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１.土壌消毒効果の得られる
　 メカニズムの解明

３． 「実施マニュアル」と「技術資料」の作成

２.各地域、作物、土壌病害虫に適した
　 処理方法の開発と実証

土壌還元消毒用エタノール資材
（エコロジアール）の開発

（農環研、日本園研）

実施マニュアル（農家用） 技術資料（指導者用）

低濃度のエタノールによって
土壌病害虫密度低減化の可能性
（農環研、千葉、日本アルコール）

・ より人や環境に優しい土壌消毒法
・ 一般土壌微生物との選択性の可能性

（日本アルコール（株））

・より安全な土壌消毒
・土壌病害虫による損失
  の回避が可能
・より安定した生産物の
  供給に貢献

❶ エタノールの希釈・混入
❷ エタノール水溶液（1％以下）で十分に灌水

❸１週間以上放置

被害根

エタノール

処理方法

処理してから
被覆する方法

被覆してから
処理する方法

（北海道・神奈川・千葉・徳島・岐阜）

健全根

キュウリのネコブセンチュウに
よる被害（無処理）

低濃度エタノールによる
土壌還元消毒の効果

低濃度エタノール
そのものには
殺菌作用はない
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↓ポリエチレンフィルム

通常の畑状態 低酸素状態 還元状態

↓ポリエチレンフィルム
酸素

段階2.　土壌の還元化
還元条件（≒無酸素条件）では、
病原菌や線虫などの活動が抑制

段階4.　好気条件への回復

抑制作用に関連する物質は処理後に
すぐに消失して、土壌中に残留しない

段階1.　微生物の活性化
エタノールがエサとなり
微生物が活性化

段階3.　有効成分の蓄積

酢酸（お酢の成分）や酪酸（銀杏の臭
い成分）、金属イオンなどが蓄積

方法
  1

方法
  2
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問い合わせ先：（独）農業環境技術研究所　TEL 029-838-8148 (代表)

低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発

農業-土壌

分　野 適応地域

全国
2019

新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012 新たな農林水産政策を推進する実用技術開発事業/研究紹介2012

〔研究タイプ〕
研究領域設定型
〔研究期間〕 
2008年度～2011年度（4年間）

〔研究グループ〕
（独）農業環境技術研究所、（地独）北海道立総合研究機構中央農業試験場、
千葉県農林総合研究センター、神奈川県農業技術センター、
岐阜県農業技術センター、岐阜県中山間農業研究所、
徳島県立農林水産総合技術支援センター、
（財）日本園芸生産研究所、日本アルコール産業（株）
〔総括研究者〕
（独）農業環境技術研究所　與語　靖洋

2研究のゴール
○ 低濃度エタノールを利用した土壌還元消毒作用のメカニズムを物理化学的、微生物学的観点から解明する。
○ 各地域、作物、土壌病害虫に適した処理方法の開発と実証を行う。
○ 「低濃度エタノールを利用した土壌還元消毒」技術の「実施マニュアル」と「技術資料」を作成する。

3ゴール到達のためのブレークスルーとなった技術・成果
○ メカニズム解明：低濃度のエタノール自体には直接的な消毒効果はなく、複数の要因（酸素欠乏、有機酸、鉄
やマンガンイオンの生成など）が絡み合って土壌病害虫の密度を低減していることがわかりました。

○ 適用範囲拡大：21機関で実証試験を行い、適用可能な作物や栽培方法、土壌病害などを拡大しました。
○ コスト削減：エタノール濃度や散布水量を最適化することによって、少資材化が可能になりました。

4開発した技術・成果の普及・実用化の状況
○ 資材の位置づけ：本技術で使用するエタノールは農薬ではなく、土壌還元消毒資材として利用されています。
○ 「実施マニュアル」と「技術資料」：ホームページで公開中です。
（HPアドレス：http://www.niaes.affrc.go.jp/techdoc/ethanol/）
○ 技術導入：全国18都道県において現場での利用が始まっています（平成24年9月1日時点）。
○ 土壌還元消毒用資材：「エコロジアール」を日本アルコール産業株式会社より市販中です。

5開発した技術・成果が普及することによる国民生活への貢献
○ 生産者の技術向上：「実施マニュアル」と「技術資料」を活用することによって理解が深まるとともに、本技術を
安全、効率的、効果的に利用できます。

○ 生産物の安定供給：効率的に広範な土壌病害虫による損失を回避することができます。
○ 環境保全：より人や環境にやさしい土壌消毒法が実施可能になります。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1研究の背景・課題
　園芸作物（特に野菜）では、農家は土壌病害虫による被害に悩まされています。これらの発生が激しい場合には、
全く収穫できなくなることもあり、国内外で大きな問題となっています。このような問題への対策として、現在ク
ロルピクリン、D-D、ダゾメットなどの土壌くん蒸用農薬が多用されています。しかし、これらの農薬は、ガス化し
て大気中に拡散するなど、人の健康への影響が懸念されるため、欧米などでは、これらの使用に対して、大変厳
しい規制や制限があります。そのため、人や環境に優しい新規な土壌消毒技術の開発が国内外で強く望まれてい
ます。

低濃度エタノールを用いた新規土壌消毒技術の開発
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