
有限会社日本環境グリーン

地球の環境の急激な変化に対応する

元気根っこ オリジナルシリーズ

全植物活性活力資材

即効性と持続性の実現！

人に安全・高い効果を発揮・より安く・使いやすく人に安全・高い効果を発揮・より安く・使いやすく人に安全・高い効果を発揮・より安く・使いやすく人に安全・高い効果を発揮・より安く・使いやすく

「新開発により、肥料や農薬との混合散布も「新開発により、肥料や農薬との混合散布も「新開発により、肥料や農薬との混合散布も「新開発により、肥料や農薬との混合散布もOKOKOKOK」」」」



■■■■30303030年前の微生物資材１ｇ中年前の微生物資材１ｇ中年前の微生物資材１ｇ中年前の微生物資材１ｇ中2222億株億株億株億株

では作用に多種問題があり料金では作用に多種問題があり料金では作用に多種問題があり料金では作用に多種問題があり料金

もももも2222倍、効果にムラ、変菌も他多々。倍、効果にムラ、変菌も他多々。倍、効果にムラ、変菌も他多々。倍、効果にムラ、変菌も他多々。

①新主成分：強力な①新主成分：強力な①新主成分：強力な①新主成分：強力な2222種類の種類の種類の種類の

酵素類成分を特定し、独自酵素類成分を特定し、独自酵素類成分を特定し、独自酵素類成分を特定し、独自

の特殊高濃度培養改良で、の特殊高濃度培養改良で、の特殊高濃度培養改良で、の特殊高濃度培養改良で、

高成分に成功し、最終高効高成分に成功し、最終高効高成分に成功し、最終高効高成分に成功し、最終高効

果・成分も長年安定の実績。果・成分も長年安定の実績。果・成分も長年安定の実績。果・成分も長年安定の実績。

②雑菌を除く為高温８０度②雑菌を除く為高温８０度②雑菌を除く為高温８０度②雑菌を除く為高温８０度

以上で殺菌処理済み。以上で殺菌処理済み。以上で殺菌処理済み。以上で殺菌処理済み。

③上記により各植物に必要な③上記により各植物に必要な③上記により各植物に必要な③上記により各植物に必要な

共生菌共生菌共生菌共生菌((((根の周囲の有効菌根の周囲の有効菌根の周囲の有効菌根の周囲の有効菌))))

が殖え全体が細胞分裂作用が殖え全体が細胞分裂作用が殖え全体が細胞分裂作用が殖え全体が細胞分裂作用

等、結果同時に土壌改良・等、結果同時に土壌改良・等、結果同時に土壌改良・等、結果同時に土壌改良・

Ｔ／Ｒ比バランスを正常に等々。Ｔ／Ｒ比バランスを正常に等々。Ｔ／Ｒ比バランスを正常に等々。Ｔ／Ｒ比バランスを正常に等々。

◎長年松・芝他多種植物試験で◎長年松・芝他多種植物試験で◎長年松・芝他多種植物試験で◎長年松・芝他多種植物試験で

数種の結果を公的機関、企業数種の結果を公的機関、企業数種の結果を公的機関、企業数種の結果を公的機関、企業

試験場でも、作用は強活性、試験場でも、作用は強活性、試験場でも、作用は強活性、試験場でも、作用は強活性、

集品率向上、害保護等様々。集品率向上、害保護等様々。集品率向上、害保護等様々。集品率向上、害保護等様々。

元気根っこの作用と特徴の理論元気根っこの作用と特徴の理論元気根っこの作用と特徴の理論元気根っこの作用と特徴の理論



元気根っこ植物活性資材について

作用と特徴の理論

製品ラインナップ



◎（注）上記製品のイラストデザインは変更しています。◎（注）上記製品のイラストデザインは変更しています。◎（注）上記製品のイラストデザインは変更しています。◎（注）上記製品のイラストデザインは変更しています。

◆全植物用：全植物用：全植物用：全植物用：JASJASJASJAS法有機栽培適合法有機栽培適合法有機栽培適合法有機栽培適合

（農林水産省告示第59号）

◎元気根っこＢ１、芝生用◎元気根っこＢ１、芝生用◎元気根っこＢ１、芝生用◎元気根っこＢ１、芝生用

B1:B1:B1:B1:主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類２種２種２種２種高濃縮培養した主成分高濃縮培養した主成分高濃縮培養した主成分高濃縮培養した主成分

窒素０窒素０窒素０窒素０....５％５％５％５％ りん酸０りん酸０りん酸０りん酸０....０３％０３％０３％０３％ 加里０加里０加里０加里０....１８％１８％１８％１８％ 液体特肥液体特肥液体特肥液体特肥 元気根っこ１元気根っこ１元気根っこ１元気根っこ１ 第第第第1328132813281328号号号号

B2:B2:B2:B2:主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類2222種高濃度培養した主成分種高濃度培養した主成分種高濃度培養した主成分種高濃度培養した主成分

窒素２窒素２窒素２窒素２....１０％１０％１０％１０％ りん酸７りん酸７りん酸７りん酸７....０７％０７％０７％０７％ 加里４加里４加里４加里４....３５％３５％３５％３５％ 紛体特肥紛体特肥紛体特肥紛体特肥 元気根っこ２元気根っこ２元気根っこ２元気根っこ２ 第第第第1329132913291329号号号号

◎元気根っこＢ３、全植物用◎元気根っこＢ３、全植物用◎元気根っこＢ３、全植物用◎元気根っこＢ３、全植物用

B3:B3:B3:B3:主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類主成分：酵素類2222種種種種高濃度培養した主成分高濃度培養した主成分高濃度培養した主成分高濃度培養した主成分に有機肥料を配合に有機肥料を配合に有機肥料を配合に有機肥料を配合

窒素２窒素２窒素２窒素２....１０％１０％１０％１０％ りん酸７りん酸７りん酸７りん酸７....０７％０７％０７％０７％ 加里４加里４加里４加里４....３５％３５％３５％３５％ ペレット特肥元気根っこ３ペレット特肥元気根っこ３ペレット特肥元気根っこ３ペレット特肥元気根っこ３ 第第第第1330133013301330号号号号



◆元気根っこ樹木用（農林水産省第樹木用（農林水産省第樹木用（農林水産省第樹木用（農林水産省第7777条）条）条）条）

登録番号：家庭園芸用肥料登録番号：家庭園芸用肥料登録番号：家庭園芸用肥料登録番号：家庭園芸用肥料 元気根っこ元気根っこ元気根っこ元気根っこ 生第生第生第生第91899918999189991899号号号号

主主主主 成成成成 分分分分 ：酵素類２種の：酵素類２種の：酵素類２種の：酵素類２種の成分を超高濃度濃縮培養した主成分成分を超高濃度濃縮培養した主成分成分を超高濃度濃縮培養した主成分成分を超高濃度濃縮培養した主成分

水溶性りん酸１、２％水溶性りん酸１、２％水溶性りん酸１、２％水溶性りん酸１、２％ 水溶性加里１，９％水溶性加里１，９％水溶性加里１，９％水溶性加里１，９％

肥料成分：食品添加物類似成分のりん酸・加里を少量配合肥料成分：食品添加物類似成分のりん酸・加里を少量配合肥料成分：食品添加物類似成分のりん酸・加里を少量配合肥料成分：食品添加物類似成分のりん酸・加里を少量配合

◎「注意」◎「注意」◎「注意」◎「注意」 根が出ていない樹木には使用が困難です。根が出ていない樹木には使用が困難です。根が出ていない樹木には使用が困難です。根が出ていない樹木には使用が困難です。

根が出ている部分に散布（本資材は根から吸収させる為）根が出ている部分に散布（本資材は根から吸収させる為）根が出ている部分に散布（本資材は根から吸収させる為）根が出ている部分に散布（本資材は根から吸収させる為）



樹木への使用例

元気根っこ樹木・植物用を使用した

松他樹木への施工使用例



■松林・公園・ゴルフ場・桜並木・等

大量本数の現場での散布例

大浜松林全体散布大浜松林全体散布大浜松林全体散布大浜松林全体散布 慶野の松原全体散布慶野の松原全体散布慶野の松原全体散布慶野の松原全体散布



2014年10月7日
◎元気根っこ樹木用をコース内の全松に

散布10年目の結果の一例。
●ゴルフ場の周囲の山は松枯れ被害で

毎年全滅状態!
☆他のゴルフ場でも同じ被害が見られる。

◎ゴルフ場内の全松は、毎年元気になり

樹形も綺麗に成っている。

（松本数約650本、毎年元気になっている
為、本年の枯れは3本でした）



周辺の山林松は毎年全滅周辺の山林松は毎年全滅周辺の山林松は毎年全滅周辺の山林松は毎年全滅

2014年年年年10月月月月7日ゴルフ場内松はほぼ健康日ゴルフ場内松はほぼ健康日ゴルフ場内松はほぼ健康日ゴルフ場内松はほぼ健康



日日日日 時時時時 :::: 平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年 １０１０１０１０月月月月

場 所 : 兵庫県内ゴルフ倶楽部の一例

対 象 : ゴルフ場１８ホール全体
約２０種類の樹木約４３０本以上治療

状 況 : 土壌環境が悪く、衰弱した上
(台風が直撃し、塩害・根の激衰弱等々)

使用資材: 元気根っこ樹木用

大型台風が直撃！！
瀕死状態の多種樹木被害の活性回復例

例例例例



◎１８ホール全体の樹種・本数・直径全てのデータ表◎◎１８ホール全体の樹種・本数・直径全てのデータ表◎◎１８ホール全体の樹種・本数・直径全てのデータ表◎◎１８ホール全体の樹種・本数・直径全てのデータ表◎



今回の激害樹木活性

治療木４８０本の中でも

最重要木の一例



◆対象木◆対象木◆対象木◆対象木◆本数：４８０本の中でも本数：４８０本の中でも本数：４８０本の中でも本数：４８０本の中でも『『『『最悪状態ケヤキの一例最悪状態ケヤキの一例最悪状態ケヤキの一例最悪状態ケヤキの一例』』』』

桜、松、ケヤキ、メタセコイヤ、タイワンフウ、アメリカフウ、桜、松、ケヤキ、メタセコイヤ、タイワンフウ、アメリカフウ、桜、松、ケヤキ、メタセコイヤ、タイワンフウ、アメリカフウ、桜、松、ケヤキ、メタセコイヤ、タイワンフウ、アメリカフウ、

モミジ、コブシ、花ミズキ、センベル、クス、モチ、クヌギ、モミジ、コブシ、花ミズキ、センベル、クス、モチ、クヌギ、モミジ、コブシ、花ミズキ、センベル、クス、モチ、クヌギ、モミジ、コブシ、花ミズキ、センベル、クス、モチ、クヌギ、

トウカエデ、多種樹木、花、芝生他。トウカエデ、多種樹木、花、芝生他。トウカエデ、多種樹木、花、芝生他。トウカエデ、多種樹木、花、芝生他。

◆コース内土壌のほぼ全体が粘土質コース内土壌のほぼ全体が粘土質コース内土壌のほぼ全体が粘土質コース内土壌のほぼ全体が粘土質

で、根が成長せず窒息し枯れ死寸前。で、根が成長せず窒息し枯れ死寸前。で、根が成長せず窒息し枯れ死寸前。で、根が成長せず窒息し枯れ死寸前。

根が窒息死寸前

新根が出ても枯れ続けているので新根が出ても枯れ続けているので新根が出ても枯れ続けているので新根が出ても枯れ続けているので根の根の根の根の

長さが植栽時のままで止まっている長さが植栽時のままで止まっている長さが植栽時のままで止まっている長さが植栽時のままで止まっている

((((写真の写真の写真の写真の1.51.51.51.5ｍ地点で止まっているｍ地点で止まっているｍ地点で止まっているｍ地点で止まっている))))

調査場所調査場所調査場所調査場所



①２００５年４月２３日瀕死のケヤキ治療散布

430本治療全費用一例
初年度１回約９０万２回

以降年１回土壌散布。

（各直径により変わる）



②一週間後

うまく芽が出だした。

（時期も外見で見良い為）



③三ヵ月後

全樹木が回復に向かう



④２０１１年８月１５日

４月時点でまともな

樹形に戻り、完全回復。

この木だけは完治まで５年。



◎翌年には発根・活着・活性・多種樹木回復

■■■■通常本資材を使用すると１～２年以内の通常本資材を使用すると１～２年以内の通常本資材を使用すると１～２年以内の通常本資材を使用すると１～２年以内の

回復が多いが、今回の場合は元の環境が回復が多いが、今回の場合は元の環境が回復が多いが、今回の場合は元の環境が回復が多いが、今回の場合は元の環境が

最悪最悪最悪最悪 であった為、正常な樹形に戻るまでであった為、正常な樹形に戻るまでであった為、正常な樹形に戻るまでであった為、正常な樹形に戻るまで

数年散布が必要な樹木もあった。数年散布が必要な樹木もあった。数年散布が必要な樹木もあった。数年散布が必要な樹木もあった。

（土壌等、環境による）（土壌等、環境による）（土壌等、環境による）（土壌等、環境による）

◎結果

☆コース全松は、毎年散布していた為、ほぼ☆コース全松は、毎年散布していた為、ほぼ☆コース全松は、毎年散布していた為、ほぼ☆コース全松は、毎年散布していた為、ほぼ

問題無く元気で綺麗な樹形を保っていた。問題無く元気で綺麗な樹形を保っていた。問題無く元気で綺麗な樹形を保っていた。問題無く元気で綺麗な樹形を保っていた。



■環境を最重視する芦屋市

阪神大震災の激害を受けた松林公園の被災者用

仮設住宅周囲で、安全な元気根っこ樹木用の

資材による全松の活性・活力等による回復例。

時期時期時期時期 : １９９５年より開始１９９５年より開始１９９５年より開始１９９５年より開始（結果・手遅れ松以外回復（結果・手遅れ松以外回復（結果・手遅れ松以外回復（結果・手遅れ松以外回復

現在も良好）現在も良好）現在も良好）現在も良好）

場場場場所所所所:芦屋市海浜公園芦屋市海浜公園芦屋市海浜公園芦屋市海浜公園

対対対対象象象象:海浜公園の松林海浜公園の松林海浜公園の松林海浜公園の松林

平均直径４０ｃｍの松平均直径４０ｃｍの松平均直径４０ｃｍの松平均直径４０ｃｍの松約５００本約５００本約５００本約５００本

使用資材使用資材使用資材使用資材 : 元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用

原液を原液を原液を原液を１００倍希釈１００倍希釈１００倍希釈１００倍希釈で根が有るとで根が有るとで根が有るとで根が有ると

想定する場所全体に散布。想定する場所全体に散布。想定する場所全体に散布。想定する場所全体に散布。

例例例例



※※※※周辺の山林及びゴルフ場等は：

マツノザイセンチュウ散乱や、上記各害も同様

でした。

◎周辺のゴルフ場：

（元気根っこ樹木用散布）で活性等により回復。

◎ 原因

◎震災による被害：地震による根切れ衰弱 塩害他

◎以前からの各害：

根腐れ 、葉枯れ病 、すす葉枯れ病、葉ふるい病

マツノザイセンチュウ、ダニ 雑センチュウ

カイガラムシ、他。



１９９５年７月１９９５年７月１９９５年７月１９９５年７月 松の様子の「写真」松の様子の「写真」松の様子の「写真」松の様子の「写真」

◎初年度元気根っこ樹木用散布時◎初年度元気根っこ樹木用散布時◎初年度元気根っこ樹木用散布時◎初年度元気根っこ樹木用散布時

2011201120112011年年年年9999月月月月 根と樹勢の活性により良好な状態根と樹勢の活性により良好な状態根と樹勢の活性により良好な状態根と樹勢の活性により良好な状態

震災から１震災から１震災から１震災から１9999年、年、年、年、元気で綺麗な松林公園元気で綺麗な松林公園元気で綺麗な松林公園元気で綺麗な松林公園。



１９９５年 ７月 ２０１１年 ９月



◆散布以降１ヵ月～３ヵ月後健全に回復した。以降散布継続。散布以降１ヵ月～３ヵ月後健全に回復した。以降散布継続。散布以降１ヵ月～３ヵ月後健全に回復した。以降散布継続。散布以降１ヵ月～３ヵ月後健全に回復した。以降散布継続。

初期調査段階で手遅れと判断した７本は約６ヶ月にわたり枯れ死。初期調査段階で手遅れと判断した７本は約６ヶ月にわたり枯れ死。初期調査段階で手遅れと判断した７本は約６ヶ月にわたり枯れ死。初期調査段階で手遅れと判断した７本は約６ヶ月にわたり枯れ死。

（震災時から現在まで、元気根っこ樹木用継続散布により、根と（震災時から現在まで、元気根っこ樹木用継続散布により、根と（震災時から現在まで、元気根っこ樹木用継続散布により、根と（震災時から現在まで、元気根っこ樹木用継続散布により、根と

樹勢の活性と免疫力の強化等により、元気で綺麗な松林公園を樹勢の活性と免疫力の強化等により、元気で綺麗な松林公園を樹勢の活性と免疫力の強化等により、元気で綺麗な松林公園を樹勢の活性と免疫力の強化等により、元気で綺麗な松林公園を

保っている）保っている）保っている）保っている）

◎長年、日本各地域の松林を調査した結果、各地の症状が上記とほぼ同じ原因◎長年、日本各地域の松林を調査した結果、各地の症状が上記とほぼ同じ原因◎長年、日本各地域の松林を調査した結果、各地の症状が上記とほぼ同じ原因◎長年、日本各地域の松林を調査した結果、各地の症状が上記とほぼ同じ原因

であった為今後の良い参考資料になる。であった為今後の良い参考資料になる。であった為今後の良い参考資料になる。であった為今後の良い参考資料になる。

（各地（各地（各地（各地 のポイント地域検査データ保存のポイント地域検査データ保存のポイント地域検査データ保存のポイント地域検査データ保存))))

←第三者研究所による←第三者研究所による←第三者研究所による←第三者研究所による

松の調査結果報告書松の調査結果報告書松の調査結果報告書松の調査結果報告書

マツノザイセンチュマツノザイセンチュマツノザイセンチュマツノザイセンチュ

ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出

結果結果結果結果

←検出された←検出された←検出された←検出された

マツノザイセンチュウマツノザイセンチュウマツノザイセンチュウマツノザイセンチュウ

◎結果：阪神大震災以降：阪神大震災以降：阪神大震災以降：阪神大震災以降長年（元気根っこ樹木用）で松長年（元気根っこ樹木用）で松長年（元気根っこ樹木用）で松長年（元気根っこ樹木用）で松550本が健在。本が健在。本が健在。本が健在。

低価格無農薬資材での活性による回復例



「台風２３号」 大型台風が直撃
海水にドップリ浸かり全松が衰弱を加速した

活性回復例

日日日日 時時時時 : 平成１６年１０月平成１６年１０月平成１６年１０月平成１６年１０月

場場場場 所所所所 :兵庫県淡路島兵庫県淡路島兵庫県淡路島兵庫県淡路島大浜海水浴場大浜海水浴場大浜海水浴場大浜海水浴場

台風時１ｍ以上浸かった。台風時１ｍ以上浸かった。台風時１ｍ以上浸かった。台風時１ｍ以上浸かった。

対対対対 象象象象 :大浜海水浴場大浜海水浴場大浜海水浴場大浜海水浴場松林全体松林全体松林全体松林全体

平均直径３０ｃｍ平均直径３０ｃｍ平均直径３０ｃｍ平均直径３０ｃｍ ６００本（林地散布）６００本（林地散布）６００本（林地散布）６００本（林地散布）

(内６０本はライオンズによる植樹苗木内６０本はライオンズによる植樹苗木内６０本はライオンズによる植樹苗木内６０本はライオンズによる植樹苗木)

使用資材使用資材使用資材使用資材 :元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用

例例例例



●平成１６年の台風２３号による塩害他

● 松がもとより抱えていた様々な害松がもとより抱えていた様々な害松がもとより抱えていた様々な害松がもとより抱えていた様々な害

葉ふるい病葉ふるい病葉ふるい病葉ふるい病 ・すす葉枯れ病・すす葉枯れ病・すす葉枯れ病・すす葉枯れ病 ・・・・ マツノザイセンチュウマツノザイセンチュウマツノザイセンチュウマツノザイセンチュウ

マツカキカイガラムシ、他。マツカキカイガラムシ、他。マツカキカイガラムシ、他。マツカキカイガラムシ、他。

● 上記の害で弱り松枯れが進行。毎年数本枯れていた。上記の害で弱り松枯れが進行。毎年数本枯れていた。上記の害で弱り松枯れが進行。毎年数本枯れていた。上記の害で弱り松枯れが進行。毎年数本枯れていた。

そんな中での台風直撃は松林全体に深刻なダメージをそんな中での台風直撃は松林全体に深刻なダメージをそんな中での台風直撃は松林全体に深刻なダメージをそんな中での台風直撃は松林全体に深刻なダメージを

与えた。与えた。与えた。与えた。

●●●● これまでの松枯れ対策は毎年農薬の地上散布２回。これまでの松枯れ対策は毎年農薬の地上散布２回。これまでの松枯れ対策は毎年農薬の地上散布２回。これまでの松枯れ対策は毎年農薬の地上散布２回。

●●●● ライオンズの植樹した松の状態も全滅寸前であった。ライオンズの植樹した松の状態も全滅寸前であった。ライオンズの植樹した松の状態も全滅寸前であった。ライオンズの植樹した松の状態も全滅寸前であった。

◎原因



２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布 使用前使用前使用前使用前

２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布 使用後使用後使用後使用後

⇚⇚⇚⇚◎散布施工前の写真

松林全体が黄色くなり、衰弱

していることがわかる。

◎２００４年６月18日～20日
根全体に散布。

◎散布施工後の回復写真

元気根っこ資材の作用に

より、根が活性し免疫力

も高め、緑が美しい健康

な松林の公園になった。



２００５年２００５年２００５年２００５年 ６月１９日６月１９日６月１９日６月１９日

散布１年後ほぼ完治した。散布１年後ほぼ完治した。散布１年後ほぼ完治した。散布１年後ほぼ完治した。

２００４年２００４年２００４年２００４年 ６月１９日６月１９日６月１９日６月１９日

激害のため全松に散布。激害のため全松に散布。激害のため全松に散布。激害のため全松に散布。



２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布２００４年６月１９日散布 ２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布２００５年６月１９日散布

使用前 使用後



使用前 使用後

２００４年６月１９日散布 ２００５年６月１９日散布



使用前 使用後

２００４年６月１９日散布 ２００５年６月１９日散布



●●●● 平成１７年６月に平成１７年６月に平成１７年６月に平成１７年６月に（元気根っこ樹木用）（元気根っこ樹木用）（元気根っこ樹木用）（元気根っこ樹木用）をををを（松林５５０本全体に散布）（松林５５０本全体に散布）（松林５５０本全体に散布）（松林５５０本全体に散布）

総原液量２８０総原液量２８０総原液量２８０総原液量２８０ℓℓℓℓ（１０（１０（１０（１０ℓ×ℓ×ℓ×ℓ×２８缶２８缶２８缶２８缶 予算の関係上、単木規定量計算の約８０％予算の関係上、単木規定量計算の約８０％予算の関係上、単木規定量計算の約８０％予算の関係上、単木規定量計算の約８０％))))

木々の根が重なっているため、単木より少ない林地の原液量散布で、予算削減。木々の根が重なっているため、単木より少ない林地の原液量散布で、予算削減。木々の根が重なっているため、単木より少ない林地の原液量散布で、予算削減。木々の根が重なっているため、単木より少ない林地の原液量散布で、予算削減。

●●●● 約一ヵ月後、松は回復に向かい７月の海開きの頃には見た目には約一ヵ月後、松は回復に向かい７月の海開きの頃には見た目には約一ヵ月後、松は回復に向かい７月の海開きの頃には見た目には約一ヵ月後、松は回復に向かい７月の海開きの頃には見た目には

何とか緑が回復に向かい、以降公園内ほぼ回復。何とか緑が回復に向かい、以降公園内ほぼ回復。何とか緑が回復に向かい、以降公園内ほぼ回復。何とか緑が回復に向かい、以降公園内ほぼ回復。

◎翌年６月、センチュウ害等の手遅れ松以外◎翌年６月、センチュウ害等の手遅れ松以外◎翌年６月、センチュウ害等の手遅れ松以外◎翌年６月、センチュウ害等の手遅れ松以外（全松林（全松林（全松林（全松林550本本本本回復）回復）回復）回復）

（注）あくまで強力な活性力と免疫作用です。（注）あくまで強力な活性力と免疫作用です。（注）あくまで強力な活性力と免疫作用です。（注）あくまで強力な活性力と免疫作用です。

手遅れ松から検出された手遅れ松から検出された手遅れ松から検出された手遅れ松から検出された

↓↓↓↓ センチュウの一部センチュウの一部センチュウの一部センチュウの一部

←第三者研究所による←第三者研究所による←第三者研究所による←第三者研究所による

松の調査結果報告書松の調査結果報告書松の調査結果報告書松の調査結果報告書

マツノザイセンチュマツノザイセンチュマツノザイセンチュマツノザイセンチュ

ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出ウ及び病害等の検出

結果結果結果結果

◎結果強力な活性力等により回復した



◎兵庫県淡路島、文化庁管轄、◎兵庫県淡路島、文化庁管轄、◎兵庫県淡路島、文化庁管轄、◎兵庫県淡路島、文化庁管轄、

文化財、慶野松原全体の松林被害文化財、慶野松原全体の松林被害文化財、慶野松原全体の松林被害文化財、慶野松原全体の松林被害

１９９５年１０月２５日以降散布開始。対象松１９９５年１０月２５日以降散布開始。対象松１９９５年１０月２５日以降散布開始。対象松１９９５年１０月２５日以降散布開始。対象松3000本本本本

９６年：回復中（線虫が繁殖し、手遅れ松以外）９６年：回復中（線虫が繁殖し、手遅れ松以外）９６年：回復中（線虫が繁殖し、手遅れ松以外）９６年：回復中（線虫が繁殖し、手遅れ松以外）

９７年：散布区は活性・免疫強化により回復した。９７年：散布区は活性・免疫強化により回復した。９７年：散布区は活性・免疫強化により回復した。９７年：散布区は活性・免疫強化により回復した。

９８年：以降も松の予算の関係上、最重要松９８年：以降も松の予算の関係上、最重要松９８年：以降も松の予算の関係上、最重要松９８年：以降も松の予算の関係上、最重要松150本本本本
のみ元気を保つため、散布を５年継続し、のみ元気を保つため、散布を５年継続し、のみ元気を保つため、散布を５年継続し、のみ元気を保つため、散布を５年継続し、

予算が無く成りやむなく終了。予算が無く成りやむなく終了。予算が無く成りやむなく終了。予算が無く成りやむなく終了。

現在：散布終了後、十数年経ち、松枯れがかなり現在：散布終了後、十数年経ち、松枯れがかなり現在：散布終了後、十数年経ち、松枯れがかなり現在：散布終了後、十数年経ち、松枯れがかなり

進み心配である。進み心配である。進み心配である。進み心配である。

（特に回復させた根上がり松、他直径約（特に回復させた根上がり松、他直径約（特に回復させた根上がり松、他直径約（特に回復させた根上がり松、他直径約1ｍ松ｍ松ｍ松ｍ松150本）本）本）本）

例例例例



◎初年度効果試験（元気根っこ樹木用）

採用試験区：元西淡町教育委員会舎教センター裏

施工散布区３２本中

１年後この試験では

枯れ死１本でした。

無処理区３２本中

１年後この試験では

枯れ死８本でした。。。。

◎試験の結果、大きな効果を認められ、以降本格採用

散布区散布区散布区散布区 対照区対照区対照区対照区



慶野松原 活性治療散布区位置計図



◎松林3000本回復結果・写真と資料（データ）

南淡路市（旧西淡町教育委員会）にて保存。

散布以降根と樹勢の活性と免疫力により回復。

慶野の松原の、当時の悲惨な状況
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『『『『松くい虫は検出されなかった松くい虫は検出されなかった松くい虫は検出されなかった松くい虫は検出されなかった』』』』

◎◎◎◎2007年１１月１日年１１月１日年１１月１日年１１月１日

◆家庭で良く見かける症状の松。◆家庭で良く見かける症状の松。◆家庭で良く見かける症状の松。◆家庭で良く見かける症状の松。

◆原因：根の衰弱・葉枯れ病・葉ふるい病◆原因：根の衰弱・葉枯れ病・葉ふるい病◆原因：根の衰弱・葉枯れ病・葉ふるい病◆原因：根の衰弱・葉枯れ病・葉ふるい病

◆「◆「◆「◆「元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用元気根っこ樹木用」」」」 原液５００原液５００原液５００原液５００ccをををを
５０倍希釈５０倍希釈５０倍希釈５０倍希釈で根に散布と、ペレット、で根に散布と、ペレット、で根に散布と、ペレット、で根に散布と、ペレット、

腐葉土を適量。腐葉土を適量。腐葉土を適量。腐葉土を適量。

◆◆◆◆害が酷い為初年度は２回散布した。害が酷い為初年度は２回散布した。害が酷い為初年度は２回散布した。害が酷い為初年度は２回散布した。

（注）調査分析結果、この松はザイ線虫被害では無い（注）調査分析結果、この松はザイ線虫被害では無い（注）調査分析結果、この松はザイ線虫被害では無い（注）調査分析結果、この松はザイ線虫被害では無い

一般によく見る家の庭園松の例。一般によく見る家の庭園松の例。一般によく見る家の庭園松の例。一般によく見る家の庭園松の例。

◎２００８年７月２９日の写真◎２００８年７月２９日の写真◎２００８年７月２９日の写真◎２００８年７月２９日の写真

●結果●結果●結果●結果

約８ヶ月後ほぼ回復した。約８ヶ月後ほぼ回復した。約８ヶ月後ほぼ回復した。約８ヶ月後ほぼ回復した。

◎お客様の意見◎お客様の意見◎お客様の意見◎お客様の意見

安全な資材で費用対効果が有った安全な資材で費用対効果が有った安全な資材で費用対効果が有った安全な資材で費用対効果が有った

事に驚きました。事に驚きました。事に驚きました。事に驚きました。

（費用：資材料金約（費用：資材料金約（費用：資材料金約（費用：資材料金約7000円＋人件費円＋人件費円＋人件費円＋人件費

＋調査費）＋調査費）＋調査費）＋調査費）

例例例例 ＥＥＥＥ



■約７０年前に全国的に植■約７０年前に全国的に植■約７０年前に全国的に植■約７０年前に全国的に植

えられた桜えられた桜えられた桜えられた桜((((ソメイヨシノ等ソメイヨシノ等ソメイヨシノ等ソメイヨシノ等))))

が老木となり、衰弱又枯れが老木となり、衰弱又枯れが老木となり、衰弱又枯れが老木となり、衰弱又枯れ

死が増加しており、老木と死が増加しており、老木と死が増加しており、老木と死が増加しており、老木と

諦めている地域が多く見ら諦めている地域が多く見ら諦めている地域が多く見ら諦めている地域が多く見ら

れますが、元気根っこ資材れますが、元気根っこ資材れますが、元気根っこ資材れますが、元気根っこ資材

で活性回復させる事をで活性回復させる事をで活性回復させる事をで活性回復させる事を

お勧めします。お勧めします。お勧めします。お勧めします。

◎松・桜・他各樹木は◎松・桜・他各樹木は◎松・桜・他各樹木は◎松・桜・他各樹木は

先ず毛細根を活性先ず毛細根を活性先ず毛細根を活性先ず毛細根を活性させるさせるさせるさせる

事から回復が始まる。事から回復が始まる。事から回復が始まる。事から回復が始まる。

（毛根が命）（毛根が命）（毛根が命）（毛根が命）

◎各樹木はこの毛根か◎各樹木はこの毛根か◎各樹木はこの毛根か◎各樹木はこの毛根か

ら栄養分を吸収する。ら栄養分を吸収する。ら栄養分を吸収する。ら栄養分を吸収する。

松・桜・樹木・芝生・等を元気で綺麗に松・桜・樹木・芝生・等を元気で綺麗に松・桜・樹木・芝生・等を元気で綺麗に松・桜・樹木・芝生・等を元気で綺麗に



芝生への使用例

元気根っこB1（全植物用）を使用した

芝生への使用例



猛暑による芝生の障害治療試験

（各シーズンに応じた問題を解消）

日 時: 平成１９年度 ７月１日開始

場 所: 兵庫県内のゴルフ倶楽部の一例

対 象: 全グリーン・フェアウェイ

使用資材: 元気根っこＢ１（芝生用）
肥料、殺虫剤。

例例例例



◎ゴルフ場全コースの衰弱芝生対策

■■■■ 原原原原 因因因因 ：夏の根の衰弱。：夏の根の衰弱。：夏の根の衰弱。：夏の根の衰弱。

注）注）注）注）対策しなければ９月以降に衰弱、又枯れ死する事対策しなければ９月以降に衰弱、又枯れ死する事対策しなければ９月以降に衰弱、又枯れ死する事対策しなければ９月以降に衰弱、又枯れ死する事

もある。もある。もある。もある。

■対■対■対■対象象象象面面面面積積積積 ：試験区を含め、約１６，０００㎡：試験区を含め、約１６，０００㎡：試験区を含め、約１６，０００㎡：試験区を含め、約１６，０００㎡

■資材内容■資材内容■資材内容■資材内容

○グリーン○グリーン○グリーン○グリーン ：元気根っこＢ１（芝生用）：元気根っこＢ１（芝生用）：元気根っこＢ１（芝生用）：元気根っこＢ１（芝生用）

○フェアウエー：元気根っこＢ１（芝生用）○フェアウエー：元気根っこＢ１（芝生用）○フェアウエー：元気根っこＢ１（芝生用）○フェアウエー：元気根っこＢ１（芝生用）

尿酸態窒素肥料尿酸態窒素肥料尿酸態窒素肥料尿酸態窒素肥料

殺虫剤農薬を混合散布。殺虫剤農薬を混合散布。殺虫剤農薬を混合散布。殺虫剤農薬を混合散布。

◎混合散布で作業効率も良く、効果も順調に根より◎混合散布で作業効率も良く、効果も順調に根より◎混合散布で作業効率も良く、効果も順調に根より◎混合散布で作業効率も良く、効果も順調に根より

活性回復した。活性回復した。活性回復した。活性回復した。

（少量散布もＯＫ）（少量散布もＯＫ）（少量散布もＯＫ）（少量散布もＯＫ）



原因： 全グリーンの『サマーディクライン』(夏の根上り)

対策内容対策内容対策内容対策内容::::元気根っこＢ１元気根っこＢ１元気根っこＢ１元気根っこＢ１((((全植物用全植物用全植物用全植物用)))) ５００倍希釈・１５００倍希釈・１５００倍希釈・１５００倍希釈・１ℓℓℓℓ////㎡㎡㎡㎡

◎原因と結果（グリーンでの芝生試験）

１回目 ７月３０日

２回目 ８月６日

８月９日８月９日８月９日８月９日10カ所抜き打ちカ所抜き打ちカ所抜き打ちカ所抜き打ち

調査、健全な状態に戻る。調査、健全な状態に戻る。調査、健全な状態に戻る。調査、健全な状態に戻る。

■グリーンの活性と根上り対策■グリーンの活性と根上り対策■グリーンの活性と根上り対策■グリーンの活性と根上り対策

散布日散布日散布日散布日2007年年年年7月月月月30日。日。日。日。

★障害時（猛暑）根に早期に浸透させる為★障害時（猛暑）根に早期に浸透させる為★障害時（猛暑）根に早期に浸透させる為★障害時（猛暑）根に早期に浸透させる為

元気根っこ元気根っこ元気根っこ元気根っこ500倍希釈液を倍希釈液を倍希釈液を倍希釈液を

1ℓℓℓℓ/㎡散布（原液量㎡散布（原液量㎡散布（原液量㎡散布（原液量2㏄㏄㏄㏄/㎡）㎡）㎡）㎡）
7日後日後日後日後2回目同量散布。回目同量散布。回目同量散布。回目同量散布。

初回散布から初回散布から初回散布から初回散布から10日後調査。日後調査。日後調査。日後調査。

★最終試験結果★最終試験結果★最終試験結果★最終試験結果

根の活性により根上りを抑えた根の活性により根上りを抑えた根の活性により根上りを抑えた根の活性により根上りを抑えた。。。。

★以降も月別年間使用★以降も月別年間使用★以降も月別年間使用★以降も月別年間使用

●結果発表●結果発表●結果発表●結果発表

専門誌ゴルフ場セミナー内（キパーズ専門誌ゴルフ場セミナー内（キパーズ専門誌ゴルフ場セミナー内（キパーズ専門誌ゴルフ場セミナー内（キパーズ

リリリリ ポート）にて発表されました。ポート）にて発表されました。ポート）にて発表されました。ポート）にて発表されました。



ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場 グリーンのグリーンのグリーンのグリーンの『『『『サマーディクライン（夏の根上がり）サマーディクライン（夏の根上がり）サマーディクライン（夏の根上がり）サマーディクライン（夏の根上がり）』』』』

芝生用（元気根っこＢ１）散布、強活性により回復！芝生用（元気根っこＢ１）散布、強活性により回復！芝生用（元気根っこＢ１）散布、強活性により回復！芝生用（元気根っこＢ１）散布、強活性により回復！
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◆フェアウェイでの散布例◆フェアウェイでの散布例◆フェアウェイでの散布例◆フェアウェイでの散布例

（元気根っこＢ（元気根っこＢ（元気根っこＢ（元気根っこＢ1）は活性剤の）は活性剤の）は活性剤の）は活性剤の

中でも、唯一肥料や農薬との中でも、唯一肥料や農薬との中でも、唯一肥料や農薬との中でも、唯一肥料や農薬との

混合散布ができ効率が良い。混合散布ができ効率が良い。混合散布ができ効率が良い。混合散布ができ効率が良い。

◎内容◎内容◎内容◎内容

元気根っこＢ１（原液元気根っこＢ１（原液元気根っこＢ１（原液元気根っこＢ１（原液0,5/㎡㎡㎡㎡500倍）倍）倍）倍）
＋殺虫剤＋肥料＋殺虫剤＋肥料＋殺虫剤＋肥料＋殺虫剤＋肥料1,5000㎡に散布。㎡に散布。㎡に散布。㎡に散布。

●結果●結果●結果●結果

約約約約３０日で回復した、以降継続。３０日で回復した、以降継続。３０日で回復した、以降継続。３０日で回復した、以降継続。

グリーンへの散布例

（結果回復、試験例参照）
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2007年年年年8月月月月16日散布日散布日散布日散布

猛暑のフェアウェイ障害治療例猛暑のフェアウェイ障害治療例猛暑のフェアウェイ障害治療例猛暑のフェアウェイ障害治療例

元気根っこ元気根っこ元気根っこ元気根っこB1（原液（原液（原液（原液0.5/㎡㎡㎡㎡500倍）倍）倍）倍）

+殺虫剤殺虫剤殺虫剤殺虫剤+肥料肥料肥料肥料1.5000㎡に散布㎡に散布㎡に散布㎡に散布
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結果、約結果、約結果、約結果、約30日で回復した。以降継続日で回復した。以降継続日で回復した。以降継続日で回復した。以降継続



農作物への使用例

元気根っこB1(全植物用)を使用した

米他農作物への使用一例



■葉菜類の育苗散布例■葉菜類の育苗散布例■葉菜類の育苗散布例■葉菜類の育苗散布例 （各作物は育苗散布が重要）（各作物は育苗散布が重要）（各作物は育苗散布が重要）（各作物は育苗散布が重要）

◆葉菜類は米と同様。◆葉菜類は米と同様。◆葉菜類は米と同様。◆葉菜類は米と同様。

◆じか撒き苗は、種まき約１０日後から散布。じか撒き苗は、種まき約１０日後から散布。じか撒き苗は、種まき約１０日後から散布。じか撒き苗は、種まき約１０日後から散布。

■ナスビ・トマト類等はポット苗の根全体に散布。■ナスビ・トマト類等はポット苗の根全体に散布。■ナスビ・トマト類等はポット苗の根全体に散布。■ナスビ・トマト類等はポット苗の根全体に散布。

◆接ぎ木苗は、接ぎ木後から散布。◆接ぎ木苗は、接ぎ木後から散布。◆接ぎ木苗は、接ぎ木後から散布。◆接ぎ木苗は、接ぎ木後から散布。

●散布のポイント（ジョウロ又は動噴等で。ドブ漬けもＯＫ）●散布のポイント（ジョウロ又は動噴等で。ドブ漬けもＯＫ）●散布のポイント（ジョウロ又は動噴等で。ドブ漬けもＯＫ）●散布のポイント（ジョウロ又は動噴等で。ドブ漬けもＯＫ）

水やりと同様に希釈液を根全体に浸透するように撒くだけ。水やりと同様に希釈液を根全体に浸透するように撒くだけ。水やりと同様に希釈液を根全体に浸透するように撒くだけ。水やりと同様に希釈液を根全体に浸透するように撒くだけ。

◎特に米は育苗時に特に米は育苗時に特に米は育苗時に特に米は育苗時に３回散布するだけで収穫まで効果が持続３回散布するだけで収穫まで効果が持続３回散布するだけで収穫まで効果が持続３回散布するだけで収穫まで効果が持続 しししし

ていますので、連作障害他、土壌改良をして行く意味でも米作りていますので、連作障害他、土壌改良をして行く意味でも米作りていますので、連作障害他、土壌改良をして行く意味でも米作りていますので、連作障害他、土壌改良をして行く意味でも米作り

から初めて、稲刈り後の微生物が殖えた根を残す事が好循環から初めて、稲刈り後の微生物が殖えた根を残す事が好循環から初めて、稲刈り後の微生物が殖えた根を残す事が好循環から初めて、稲刈り後の微生物が殖えた根を残す事が好循環

です。です。です。です。

←散布例

1回目：根の出だし時回目：根の出だし時回目：根の出だし時回目：根の出だし時

2回目：約回目：約回目：約回目：約10日後育苗時日後育苗時日後育苗時日後育苗時

3回目：定植約前日回目：定植約前日回目：定植約前日回目：定植約前日

（（（（定植前に根にしっかり撒きたい定植前に根にしっかり撒きたい定植前に根にしっかり撒きたい定植前に根にしっかり撒きたい事と、事と、事と、事と、

当日に撒くと軟らかくなり植えにくい為）当日に撒くと軟らかくなり植えにくい為）当日に撒くと軟らかくなり植えにくい為）当日に撒くと軟らかくなり植えにくい為）



◎元気根っこＢ１(潅水代わりに育苗時に撒くだけ)

◆使用量：１回目 発芽７日後４００倍

２回目 育苗中間時２００倍

３回目 定植前日２００倍

◆費用：一反(３３３坪)あたり徳用20ℓ缶で（原液約230cc）約４５０円

ＪＡ日の出営農本部と普及センターによる合同調査ＪＡ日の出営農本部と普及センターによる合同調査ＪＡ日の出営農本部と普及センターによる合同調査ＪＡ日の出営農本部と普及センターによる合同調査『『『『元気な稲作り試験元気な稲作り試験元気な稲作り試験元気な稲作り試験』』』』

試験期間中に強台風２３号が来た為、災害時の抵抗性調査試験ともなる。試験期間中に強台風２３号が来た為、災害時の抵抗性調査試験ともなる。試験期間中に強台風２３号が来た為、災害時の抵抗性調査試験ともなる。試験期間中に強台風２３号が来た為、災害時の抵抗性調査試験ともなる。

元気根っこ処理苗元気根っこ処理苗元気根っこ処理苗元気根っこ処理苗
無処理苗無処理苗無処理苗無処理苗

例例例例 ＧＧＧＧ
兵庫県大災害台風兵庫県大災害台風兵庫県大災害台風兵庫県大災害台風23号に負けなかったコシヒカリ！号に負けなかったコシヒカリ！号に負けなかったコシヒカリ！号に負けなかったコシヒカリ！



倒れて軟弱徒長の無処理区
負けなかった元気根っこ処理区負けなかった元気根っこ処理区負けなかった元気根っこ処理区負けなかった元気根っこ処理区

●べったり倒れてしまった

コシヒカリのアップ写真。

●強台風の暴風と浸水瓦礫

雑菌他に負けず、根と茎が

しっかりしていた事と、徒長

も無くバランスが良い為、

稲の中間からしわる程度で

済んだ。



■無処理区（330坪）
●たまたま強台風23号に襲われ、上流から
１メートル以上の大水が流れ込み完璧に

浸水。さらに暴風・瓦礫や雑菌残土等の被

害で圃場の米はべったり倒れた。

●収穫作業はほとんど手刈りとなり、コン

バインで刈れる面積は約３割だけだった。

●米も塩害と風で倒れ雨後の水に漬かった

状態が多く、全体が軟弱徒長で根と茎も弱

く、収量・品質は最悪だった。

■元気根っこB1処理区
無処理区同条件

一反（330坪）
●無処理区同様に被害が 来たが根と茎が

しっかりしているため全稲が徒長も無く、収

穫はほぼ平常通り。

9.5割はコンバインで刈りとりできた。

●品質と収量は問題なく９５％は通年通り。



◎元気根っこ処理区の良バランス稲。◎元気根っこ処理区の良バランス稲。◎元気根っこ処理区の良バランス稲。◎元気根っこ処理区の良バランス稲。

無処理区は軟弱徒長。無処理区は軟弱徒長。無処理区は軟弱徒長。無処理区は軟弱徒長。

元気根っこ処理根元気根っこ処理根元気根っこ処理根元気根っこ処理根 無処理根無処理根無処理根無処理根

■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１ 農業用処理区農業用処理区農業用処理区農業用処理区

●生きた根と稲のバランスが良く正常で、●生きた根と稲のバランスが良く正常で、●生きた根と稲のバランスが良く正常で、●生きた根と稲のバランスが良く正常で、

米も正常にできた。米も正常にできた。米も正常にできた。米も正常にできた。

●稲刈り後に微生物が殖えた●稲刈り後に微生物が殖えた●稲刈り後に微生物が殖えた●稲刈り後に微生物が殖えた「「「「Ｂ１処理のＢ１処理のＢ１処理のＢ１処理の

根を残す根を残す根を残す根を残す」」」」事により、連作障害の土壌改良事により、連作障害の土壌改良事により、連作障害の土壌改良事により、連作障害の土壌改良

へと、使用する毎に土壌が良くなって行く。へと、使用する毎に土壌が良くなって行く。へと、使用する毎に土壌が良くなって行く。へと、使用する毎に土壌が良くなって行く。

■無処理区■無処理区■無処理区■無処理区

●根は少なく酸化し、稲は軟弱徒長し、●根は少なく酸化し、稲は軟弱徒長し、●根は少なく酸化し、稲は軟弱徒長し、●根は少なく酸化し、稲は軟弱徒長し、

「稲が細く伸びてしまう」最悪のバラン「稲が細く伸びてしまう」最悪のバラン「稲が細く伸びてしまう」最悪のバラン「稲が細く伸びてしまう」最悪のバラン

スである。スである。スである。スである。

■収量も約半分。■収量も約半分。■収量も約半分。■収量も約半分。

◎抜いて◎抜いて◎抜いて◎抜いて5時間後、根の調査写真。時間後、根の調査写真。時間後、根の調査写真。時間後、根の調査写真。

■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１■元気根っこＢ１ 農業用処理区農業用処理区農業用処理区農業用処理区

●根が酸化せず（根が死んだ状態）白い根が酸化せず（根が死んだ状態）白い根が酸化せず（根が死んだ状態）白い根が酸化せず（根が死んだ状態）白い

元気な根が何日も継続（有効微生物が元気な根が何日も継続（有効微生物が元気な根が何日も継続（有効微生物が元気な根が何日も継続（有効微生物が

根の周囲に殖え続けている）。根の周囲に殖え続けている）。根の周囲に殖え続けている）。根の周囲に殖え続けている）。

●茎の分結数（茎数が増える）が増え太く●茎の分結数（茎数が増える）が増え太く●茎の分結数（茎数が増える）が増え太く●茎の分結数（茎数が増える）が増え太く

しっかりした茎になったしっかりした茎になったしっかりした茎になったしっかりした茎になった。

■無処理区■無処理区■無処理区■無処理区

●抜いて抜いて抜いて抜いて1時間後すでに根は変色し酸化時間後すでに根は変色し酸化時間後すでに根は変色し酸化時間後すでに根は変色し酸化

状態になった、（根が死んだ状態）状態になった、（根が死んだ状態）状態になった、（根が死んだ状態）状態になった、（根が死んだ状態）

根量も少なく弱い。根量も少なく弱い。根量も少なく弱い。根量も少なく弱い。

●茎も細く少ない。●茎も細く少ない。●茎も細く少ない。●茎も細く少ない。
（注意（注意（注意（注意)上記結果は台風の多種害により特別に大きな差が出た試験データです。上記結果は台風の多種害により特別に大きな差が出た試験データです。上記結果は台風の多種害により特別に大きな差が出た試験データです。上記結果は台風の多種害により特別に大きな差が出た試験データです。



●育苗時費用：●育苗時費用：●育苗時費用：●育苗時費用：２０２０２０２０L徳用缶計算徳用缶計算徳用缶計算徳用缶計算では、では、では、では、一反分一反分一反分一反分(330坪）で「約３００円分」坪）で「約３００円分」坪）で「約３００円分」坪）で「約３００円分」だけで、収穫迄作だけで、収穫迄作だけで、収穫迄作だけで、収穫迄作

用効果は継続しました。用効果は継続しました。用効果は継続しました。用効果は継続しました。

全籾重全籾重全籾重全籾重 精玄米量精玄米量精玄米量精玄米量 等級等級等級等級

無処理区無処理区無処理区無処理区 1.461.461.461.46 1.051.051.051.05 2222

処理区処理区処理区処理区 2.022.022.022.02 1.521.521.521.52 1111

●又、（現在迄数年のデータ参考）被害が無い場合でも、数パーセント収量が増える為、一

反数千円以上の増収に成る為「品質も良く」、収益増と災害予防ともなる結果データです。

■米以外の葉物も上記同様（レタス・ハクサイ・キャベツ・他）で品質良好欠品が減り収量

結果約10％増(作物によるが、一反につき金額に直すと数千円から数万円以上の増収
が現在までの試験、又お客様の圃場での結果との意見)

■成分を良く吸収し、全体が元気に育ち、品質が良く、増収にもつながる(米の場合災害
時も強く保険とも言える、平常時は約10％前後の増収でした)
今回は台風の為、無処理区の収量が約半分で品質も落ちていたが、処理区は通常通り

に近い収量に加え、品質も通常通りであった。

全体に健康で元気な為、台風他災害に強く今回の台風でも思わぬ保険となった。



ＪＡ日の出営農本部による

『白菜育苗肥料比較試験』

全国から集められた「主要活性資材７社」の

合同試験バランス（Ｔ/Ｒ比）の良い苗づくり。

◎結果：試験区①②共に元気根っこＢ１が

１番と認められました。

野菜は良い苗作りで決まる！

例例例例 ＨＨＨＨ



●試験方法（慣行区を含め８区画）

◆使用量: １回目 発芽７日 ２００倍

２回目 生育中間時期 ２００倍

３回目 定植前日 ２００倍

◆試験区①:意図的に蒸らし徒長させた苗の回復度試験

◆試験区②:健全育苗試験

◎散布回数と倍率は各圃場の方法により変わります。



↑
元
気
根
っ
こ

処
理
区

↑
慣
行
区

試験区①試験区①試験区①試験区① （軟弱徒長をさせた貧弱な苗をもどす）（軟弱徒長をさせた貧弱な苗をもどす）（軟弱徒長をさせた貧弱な苗をもどす）（軟弱徒長をさせた貧弱な苗をもどす）

Ａ社Ａ社Ａ社Ａ社

Ｅ社Ｅ社Ｅ社Ｅ社
Ｄ社Ｄ社Ｄ社Ｄ社 Ｆ社Ｆ社Ｆ社Ｆ社

Ｃ社Ｃ社Ｃ社Ｃ社Ｂ社Ｂ社Ｂ社Ｂ社



↑元気根っこ処理区 ↑慣行区

試験区①軟弱徒長をさせた貧弱な苗をまともな

状態にもどす試験。(意図的に蒸らした貧弱苗)

完全回復した。 貧弱なまま。

試験区①試験区①試験区①試験区① （徒長苗）（徒長苗）（徒長苗）（徒長苗）



試験区②試験区②試験区②試験区②（健全苗の根と葉「（健全苗の根と葉「（健全苗の根と葉「（健全苗の根と葉「T/RT/RT/RT/R比」を良くする）比」を良くする）比」を良くする）比」を良くする）

Ａ社Ａ社Ａ社Ａ社 Ｂ社Ｂ社Ｂ社Ｂ社 Ｃ社Ｃ社Ｃ社Ｃ社

Ｄ社Ｄ社Ｄ社Ｄ社 Ｅ社Ｅ社Ｅ社Ｅ社 Ｆ社Ｆ社Ｆ社Ｆ社

↑
元
気
根
っ
こ

処
理
区

↑
慣
行
区



↑元気根っこ処理区 ↑慣行区

試験区② （健全苗）

試験区②肥料だけではできなかった良い

バランス「T/R比」の苗を育てる試験。

理想のバランス。 特に根が少ない。



◆育苗時に散布する事で根に共生菌を殖やし菌が根をガードし、◆育苗時に散布する事で根に共生菌を殖やし菌が根をガードし、◆育苗時に散布する事で根に共生菌を殖やし菌が根をガードし、◆育苗時に散布する事で根に共生菌を殖やし菌が根をガードし、

根から起こる障害は活性により軽減させています。「長年の試験より」根から起こる障害は活性により軽減させています。「長年の試験より」根から起こる障害は活性により軽減させています。「長年の試験より」根から起こる障害は活性により軽減させています。「長年の試験より」

◆◆◆◆ 有機又低農薬栽培は、定植後も動噴等で散布する事がお勧め。有機又低農薬栽培は、定植後も動噴等で散布する事がお勧め。有機又低農薬栽培は、定植後も動噴等で散布する事がお勧め。有機又低農薬栽培は、定植後も動噴等で散布する事がお勧め。

◎結果

◆草丈・葉長・葉幅・葉数・地上部新鮮重・地下部新鮮重全ての◆草丈・葉長・葉幅・葉数・地上部新鮮重・地下部新鮮重全ての◆草丈・葉長・葉幅・葉数・地上部新鮮重・地下部新鮮重全ての◆草丈・葉長・葉幅・葉数・地上部新鮮重・地下部新鮮重全ての

項目を総合した結果、試験区①、試験区②共に項目を総合した結果、試験区①、試験区②共に項目を総合した結果、試験区①、試験区②共に項目を総合した結果、試験区①、試験区②共に元気根っこＢ１元気根っこＢ１元気根っこＢ１元気根っこＢ１

((((全植物用全植物用全植物用全植物用))))資材が最良結果となった。資材が最良結果となった。資材が最良結果となった。資材が最良結果となった。

◆特に意図的に蒸らして徒長させた苗（試験区①）が数日で正常◆特に意図的に蒸らして徒長させた苗（試験区①）が数日で正常◆特に意図的に蒸らして徒長させた苗（試験区①）が数日で正常◆特に意図的に蒸らして徒長させた苗（試験区①）が数日で正常

なバランスに戻った事は高評価を頂き、ＪＡ日の出購買課によるなバランスに戻った事は高評価を頂き、ＪＡ日の出購買課によるなバランスに戻った事は高評価を頂き、ＪＡ日の出購買課によるなバランスに戻った事は高評価を頂き、ＪＡ日の出購買課による

販売開始となった。販売開始となった。販売開始となった。販売開始となった。

◎参考



土壌障害対策の使用例と結果土壌障害対策の使用例と結果土壌障害対策の使用例と結果土壌障害対策の使用例と結果

（主には牛糞の未醗酵「内尿の（主には牛糞の未醗酵「内尿の（主には牛糞の未醗酵「内尿の（主には牛糞の未醗酵「内尿の

発酵不足の塩害も含む」他）発酵不足の塩害も含む」他）発酵不足の塩害も含む」他）発酵不足の塩害も含む」他）

元気根っこB3を筋蒔きし、Ｂ１を
併用使用した。

ジャンボニンニクでの障害対策の

使用例。

例例例例 ＩＩＩＩ



時期 :平成１８年 ９月

場所:兵庫県洲本市

対象:兵庫県推奨、ジャンボにんにくグループ圃場

資材:元気根っこＢ３（ペレットタイプ）を一株５ｇ
元気根っこＢ１ を５００倍にて生育途中２回根に散布。

状況:普及センター指導員の方よりご相談を受け、肥料設計
等土壌調査にて全容把握。

結果:試験圃場の９５％はまともに生育し増収・高額で売れ、
来年度の種にも使え、経費の削減にもなり、グループ

全３反分で約８０万以上の増益結果、ニンニク作り

８年目でまともに収穫できたと喜んで頂きました。

「神戸新聞社取材記事参照」



ペレットをみぞに筋蒔きをし、種植え。ペレットをみぞに筋蒔きをし、種植え。ペレットをみぞに筋蒔きをし、種植え。ペレットをみぞに筋蒔きをし、種植え。 約約約約95%元気に収穫が出来たとの事。元気に収穫が出来たとの事。元気に収穫が出来たとの事。元気に収穫が出来たとの事。



無処理区 元気根っこ処理区



連作障害他によって悩まされていた圃場の作物が

元気根っこ資材の活性他によって解消できました。



玉ねぎへの使用例

例例例例 ＪＪＪＪ





元気根っこ資材等で綺麗で高品質の無農薬たまねぎの実現。



■注意）秋トマトに対する資材改良前の■注意）秋トマトに対する資材改良前の■注意）秋トマトに対する資材改良前の■注意）秋トマトに対する資材改良前の(微生物成分時代微生物成分時代微生物成分時代微生物成分時代)データです。データです。データです。データです。

■現在は２種類の酵素類を特殊製法で濃縮しています。■現在は２種類の酵素類を特殊製法で濃縮しています。■現在は２種類の酵素類を特殊製法で濃縮しています。■現在は２種類の酵素類を特殊製法で濃縮しています。

処理区は、根張りがよく育成が旺盛のため初期の収量は慣行区よりやや劣ったが３～

４段目の花房の段とびもなく、慣行区に比べ収量、品質ともに優れていたので夏秋の

トマト栽培での使用は極めて有効である事が実証された。

7月月月月9日処理区日処理区日処理区日処理区 7月月月月9日無処理区日無処理区日無処理区日無処理区

処

理

区

慣行区

慣

行

区

処理区
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●注意）下記表は資材改良前（微生物時代）のデータです。●注意）下記表は資材改良前（微生物時代）のデータです。●注意）下記表は資材改良前（微生物時代）のデータです。●注意）下記表は資材改良前（微生物時代）のデータです。

●現在は２種類の酵素類を特定し、作用が広がり又効果も高くなりました。●現在は２種類の酵素類を特定し、作用が広がり又効果も高くなりました。●現在は２種類の酵素類を特定し、作用が広がり又効果も高くなりました。●現在は２種類の酵素類を特定し、作用が広がり又効果も高くなりました。

施用試験４作目施用試験４作目施用試験４作目施用試験４作目(試験圃場試験圃場試験圃場試験圃場)
■品■品■品■品 種：アレンジメント・アスター種：アレンジメント・アスター種：アレンジメント・アスター種：アレンジメント・アスター(菊科菊科菊科菊科)

フザリウムの障害に弱く、連作ができないとされている。フザリウムの障害に弱く、連作ができないとされている。フザリウムの障害に弱く、連作ができないとされている。フザリウムの障害に弱く、連作ができないとされている。

■経■経■経■経 緯：平成緯：平成緯：平成緯：平成14年年年年9月から連作障害の緩和に有効と見られる資材を月から連作障害の緩和に有効と見られる資材を月から連作障害の緩和に有効と見られる資材を月から連作障害の緩和に有効と見られる資材を3種類選定し、種類選定し、種類選定し、種類選定し、3作連作を行った結果、作連作を行った結果、作連作を行った結果、作連作を行った結果、

当社有機活性液が最も結果が良かった事から、４作目は使用量を確認するための試験を実施した。当社有機活性液が最も結果が良かった事から、４作目は使用量を確認するための試験を実施した。当社有機活性液が最も結果が良かった事から、４作目は使用量を確認するための試験を実施した。当社有機活性液が最も結果が良かった事から、４作目は使用量を確認するための試験を実施した。

■試験方法：土壌消毒は蒸気で実施。畝立て後■試験方法：土壌消毒は蒸気で実施。畝立て後■試験方法：土壌消毒は蒸気で実施。畝立て後■試験方法：土壌消毒は蒸気で実施。畝立て後(新名称新名称新名称新名称)元気根っこ（粉）を混和。液は未使用。元気根っこ（粉）を混和。液は未使用。元気根っこ（粉）を混和。液は未使用。元気根っこ（粉）を混和。液は未使用。

■定■定■定■定 植：平成１５年５月植：平成１５年５月植：平成１５年５月植：平成１５年５月29日日日日
■撮影日：平成１５年■撮影日：平成１５年■撮影日：平成１５年■撮影日：平成１５年7月月月月18日日日日

対照区対照区対照区対照区
元気根っこ使用区元気根っこ使用区元気根っこ使用区元気根っこ使用区



報道機関による取材

東日本大震災におけるボランティア活動について



NHKニュース内、６月 取材内容

陸前高田市役所及び、高田の松を守る会様との支援連携の挨拶から、元気根っこ

元気根っこ樹木用活性活力資材により、阪神大震災による芦屋公園全体の松原激

害を回復させた内容等。

約２５年以上続く全国各地での回復活動作業から、陸前高田市奇跡の一本松復

興支援等についての取材、数回放映。



テレビ大阪、ニュースBIZ番組内の取材内容 ５月

元気根っこ樹木用活性活力材により、各地のゴルフ場の松・全植物の活性保護から、

台風２８号による大浜公園全松林の津波を被り塩害他根の衰弱からの各病害での

激害回復の実績例等。

『津波に耐えた一本松を守れ』の中で、現地入りでの治療作業風景他今後の計画

等と、陸前高田 希望の一本松の治療作業風景他が放映。

ＴＶ大阪 ＮＥＷＳ ＢＩＺ



毎日放送、 ニュースVOICE 内取材内容５月

元気根っこ樹木用活性活力資材 支援提供から、阪神大震災による芦屋市公園

全体の松原激害を回復させた内容等。

約２５年以上続く全国各地での回復活動作業、陸前高田市 希望の一本松支援

と活性資材での治療の様子他が放映。



神戸新聞の取材記事 ６月 （他、各多数のマスメディア様）

元気根っこ樹木用活性活力資材支援提供から、活性材により阪神大震災による

芦屋公園全体の松原激害を回復させた内容他。

約２５年以上の全国各地での松林・桜並木・多種植物回復活動作業から、陸前

高田市 希望の一本松復興支援等についての取材が掲載。
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■震災初期４月の状態。

元気根っこ樹木用散布開始。

■この様に根が塩漬け状態

■当社の見解は重機で松を持ち上げ、底に土

を入れ活性材等で根を回復させる事でしたが、

重機が現場まで入らず断念、しかし７月に新芽

を出させる処迄は頑張り効果も持続しましたが。

■６月以降、他の業者様により鉄板の打ち込み

をしたが水路に届か無かった様で。また、生の

わらを根に被せた様なら発酵し根も腐るおそれ。

■元気根っこ樹木用で１０月迄延命させたが鉄板で

根の先端を切った事も考えられる、半水赤さび、

他業者様も頑張ったが残念です、前に進もう。



陸前高田希望の一本松の経緯

■4月中旬TVで知り心配で高田に現状問い合わせからの始まり。結果、高田の松を守る会及び市の担当者様等に

当社の元気根っこ資材を使用したいとの事で、先ず資材と資料を送り処置の指導を開始、５月現地入りし全状態調査

、最悪状況ではあったが多種処置内容をすれば回復の可能性はあった。

■松を持ち上げ砂を入れる事、重機で松土壌の周囲より圧縮圧力をかけると海水の水路は止まる可能性が大きかった

が支援者等が足りませんでした。

■現場作業内容は、当社アドバイスとは変わり、活性材を散布継続しながら見守っているだけとなってしまいました。

■今後当社に出来る事として、ホームページとユーチューブ等にて、災害前の高田の松原の状況と、災害後の状況を

公開 しつずける、又新計画検討中。

●松の下は昔気仙川があった様で、推測ですが約６－８ｍ地下より水路ができ吹き上がっている為、松を持ち上げ土を

入れ根を付かせる事が理想でしたが無理。周囲より重機で圧縮をかけ水路を止めるしか無いと判断していました。

（５月に松を重機で持ち上げ土を入れる方法は、被災直後では無理でした。）

●根が永遠と塩漬けの中、４月より１０月迄何とか延命はさせましたが限界があります。

「樹木医・農学博士等各専門家の意見では、塩漬け状態ではとっくに枯れているとの事ですが悔しいです」

●当社と各専門家のアドバイスとして、今後は松林以外も各種作業内容に適正なチェックが必要でしょう。

●物理的な多種問題で回復させられなかった事は初めてで諦めきれませんが、今後は松原・農地・市等再生復興の

お手伝いができればと前に向かいます。

◎今後、松原再生計画も決まり高田市の再生も徐々に進むように、 関係者各位他支援団体を含め、

早期復興を目指します。また２４年度宮城県名取市のひまわりプロジェクトでの塩害・土壌改良・植物

活性等の対策用に元気根っこ資材が選ばれ、資材提供と御指導に参加。

◎24年度からの支援として、先ず東日本全被災地の土壌改良、塩害・台風等災害予防・集品率の向上
対策として、農家対象に「元気根っ こB1活性材」を無料提供しました。
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■仙台市のひまわりプロジェクト開始

●東京のバスチームの方から仮設住宅の

地元の方を含めた各地ボランティアスタッフ

約２００人でのひまわりにこちゃんの土作りと

ひまわりの種まきが始まりました。

●直径９０ｍのひまわり公園

●同時期、仮設住宅横に庭園造りも。。。。

■被災地の塩害土壌「植物活性と土壌改良」

対策に選ばれ協賛する事となる。

●皆さんが楽しそうに頑張って撒いています。

私も有機活性材元気根っこＢ３「ペレット」提供

と、バーク堆肥配りや撒き方指導等の模様。

●仮設住宅横、庭園樹木・植物の根付けには

元気根っこSB7にて。
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●元気根っこＢ３「ペレット１０Ｋタイプ」■今回使用した資材と内容

通常のバーク堆肥

■ひまわりの予定本数約２万本■ひまわりの予定本数約２万本■ひまわりの予定本数約２万本■ひまわりの予定本数約２万本

●ベースの土壌は塩害後の砂。●ベースの土壌は塩害後の砂。●ベースの土壌は塩害後の砂。●ベースの土壌は塩害後の砂。

■ひまわり圃場土壌改良対策。■ひまわり圃場土壌改良対策。■ひまわり圃場土壌改良対策。■ひまわり圃場土壌改良対策。

１：ひまわりの種を置いた上に１：ひまわりの種を置いた上に１：ひまわりの種を置いた上に１：ひまわりの種を置いた上に

２：堆肥、約１００グラムをかぶせ２：堆肥、約１００グラムをかぶせ２：堆肥、約１００グラムをかぶせ２：堆肥、約１００グラムをかぶせ

３：３：３：３：元気根っこＢ３活性肥料を、塩害元気根っこＢ３活性肥料を、塩害元気根っこＢ３活性肥料を、塩害元気根っこＢ３活性肥料を、塩害

対策もあり対策もあり対策もあり対策もあり１本当たり約５１本当たり約５１本当たり約５１本当たり約５gとし、全体とし、全体とし、全体とし、全体

に撒いた。に撒いた。に撒いた。に撒いた。結果綺麗に咲きました。結果綺麗に咲きました。結果綺麗に咲きました。結果綺麗に咲きました。



79

●各種のハーブや思い出の木などを植えた

公園は仮設住宅の横に皆で作る作業で

おわれました。仮設の横に少しでも癒しをと

考えたのでしょう。各種のハーブや

思い出の木などを植えた公園は仮設住宅の

横に皆で作る作業でおわれました。

●苗木には元気根っこ活性材散布をして

あるので安心です。

●さつまいも畑、元気根っこ活性材使用。 ●私も含め主要メンバーの皆さんです。


