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1.はじめに

炭境きと炭の活用は古代からの生活の知恵であり、

日本と韓国でも1万年前の遺跡から土器と一緒に大量

の木炭が出土している。

出土した木炭は約 l万年前のもので、その多くは薪

を燃やした残り火を消し炭にしたものであった。古代

の人々は、木を燃やして乾留すると埋も炎も出ない新

しい燃料ができることを発見し、木炭は薪と比べて火

持ちが良く持ち運びにも便利であり、また、炭にする

と腐らないことを知っていた。炭は当時は画期的なエ

ネルギー源だったのである1)。

森林が生育する木質資源は、地球上の二酸化炭素

(C02)を吸収し炭素 (C)として掴定する機能を持ち、

地球・温援化訪止に重要な役割を果たしている。木賞資

源はやがて消費され、撚擁されれば再び CO2を空気中

に発散させることになるが、木炭・木酢液に変換して再

利用を謎続することでCを固定し続けることができる。

日・韓両国は林野率が65%を占める森林閣であり、

かつて、農山村地域で木材生産とともに木炭・木酢液

生産が重要な産業として位霊付けられていたが、高度

経済成長とともに衰退していった。しかし、今B、地

球環境陪題が世界的最重要課題となるに伴い、全く公

害を発生させない木炭・木酢液生産を新たな分野に活

用することが、日・韓両躍の農山村住民のためにも極

めて重要な諜題となっている。

本研究を行うに当り、日・韓両国において木炭・木

酢液の成分と活用分野および効果に関する研究を行っ

た。その結果、日・韓両匿において、木炭・木酢液の

成分、活用分野、効果が一致することが判明した。

このように、臼・韓両菌における木炭と木酢液の活

用分野は大部分が一致しているが、木炭と木酢液の活

用分野に関する研究は日本が韓国より進んでいるため、

韓国では学期的理論及び資料は臼本のものを引用また

は参考にしている。そこで本研究では、今後の日・韓持

軍の木炭・木酢液の活用分野の拡大策を検討するため、

両国の木炭・木酢液の活用法に憶する研究を行った。

2.炭卒者資掠の成分・活用及び活舟法

木賞資源、は炭化させることにより、様々な用途lこ活

用することができる。そこで、あまり科用されること

のないコナラ・クヌギなどの特用樹材やスギ・ヒノキ

などの関伐材、嵐剖木や枯損木、製材工場などから出

た残材、建築解体材などを炭化させ、度材資源、として

活用することが木質資源の有効利用につながると考え

られている。

図-1は、炭化によって生じる炭材資源、がどのよう

な面で活用できるかを示したものである。まず木炭は

表-4と表-5に示したような用途に活期することで

きる。また、木酢液は植物の生長促進や消臭、防菌・

防カビなど、あらゆる用途に利用が可能である。さら

に木ガスは螺料として、木タールは訪腐や医嬢用とし

て、さらにピッチは絶縁材料などの工業原料として活

用することができる。

木炭や木酢液などの炭材資源は、樹種や炭化温度に

よって収率が異なる(表-1)。木炭は樹撞に関係な

く、炭化温度を上げれば収率は落ちてくる。逆に木酢

液や木ターjレ、木ガスは樹種に関係なく炭化温度を上

げれば、収率が増加する。
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図-1 炭化による木窒資源の有効活用
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資料:杉浦銀治、『木酢液の不思議』、林業改良普及双

書、 1996年。

2. 1木炭と木酢液の成分

① 木炭の成分:木炭は苦から燃料として使われてお

り、取り扱いがしやすく燃焼ガスに奥気がなく、砥素

など有毒成分を含まない。一重変化炭素が発生するが、

その景は少なく、燃境後lこすぐ空気中に分散されて無

害となる。また、温度制御が容易であり、燃焼してい

る木炭をうちわなどであおぐとすぐ真赤になり、温度

も1000
0

C近くまで上昇するが、あおぐのをやめると

600
0C位に低下するので、温度制御がしやすい。木炭

は含有する水素が 1~3%と少ないので撚焼ガスに水

表-1 木材の温度別乾龍生産物の収率

広繋欝轄

-300t -400t 

生 木俊 45.9 33.6 

産 木酢綾 24.7 28.8 

物 木タール 16.8 21.1 

収 木ガス 12.1 16.0 

霊事 損失 0.5 0.5 

分が少ない。木炭は 2~3%のミネラル成分を含むが、

これらは生物には極めて重要な成分で、人体にも有益

な成分である。そのため、有毒物質や、水銀、枇素な

どは含まれていない。仮に含まれていてもそれは極め

て徴量であり、人体には無害である。木撲は火付きが

よいが、その理由はミネラル成分の中のカリ(五)に

よるもので、木を撚焼させると近赤外線が多く出るの

も木炭のミネラル成分に超国している。従って、木炭

を水で洗ったりすると、ミネラル成分が少なくなり、

火付きが悪くなってしまう。

木炭には、その他にも様々な成分が含まれている。

木炭は多孔質で、内部比表面積が約300rrfjg (石炭は

20rrfj g)と大きい。灰分が少なく炭素の純度が高く、

大きな皮応性と強い吸着性があるほか、保水性、通気

性、透水性にも鐙れている(表-2)。

② 木酢液の成分:木酢液には推定300種以上の成分

が含まれている。粗木酢液及び木酢液の主なものを挙

げると水分を除いて一番多いのは詐畿で、木詐中に含

まれる有機物含有量の50~60%は詐駿である。酢酸を

中心とする有機酸以外ではフェノール駿が約 5%、メ

タノー jレなどアルコール類や、その他各種の成分が

数%含まれている(表 3)。

2.2木炭と木酢液の活用

① 木炭の活用:多くは、家庭用・農業用・工業用・

ガス燃料用などである。家庭用は、暖欝・炊事・ろ過

のための利用と、たどん・練炭・成型木炭などの製造

などであり、農業用は、養蚕・製茶・農林苗床用・し

いたけ乾燥などである。工業用は、研麗・絵画素描・

乾燥・鉄工業・チタン工業・化粧品の材料として多い

(単栓:%) 

針葉樹材

-500t -300t -400t ......500t 

29.8 49.2 35.4 31.5 

30.2 24.0 26.7 27.7 

21.3 14.4 21.4 22.8 

18.5 12.1 15.3 18.0 

0.2 0.3 1.2 0.0 

資料:杉浦銀治、 Z世界の炭やき日本の炭やき』、牧野出腹、 1996.
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表-2 木炭の物性

区 分 議段{コナラ} 自践{コナラ〉 ヤシガラ段 欝 考

工芸議
揮発分 12-24 ......10- 16-20 

分析
関定畿塁審 66-78 -77- 66-70 

鐘(%)
水 分 -8- -10- -10-

灰 分 ......2- -3- -5-

元楽 農 E察 89.3 93.8 83.0 
分析 震愛 塁審 6.0 3.8 6.5 

鐙(%) 水 塁審 2.6 0.4 5.5 

発熱霊童(CalI.v 6，850 6，98Q 6，800 

署警E露 11 20 15 翠授は三繍式木撰鑓度計による

内欝者菱商譲位'J./.v 395 213 280 石段コークスは22mll/g

震設E愛(pH)
7.1-9.4 

7.9 -9-
〈平均8.5)

比叡審鵜 0.62 0.68 0.98 

空気畿護費量議(CC/I訪 基2 45 118 箆議 11-政℃のとき

霊童箆韓銑(0たm) 1伊-10皐 100 一
不対警護予 l.2-2.1XI0撃事 畿出せず 一

資料:捧本定宮、 E炭Sおよびキングコール社資料@

表-3 粗木酢液の成分

鐘類 イち iロL 物

酢酸、珪駿、蟻畿、プロピオン酸、酪酸、イソ酪酸、パレリアン霞、イソパレ

有機酸類 リアン酸、クロトン霊堂、イソカプロン離、チグリン離、エナント霊堂、レプリン

酸ほか

フェノール、 o，m，p-クレゾール、 2，4-および 3，5・キシレノール、 4-エチル・およ

び4-プロピルフェノール、グアヤコール、クレオゾール、 4-エチルおよび4・プ

フェノール類 ロピル・グアヤコール、ピロガロール、 5・メチルピロガロール、 5-エチルピロガ

ロール・および、プロピルピロガロール-1.3・ジメチルエーテル、カテコール、 4・

メチルおよび4・プロピルカテコールほか

ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、イソブチルア

ルデヒド、ブチルアルデヒド、バレルアルデヒド、グリオキサール、アクロレ

カルポニル化合物
イン、クロトンアルデヒド、フルフラール、 5・ヒドロキシメチルフルフラール、

アセトン、メチルエチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルイソプロピレ

ケトントメチルブチルケトン、メチルプロピルケトン、メチルプチルケトン、

メチルシクロベンテノロンほか

アルコール類
メタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、アリルアルコー

ル、イソプチルアルコール、イソアミルアルコールほか

レボグルコサン、アセトール、マルトール、有機酸メチルエステル、ベラトロ

中性成分
ール、 4・メチル、 4-エチルおよび4・プロピルベラトロール、 3，4・ベンズピレン、

1，2，5，6・ジベンズアントラセン、 20・メチルコランスレン、 α・ヒドロキシ・γ・パ

レローラクトンほか

塩基性成分
アンモニア、メチルアミン、ジメチルアミン、ピリジン、メチルゼリジン、

ジメチルピリジン、トリメチルアミンほか

資料:林業試験場、 F木材工業ハンドブックふ丸善、 1972。
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に活用されている(表-4)。 ② 木酢液の活用:炭焼きに痛いられる木や竹の成分

の約25%は、へミセルロース(糖分)であり、約50%

はセルロース(炭水化物)で、残りの20~30%はりグ

ニン(炭化水素)である。木酢液に含まれているのは

これらの成分が熱分解されたものである。採取する時

は炭焼きの初期段階に出る水煙と呼ばれる水蒸気を多

く含んだ壊と、終わりごろに出る青い色を帯びた埋は

避ける。水壊には水分が多く、青い埋にはタール分

(リグニンの熱分解成分)が多いので、いずれも製品

木炭の活用及び活用方法は、物理的活用・化学的活

用・謹味的活用などに分けられる。物理的活用として

は、多子し性活用・研磨性活用・吸光性活用・電気特性

活用・その他の活用方法などがある。化学的活用は、

反応性活用・エネルギー的活用・無機成分活用方法な

どがある。趣味的活用は、御花炭・各種植物各部の炭

化物・装飾炭・泰道用・木炭のオブジェなど様々な分

野で活用されている(表-5)。

表-4 木炭の活用途

震ま 分 F審 議室

家庭 用 暖房炊事・ろ過・たどん・練炭・成型木設などの製造

議議 用 議蜜・製茶・農林苗床用・しいたけ乾繰

工芸達用 研欝・絵密議描・乾嬢・鉄工襲。チタン工業・化離品・銑鉄・金属ケイ素@ケイ議鉄・

侵炭剤・脅化アルカリ・礎化ナトリウム・カーポランダム・カーバイト・二議化炭素・

陣塩化炭棄・炭震設ガス・水性ガス・黒色火薬・活性炭など

ガス議室料用 農林発動機・自動車・機関車・識鶴発動機

資料:岸本定吉、『炭の多機なはたらきとその務密Jr農業審員』、毎日新開社、 1988年@

袋一5 木炭の活用及び活用方法

護軍 分

勢翠鶴議F露

信学的諮爵

露護摩義的諮摺

議用方議

1. 多孔盤を活属する方法

活性炭・水処理特・空気構静材・排気処理材・土鐘改良材・ろ過材。各

鐘構造用材・議磯・敏生物培養器材・住宅露点防止材など

2. 研長警鐘を活用する方法

議器研擦・印劇用鍵叡・亜鉛譲研欝・七宝研擦化離用・器具清静用など

3. 藤光鐙を謡属する方法

護主水器・鶴蜜材・地盤上昇材など

4. 警護気持鐙を括局する方議

電流アース用・警護磁波遮薮材・議題用@カーボンフィラメント用@空気

電池用など

6. その飽の話用方法

断熱材・防音材など

L 反Jt.¥性を活用する方法

金蕗矯鏡・着火剤・黒色火薬・ニ硫化炭棄その他化学薬品の製造 e木炭

ガス化など

2. エネルギー的活用方法

家庭用・業務局・動力用など

3. 安審議成分を活用する方法

無機質肥料@畿霊重要素の補給・勃薬その他セラミックスなど

解諾炭・各種植物各部の炭化物・装飾炭・華道用・木炭のオブジェなど

資料:岸本定吉、宮炭の多様なはたらきとその務審Jr農業富良ふ毎日新鴎社、 1988年。



B .韓両留における木炭・木酢液の活用分野拡大に関する研究 111 

表-6 炭化温産と耀の状態(黒炭ガマ)

炭競き
箆道ロの棒 カマ内温度

麓の色
ことほ

に付着する 題選口霊童度 (天井下約 木欝譲採取及び反応

議織物 10c湿〉

320-350 
湿媛(水煙) 濃白淡褐色 水滴 80-82('C) 着火温度

('C) 

煙たなびき刺激
きわだ短 灰白褐色 褐色液 82-85 350-380 

臭強し

きわだ煙 灰白褐色 茶ゃに液 90-100 380-400 液黒変、粘性増す
木酢液の採

ゃに糸状に 液粘性増し糸を引く、題
本きわだ 帯自褐色 100-150 400-430 取

なる 道口付近うすくなる

ゃに糸太く
本きわだ 帯白褐色 150-170 430-450 凝縮物粒状になる

なる

付着物豆状
白煙 淡白色 180-230 450-500 刺激臭弱くなる

になる

付着物豆状
自青色 帯白青色 230-250 500-530 凝縮物含み始める

になる

付着物豆状
育煙 淡青色 260-300 540-570 精煉開始期

になる

あさぎ 紺青色 豆飛び 330-350 600-680 凝縮物くだけやすくなる

煙切れ 無色 灰色を呈す 360-380 700-800 凝縮物炭化する

資料:岸本定吉、『木酢・炭で減農薬』、農文協、 1996。

の品質を悪くするからである。採取に適しているのは

排壊口の温度で80-150
0

C (窯の中の温度は320-

430
0C)に限定する。この埋は、炭材のへミセルロー

ス、セルロースが熱分解する時の刺激臭の強い埋で、

きわだ煙と呼ばれている(衰-6)。

日本木詐液協会の規格でも、このきわだ埋から採取

した木酢液・竹酢液だけを標準品と定めている九

炭化炉から採取される木酢液・竹詐液は、品賞にバ

ラツキが少なく、コストも安くできるが、水分やター

ル分を多く含み、使用する炭材によっては重金属など

の有害物質が混入することもある。品質は炭:焼き窯か

ら採取した物と比べると劣っている。

原材料および製法によって、成分は大きな違いがあ

り、炭;焼き方lこは大きく炭窯、平炉、木材乾留法など

があり、これによって出来上がった木酢液の成分の最

も違ってくる。炭窯の埋から囲収した木酢液と、木材

乾留法(戦時中、日本各地で松根乾留をやったが、そ

れと同じような方法で行う炭化法)によるものとでは

大差がある。木材の熱分解成分は同じでも、そのよう

に大差がある(表-7)。

炭窯木酢液の良いところは、溶解している木タール

が少なく、使いやすいことであり、農業利毘には最適

だといえる 3)。

木酢液の歴史は欧州で17世紀ごろ、木材乾留工業か

ら発達したものであり、日本では1874(明治7)年、

大鳥圭介が欧米に留学して木酢の調査研究をしたこと

に始まり、当時は木から詐を採ることは珍しく、木炭

を造りながら木酢液が採れるということで、日本の冨

策産業振興になると提唱された。韓盟もほぼ陪じ時期

lこ木炭と木酢液を活用し始めたといわれている。

木酢液が大量利用されたのは、日清・臼露戦争の墳

である。木材乾盤工業が発達し、アルコール・酢酸石

灰からはアセントが造られた。自的としては主軍事用の火

薬製造のためであった。明治末期には松根乾留事業が

島根・熊本・鳥取などで行われ、松犠ターノレ・松根木

酢液が採取された。大正時代にも、木材乾留工業や炭
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表-7 炭ガマと乾留法による木酢液成分のちがい(森林総合研究所分析)

木欝擦の種類 アルコール分 フェノール分 中桂成分 震設性成分 場所、欝重量

財布開織圏 6.35% 5.42% 6.70% 80.57% 福島県、クヌギ、

コナラ

開 上 B 1.51 9.86 3.03 85.56 岩手県、ミズナラ

乾留木轍器 13.95 22.33 22.95 39.34 静岡県、議木

問 上 B 12.39 6.67 26.43 50.63 静縄県、議木

メタノール O'クレゾール 3'オクチルプロ 静震設

シクロテン P'クレゾール ピオネートプ プロピオン畿

5'ヒドロキシル 111'クレゾール タン、長・オライ プチル畿

主璽化合物 メチルフルフラ グアヤコール ドペンテン、 4・ クロトン欝

ール、アセトン、 エチルグアヤコ オライド 2'ペンテン駿

フルフリルアル ール

コール

資料:岸本定吉、宮本欝・炭で減量襲薬』、藤文協、 1996。

表-8 木酢液の活用及び効果

話用分野 議 F費 動 5築
矯液 譲体矯製、魚・肉加工品、矯製油主義缶詰

土壌改良 地力増進

土壌消毒 立桔病防除、茜姻消毒

数生物活性 有用畿生物の増殖促進・土壌改良

櫨物活性 発根・発芽促進、来・麦・野菜・綾穀類の生長促進

消臭 養鶏・養豚場など欝舎、議尿、魚の内鱗臭などの消臭

飼料議加 芸家審・養殖魚の肉質改善、卵の品質改蕃と栄養向上

農林周 有磯屋義法@稲作などの滅農薬・議化学肥料、堆肥発欝助剤、管麓

除幕 雑草駆除

防虫・防菌・紡カピ カメムシ・ダニ・アブラムシなどの駆除、薬麗散布

紡藤 木村防麓矯材加工

媒染 木酢震設鉄・ソロパン・黒羽重

木酢韓(なめし) 皮革

忌避 ムカデ・ヒルなど

抗種差化期i 油脂

箆害義 水虫など

工業 欝護費石灰ーアセトン、木精

資料:杉滞銀治、宮木酢液の不思議ふ金菌林業改良普及協会、 1996年。
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窯からの木酢液採集法などの研究が行われた。第二次

大戦中は菌策産業として御料林・国有林まで蓋営の製

炭事業を行い、燃料物資不足の戦争体制に役立つた4)。

木酢液の活用および効果としては、嬢液をはじめと

して土壌改良、土壌消毒、徴生物活性、植物活性、消

臭、館料への添加、農林業用、除草、防虫・防菌・防

カビ、紡鹿、媒染、木酢草案(なめし)、忌避、抗重量化

剤、医療、工業など、様々な分野で活用され、活用効

果も表-8に示すように多様である。

2. 3木炭・木酢液の活用法及び一例

① 木炭の活用法およびその一例:農薬や化学肥料は

病虫害を防ぎ、農作物の増収には極めて有効な反面、

痩い方を誤ると地力を奪い、地中の環境を破壊してし

まう欠点がある。薬害は農家の働き手の健康まで容赦

なく蝕む。

多孔賓の炭は水や空気を通しやすい構造になってお

り、地中に炭を埋めると地中の通気性が良くなり、酸

素が多く蓄えられ、水はけ・水もちも良くなる。孔の

表面には糸状菌・放線欝・バクテリアなど、土作りに

有用な働きをする微生物が棲みつき、有機物を分解し

ながら増殖する。微生物は、炭が吸着した水銀・カド

リウム・トリハロメタンなど、土中に残留している有

害物質まで分解する。

こうして土壌環境が良くなると作物が丈夫に育ち、

病虫害に対する抵抗力も増すので、農薬や化学肥料の

使用量を減らすことができる。

木炭には 2~4%のミネラル成分が含まれている。

炭のミネラル成分は、土の中に溶け出して、土壊に補

給するために、連作障害も坊止することができる。そ

して何よりも大きな効果は、農作物の風味が増し、色・

つや・形が良くなり、誰でも安心して食べられること

である。

土壌改良には価格の安い粉炭(黒炭)が使われる。

施用量は10a (約1反)当り年間 iこ 250~300kgを目安

にする。土壌に入れる炭は新しいものより 1年くらい

ストックした炭のほうが早く効果が現れる。炭は

P耳値が8.0~9.0のアルカリ性であるが、炭のミネラ

jレ成分は反応性が強く、イオン化(アルカリ性化)し

やすいため、一定期間放置して反応性を弱めてから使

用したほうが土壌になじみやすく、微生物も棲みつき

やすくなる九

炭の施用法と効果の一例としては、炭は収穫した野

菜や果物の鮮度を長持ちさせるのにも有効であり、稲

作からタケノコ生譲など、嫌々な作物の生産に有効で

ある。炭の施照方法と効果については、表-9の通り

である。

最近、住宅の建築時に使用された塗料・接着剤、断

熱材、タタミ、シロアリ駆除剤などから発せられるホ

ルムアルデヒドなどの化学物質によって「シックハウ

ス症候群」と呼ばれる病気を引き起こす人が増加して

いる(表-10)。

しかし、炭はこれらの化学物質を吸着させ、「シッ

クハウス症候群Jを防ぐ効果がある。多孔質の炭は、

優れた吸着力で空気を浄化するほか、高温で均一に炭

化された炭(白炭)は、室内のマイナスイオンを増や

す効果があり、室内の電気製品や化学物震から発生す

るプラスイオンを中和し、まるで森林搭をしているか

のような鍵康に良い快適な層住環境を創出してくれる

効果がある。

炭は湿気の多い時にはこれを吸着し、乾燥してくる

と吸収した水分を放出して室舟の湿度を調節する効果

を持つ。例えば、 3.3nf当り 4~5kgの白炭、または

十分に精錬された良費の黒炭を室内に置くと、一日中

閉め切った室内でも、外出先から帰った時、さわやか

な空気を発生させてくれる効果がある。

室内の「護き炭Jは、特に…人暮らしの人や夫婦共

働きの家庭などにとっては、かけがえのないホームキー

ノfーとしての役割を果たしてくれる。ペットの臭い消

しゃ、盆栽や生け花の生育活性にも役立つ 6)。

その他、炭を生かした「健康住宅j というものも開

発されている。これは、床下に炭を敷くことで、室内

の裡度や温度を調節し、シロアリなどの害虫やカどな

どを防ぎ、消臭や遠赤外線などの効果がある住宅であ

る(表-11)。

炭はこうした建築材料としての利用だけでなく、ス

ポーッ面での利用もなされている。日本の Jリーグの

ある球団では、選手の控え室に「霊き炭jをしたり、

ケガの治療に「竹炭マッサージjを取り入れるなど、

選手の日常の健康管理と生活環境の浄化のために炭を

利用している。

② 木酢液の病虫害に対する使用の一例:木酢液は薄
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表-9 践の使用法と効果の--/9IJ

作鞠 蕗用方法(鈴鹿) 効薬

稿作 50kg/10aの翻合で蕗用
地盤が上がり、生長が早い。徽根・鍍譲りがよく鰐伏

が少ない@冷害に強く、収重量がt菌加

ハウストマト
1，000 1.l0a(土壌深さ 2.5cmに0.5%・ 欝勢がよくなり、花芽が増加@繋のしおれがなく、麗

約 280kg)繭用 味も良好

ハウスメロン
2，000 1.l0a(土壌深さ 30cmに 0.5%・ しおれ現象がなく、発欝果が鱗少.L球が多く、務慶

約 560kg)蕗用 が増し(約 19度)、民味良好

ナス ヤシ穀粉炭をE重量比5%で混合擁潟 ニジュウボシテントウムシの訪除に成功

ネギ
500 1.l0a(耕趨土壊撃の 0.25%)の観合

長穏による被害を防ぎ、収量量が潜加
で擁用

キヌサヤエンドウ 小型鉢で実験 題韓欝が増え、発議良好@収霊童も増加

ホウレンソウ 200-400g/mllの割合で蕗用 圏三科持ちがよく、発揮・発育ともに良好

キャベツ 関投材をやいた践を議用 題こぶ菊の発生率が対隠匿に対して 14%議少

甘イモ
10aあたり 3-5ケ所に直鑑 1mの穴

活着率が 1.3-1.5倍に増加
を揺り、 3枇mの厚さに白銀を蕗潟

ヤマトイモ
務超土壌霊童 100に対して 0.1-0.2の

一等品が多く、風味も良好
容穣比で紛践を混合

ナシ
髄35拙・潔さ 40君臨の溝にヤシ毅紛

ユズ腕の発生が約20%主義少
段を 5kg/mZの割合で鐘用

成本 1本あたり霞径 15cm・探さ 40拙

リンゴ の穴を 30-50ヶ所揺り各穴にヤシ毅 畿勢が審しく回復

炭を政g壇設

キク
鉢にヤシ毅紛炭 10%混合土を入れ、さ

45日後、技の出方が増加@下議も枯れず、審議勢も良好
し芽

大豆
畿盤のリン酸カルシウムを加えて施

菌根長還が4.6倍に摺加@収量量繍加
用

木炭・木作液・有機関離料・水溶性ア

茶 ルミニウム混合液を 200kgl10aで箆 VA闘が矯え、発課良好@収重量も培加

用

タケノコ
竹粉炭を 300-1，ωOg/m:の劉合で散 地震基が 1-2'C上昇@タケノコの発生が 1趨間早まっ

布 た@不良タケノコが少ない、収重量摺加

資料:宮木段の新しい利用鰐2全閣鱗料協会、 1994年より抜粋転載

表-10 住宅から検出される科学物震とその影響

試料 成分 症状
合板 ホルムアルデヒド 頭痛、自の痛

み、呼吸器障害

塗料・援者剤 トルエン 頭痛、めまい、

キシレン 疲労感、役き気

トリメチルベンゼン

ジェチルベンゼン

酢酸プチル

n'プタノーる

断熱材 フロンE 厨・皮嬬・気管

ジクロロメタン の東tl激
タタミ 有機リン系殺虫剤 刺激英、神経饗

フエンチオン 性

フェニトロチオン

シロアリ駆捨淘j クロルピリホス 顎費、神経障害

資料:週刊読売 1996.9.15rなんとなく不調は化学

物質過敏症だったSより。

表-11 炭を生かした健康住宅

区分 数段 炭素埋設

床下の関混効果 土壌改良

効 防磁・防カピ効果 イオン交換

能 シロアりなどの防 電磁波陣容の援和

及 虫・忌避効果 静電気の帯電防止

び {防虫剤散布の臨齢 効果

効 温度調整効果 嵐水学問題点の克

果 消臭効果 騒など

遠赤外線効果など

資料:岸本定吉、宮木炭・竹炭大百貨』、チャ

コール・コミュニティ、 2000。
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めて農作物に散布すると葉の活力と品質が向上し、根

の発根が促進され、ダニなどの害虫による病気になり

にくくする。堆肥づくりに使うと、発群が促進される。

また、農薬と混用して散布すると、農薬の効用をアッ

プさせる。さらに、家畜糞尿に混ぜると臭いが消え、

良質な堆杷となる。

その他、家畜の餌に混ぜると肉質が良くなるなど、

多様な効果がある。

フド詐液の病虫害に対する使用の一例を表一121こ示す。

木酢液はトマトやキュウリなどの野菜や、メロンやイ

表-12 木酢液の病害虫に対する使用一例

品 自 痛審虫名

トマト センチュウ

トマト ウイルス

トマト 根爵れ病J3

トマト、キュウリ ネコプセンチュウ

キュウリ うどんこ病、ぺと病

キュウリ オンシツコナジラミ

キュウリ、ナス 灰色かび病、うどんこ病

ナス 資枯病

ナス ダニ

ピーマン センチュウ

メロン ネコプセンチュウ

メロン アブラムシ

イチゴ メセンチュウ

ハクサイ、キャベツ 根こぶ病

キャベツ べと病、コナガ

キャベツ、ハクサイ 軟麗病、灰色かび病

ダイコン 薗核病

軟弱葉もの 立桔病

サツマイモ ネコプセンチュウ

ビート 立枯病

コムギ、オオムギ 繍萎縮窮

リンゴ 麗らん病

リンゴ 露ちん病

プドウ うどんこ病、ダニ

ナシ 紋羽病

キク 自さび靖

針葉樹苗 立桔病

チゴなどの果物、そして樹木の苗木など、につく病害虫

を防止する効果がある。使用法としては、数百倍に薄

めて散布したり、その他の物霊と混ぜて使うなど、多

種多様な使用法がある。

このように、木酢液は農作物の生産に非常に有用な

薬品である。そのため、木酢液を使うようになってか

ら農薬の震が半分以下に減った、無農薬栽培が可能に

なった、土壌消毒がいらなくなったなどの声が農家か

ら簡かれるようになり、木酢液は減農薬、高品賓の実

現に向けた頼もしい助っ人として注目を集めている 1)。

使用法

50倍液を株売へ撞注

200倍液を 1遇関おきに散布

木酢液+パンの耳÷モミガラくん炭の植穴施用

100-200倍液の株元議注

ニンニク入り木酢液200倍の葉面散布

ドクダミ入り木酢液200倍の葉商散布

活性炭+300倍液

有機液胞に混せ:L"fJ 1-2圏濯注

ドクダミ入り水詐液

1500-20⑬0倍援を濯注がわり 3四散布

木酢液+粉援を作付総に施潟

木酢液+粉炭で忌避効果

100-200倍液の散布

木酢液入り半生推把施用

農薬十木酢液200-300倍液を 10-15日開欝で散布

200倍壌を 5Bおき 3回散布

キトサン+木酢液の 200倍液を土の表面へ散布

100-200倍液20+硫酸カ 1)10-20gの株元議注(吋

20倍液の土壌謹注

4-8倍液の散布で不活性化<*)

50倍濯を 1週間おき 2自散布

ペースト塗布

50倍援の散布

壊を掘り上げて濃注

200m2に約 150を施用

原液81m2処理<*)

樹木、観葉植物 カイガラムシ 200倍液を 2-3回散布

資料:岸本定吉、『木酢・炭で減農薬』、農文協、 1996。
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もっとも、全てが員かったというわけではなく、特に

木酢液には効果がないとか害が出たという声も聞かれ

る。これには木酢液の品質や利用法が関係している。

3. まとめ

木炭を土壌改良荊として利用する場合、木炭に木酢

液を染み込ませて使うと、相乗的な効果が得られる。

再じ木材から得られた木炭と木酢液は大変相性がよい。

また、木炭に木酢液を混ぜると、木酢液の駿性で炭

のア jレカリ性が中和され (pH5.5ぐらいになる)、マ

イルドな「木酢液入り炭」ができあがる。

このように、木炭と木酢液は様々な効果を発揮する

能力を持ち、ありとあらゆる分野での活用が可能であ

る。今後はこれらの木炭や木酢液の能力を生かした製

品の開発を進め、活用分野の拡大を留っていく必要が

ある。

現在、木炭と木酢液に関する製品を取り扱っている

B本のメーカーは約60社ある。これらのメーカーが取

り扱っている品目は、木炭、木酢液、風E用の炭、炊

飯用の炭、浄水用の炭、枕、マット、黒焼き、木炭・

竹炭製の雑貨、農業用木酢液、床下謁湿炭、竹炭、竹

酢液、化粧品などがある。

韓国のメーカーも約60社ほどあり、取り扱っている

品目も日本のメーカーと閉じである。その中で、活性

炭を生産しているメーカーは約170社あり、木炭の卸

売業者は約500社ある。

メーカーによって取り扱う商品も異なる。日本のメー

カーの一つであるN社などは、木炭、木酢液、竹炭、

竹詐j夜、マット、枕、炊飯用の炭、風呂用の炭の8種

類に及ぶ商品を取り扱っている。さらに5本のE社は

化粧品、 A社は農業用木酢液のみを取り扱っている O

北海道の S森林組合は、木炭や木酢液の他に、農業用

木酢液、床下調湿炭、炊飯用の炭、風呂用の炭を製造、

販売している。

4.再酉における木炭・木詐液の新しい活用分野

拡大へのアプローチ

木炭には多くの成分が含まれており、特に木酢液に

は現:tEわかっているだけで約300種類以上の様々な成

分が含まれている。

これまで述べてきたように、木炭とフド酢液は多様な

用途で使われているが、さらに活用分野を拡大させる

ためには木炭と木酢液に関する多様な、深い研究が必要

であり、今後は匿療・電子分野及び先端技術分野など

への活用も期待される。箆用及び普及の擦にはより多

くの実例から検討することが必要で、ある。
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