消毒機による消毒作業では注入針がほとんど地中に埋没した

ままガス噴出が行なわれ，付随する沈圧ローラーで地面が庄密されるため，全般にガス発

散が少なく(第 1表)，オペレ{ター周辺では許容濃度以下にとどまるものと思われる.

2) サプソイラ(注入針〕からの距離と発散ガス濃度

消毒中引き上げるサプソイラ周辺では高い濃度のガスが測定された(第 1表).そこで

サプソイラから風下に沿って距離別に濃度の変化を測定した結果を第 3表に示す.注入針

から15m地点になるとガス濃度は O.33ppmと希薄になり， 20m地点ではほとんど検出さ

れなくなった. しかし，このような調査においては風の強弱，風向，経過時間などにより

ガス濃度が大きく左右されるため，この調査結果は 1事例に過ぎないが，サプソイラの地

上での露出時聞は短いのでガス発散の総量は少なし周辺への影響は小さいものと推測さ

れた.また，サプソイラにからまる根等を除く補助作業が必要な場合には風向きを十分考

慮して，風上で作業に当ることが必要と考えられる.

地上に引J二げたサプソイラ(注入針)からの距離別ガス濃度第 3表

度

平

ppm 
0.60-1.00 

0.30-0.60 

0.25-0.45 

図範均

濃
所場定測

注入針から 5m地点

0.45 注入針から10m地点

0.33 注入針から15m地点

0.00 

注

0.00 

場:谷田部町.

期:昭和50年9月中旬.

度:天候晴，気温22.7・C，地温 (20c田)21.0'C. 

速:3-4 m/s. 
定:時刻 PM3時，地上50cmの測定.

注入針から20m地点

閣

時

温

風

測
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3) 消毒圃場およびその周辺の発散ガス濃度

谷田部町圃場において 2台の四輪トラクタ用土壌消毒機で 1haに及ぶ消毒を行ったさい

の消毒直後の未被覆圃場llaと，その周辺におけるクローノレピクリンガス濃度について調

査した結果が第4表である.これによると圃場地面では 0.53ppmであったが，地上50cm

になると 0.17ppmと減少した.また，この消毒直後の圃場端から 5m離れた地点の地上

50cm付近の濃度は風下で 0.05ppmを示し，風上では平均 O.Olppmで，検出できない場

合もあった.

次に土壌消毒地は消毒後地表面をビニーノレ等で、被覆すると消毒効果が高まる 3) といわれ

ており，谷田部町圃場において消毒後ビニーノレ被覆を行なった約88aにつぎ，被覆 1-10

日経過後におけるガス濃度を調査し，その結果を第5表に示す.被覆ピエール内の濃度は

15.00ppm以上(測定器ではこれ以上は表示されない)であったがビニール被覆外地上50

cm付近の濃度は O.Olppmと低かった.また，ビニーノレ被覆地の端から 5m離れた周辺で

四輪トラクタ用土壌消毒機に関する研究

消毒直後の無被覆園場ガス濃度

度

回範

ppm 
0.30-0.70 

0.09-0.25 

0.01-0.08 

第 4表

濃

均平
所場定7J\~ 

面地毒消

0.17 消毒地の地上50cm

0.05 消毒潤場端から 5m地点(風下〉

0.00-0.02 

注

0.01 

場:谷田部，調査面積11a. 

期:昭和50年 9月中旬.

度:天候晴，気温22.TC，地温 (20cm)21. O"C. 
速 :3-4m/s.

定:時刻 PM2時.

消毒園場端から 5m地点(風上〉

園

時

温

風

測

ヒ・ェーノレ被覆地のガス濃度第 5表

度

平 囲範均

濃
所場定涼~

ピ=ール被覆内

0.00-0.02 0.01 ピニーノレ被覆外・地上高50cm

0.00-0.01 0.00 消毒地から 5m離れた付近(風下〕

0.00 

注

0.00 

園 場:谷田部町，調査面積82a 

時 期:昭和50年9月中旬. (消毒後1日目-10日経過後). 
温 度:天候晴，気温22.7・C，地温 (20C皿)21.0"C. 

風 速 3m/s. 

測 定:時刻 PM4時.

使用ビニーノレ:透明，厚さ O.2mm，長さ 20m，幅 46m.

消毒地から 5m離れた付近(風上〉
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はガスはほとんど検出されなかった.これらの結果から，消毒 1-10日経過後でもビニー

ノレ被覆内は高濃度のクロールピクリンで充満していること，周辺地にはガスの影響がほと

んどないことが知られた.

以上，四輪トラクタ用土壌消毒機を用いて消毒を行なった場合のガス濃度について述べ

たが，ガスの空気中での拡散は風速，温度によって異なるし，検出される濃度は消毒面積

の広きや，クロールピクリンの発散量によって相異すると思われる.従って，これらの結

果はいくつかの条件における事例ではあるが，四輪トラクタ用土壌消毒機では消毒作業中

はクロ{ルピクリシ発散源の注入針がほとんど地中に埋没している機構であることからす

ると，手動土壌注入器に比べ，作業者に対するガス害や，消毒圃場のガス発散量が少ない

消毒機であると考えられる.

今回の四輪トラクタ用土壌消毒機の使用時あるいは使用後のガス濃度調査は広面積にわ

たって実際に消毒作業を実施した際の結果を示したものであり，それだけに意義が大きい

ものと考えられる.

摘 要

四輪トラクタ用土壌消毒機を用いてクローノレピクリン消毒を行った際の運転者や消毒機

付近のガス濃度と， 1 ha程度を消毒したときの圃場のガス濃度を調査した結果は次のとお

りであった.

1) 四輪トラクタ用土壌消毒機で消毒を実施している時のトラクタ運転者近くは 0.05

ppm消毒機周辺は0.54ppmのガス濃度を示し，手動土壌注入器を用いた消毒の場合の作

業者付近の1.32ppm，注入穴上50cmの2.00ppmより低い濃度であった.

2) 消毒中地中から引上げる四輪トラクタ用土壌消毒機のサプソイラ付近のガス濃度は

3.00ppmと高かったが，風下に20m離れるとほとんど検出されない濃度となった.

3) 消毒直後の無被覆圃場の地面は 0.53ppm，地上50cmは0.17ppmのガス濃度を示し

たが，この聞場から 5m離れるとガス濃度は O.05-0. 01ppmと低下した.

4) 消毒後ピニーノレ被覆した圃場の 1-10日経過した被覆ピニーノレ内は 15.00ppm以

上，ピエール被覆外の地上50cm付近は 0.01ppmのガス濃度を示し， 圃場から 5m離れる

とガスはほとんど検出されなかった.

5) 四輪トラクタ用土壌消毒機の消毒ではガス発数源となる注入針がほとんど地中に埋

没しているためガス発散が少なく，作業者や，消毒圃場周辺への影響は少ないことが認め

られた.
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