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高濃度フルボ酸（フジミン ）
を利用した森林・農地の回復
®

Forest and Agricultural Land Improvement Using Highly Concentrated
Fulvic Acid (Fujimin)
フジミンとは？
フルボ酸の多くは、海外の採掘資源から抽出されているため、環境破壊や資源の枯渇の可能性があり、大きな問題となっている。
当社のフジミンは、海外の採掘資源に頼らず再生可能な資源である日本の森林資源を有効活用して製造した高濃度フルボ酸である。フルボ酸は主に以下の効果を持つ。
✓光合成の活性化

✓肥料の吸収効率の向上

✓土壌のpHの緩衝作用

✓土壌の団粒化促進

✓塩類の濃度障害を抑制

✓植物の頑健性向上

What is Fujimin ?

A large majority of fulvic acid is extracted from resources collected overseas. This is a majority issue due to the potential for environmental damage and resource depletion. We do
not rely on resources collected overseas, but instead use wood chips and organic acids produced in Japan. Fulvic acid has the following main effects;

✓Stimulation of photosynthesis ✓More efficient fertilizer absorption ✓Soil pH buffering ✓Accelerated soil aggregation ✓Controls salinity damage ✓Improved robustness of plants
事例紹介

1

/ Case Studies
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苗木の健全化・成長促進（日本）
Promoting seedling growth (Japan)

塩類集積した農地での米作り（パラグアイ）
Rice production on degraded farmland due to climate change (Paraguay)

高温障害により生育不良に陥ったスギの苗に、500倍
に希釈したフジミンを散布した。散布2か月後には、
高温障害を受けていたスギ苗の2/3が健全な生育状況
に回復した。
散布前 Before

Fujimin, diluted 500 times by water, was sprayed on
the cedar seedlings that had grown poorly due to
high-temperature damage. Two months after
spraying, two-thirds of the seedlings recovered to a
healthy growth condition.

散布後 After

フジミン未散布 Without Fujimin

Paddy rice farmland was degraded due to salt
accumulation caused by climate change. Fujimin was
used to improve this farmland. It improved the leaf
color, root length and the volume of roots.

塩類濃度が高い値を示す津波堆積物にフジミンを利用し、除塩を行った。
これにより、津波堆積物はクロマツ海岸林造成のための盛土材として使用可
能となった。

Fujimin was used to remove salt from the tsunami deposit, which showed
high salt concentration. As a result, it can be used as fill material for the
construction of the coastal forest of Japanese black pine.

フジミン散布 With Fujimin

フジミンによる持続可能な地球環境創出への取り組み /

1 持続可能な森林経営への貢献

気候変動の影響による塩類集積によって水稲農地が劣化
していた。この農地にフジミンを使用し土壌改良を行っ
た。葉の色、根の伸長・量の改善が確認でき、稲の生長
を促進することが可能となった。
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津波堆積物の土壌改善による健全な海岸林の再生（日本）
Rehabilitation of Healthy Coastal Forests through Soil
Improvement of Tsunami Deposits (Japan)

Approach to Create the Sustainable Global Environment by Fujimin

Contribution to The Sustainable Forest Management

フジミンは森林の苗の頑健性を向上させる効果を持っており、特に植栽時にフジミンを散布することで苗の活着率を
高め生長促進させる。これにより、早期に効率よく健全な森林の回復が可能となる。また、フジミンは間伐材など森
林副産物から精製されることから、森林資源の循環利用および林業・木材産業の成長産業化、ひいては地域の活性化
などサステナブルな森林経営への貢献に繋がる。

Fujimin has the effect of improving the robustness of forest seedlings. In addition, spraying Fujimin will increase the
rate of seedling survival rate and growth speed. As a reslut, a healthy forest can be restored quickly and efficiently.
Since Fujimin is produced from forest by-products, it will contribute to sustainable forest management through the
recycling of the forest resources, promote forestry and regional development.
https://www.jce.co.jp/case/fujimin/

2 脱炭素社会実現への貢献

Contribution to The Realization of a Carbon-Free Society

近年、気候変動による温暖化、塩類集積、干ばつなどによって世界各地で農地の劣化が進行している。フジミンを散布
することで農地の劣化を抑制し、健全な土壌へ改良することが可能となる。また、フジミンの利用によって健全な農地
を増加させることで、環境に配慮しない焼き畑農業による森林減少の抑制が可能となる。これによって、二酸化炭素固
定量を増加させ、脱炭素社会実現への貢献に繋がる。

In Recent years, Degradation of agricultural land has been progressing due to global warming, salinization and draught
caused by climate change. Fujimin can mitigate soil degradation and improve the soil condition. In addition, it will be
possible to reduce deforestation caused by slash-and-burn agriculture which is not environmentally friendly. This will
increase the amount of CO2 fixation and contribute to the realization of carbon-free society.

