
ケイ酸・SiO4 の果実への実施例 ぶどう
2020,6,15 ブドウはジベレリン処理２回目の際の写真です。 

農薬散布時やジベ処理時にケイ酸 SiO4 の 500～1,000 倍も混 

用ここまでは順調ですが例年この後ほったらかしでダメになりま 

す。桃も農薬散布時に混用。さつまいもは去年の芋に 4 月から 

散水苗を切り 4 時間放置後 1 晩 500 倍ケイ素水につけたもの 

です。翌日植えました。 

2020,8,11   

巨峰 2020,8,11 2020,6,15 

巨砲は先週（8/8～)から収穫をしていました        藤念種 1 果の重量 

が、藤稔も土曜から収穫しました。１果１７g 

と優秀な出来栄えでした。 

ただ実らせ過ぎたのか？味が飛んでしまい 

糖度がでていないのでは？という感じです。                   1 果 17g 

例年よりも薄いような・・・一粒は大きくなった       1 房  

んですが・・・。  

巨砲は味も粒も本年は良かったです。 

果実のケイ酸 SiO4 事例 （いちじくポット栽培伝聞）より。        付記：廣見 勉 

収穫後、従来栽培とケイ酸水散布の個別に幹を切断したところ、従来「樹木」は容易

にノコで切断できるが、ケイ酸水使用の「樹木」については、水分量が多く容易に切

断できない。従来「樹木」には幹の中芯付近に水脈は見えないが、ケイ酸使用「木」

は中芯が緑を成し外皮も緑をなしている。これは樹木の活力が強く生長が続く。 

路地栽培では以上の効果（果実系樹木）は 3 年以上でも効果が現れにくい？。・・・.

ぶどう事例は少なくとも栽培環境ストレスに優位性を示している。（収穫後の枝剪定

に注視） 

株式会社ネオテック
〒811-3424 福岡県宗像市原町 2196-2 TEL 0940-37-2188(代)
HP　http://neotec-inc.com



 

2020,8,13 広島三次市・寺重氏の野菜葉 （生物顕微鏡観察 No,3） 

種別：キャベツ葉・きゅうり葉・なす葉 

観察主旨: ケイ酸の作用 （文献の引用より） 

水溶性ケイ酸は、水中で化学変化なく体内に 

吸収され、葉から水が蒸散するのに伴って、 

濃縮して沈積する。 

ある植物では代謝作用によって吸収すること 

は、これらが移動して中空の針や網を作る場 

合のように、非常に規則性の形で沈積する。 

葉から水が蒸散するにしたがって濃縮してゲル化する。ケイ酸はおそらく表皮細胞内で 

細胞膜のセルロースと有機結合している。繊維は生化学的に濃縮され、細胞膜の外

部で Si(OH)4 が出てくる。ケイ酸は Ca,P,K,Mg の集積と利用度を高める。 

ケイ酸の効果を現すためには Mg の存在が必要である。Mg が無いと植物はケイ酸を

吸収しない。 

説明① 説明② 

キャベツ葉 ナスビ葉

説明①：キャベツ葉に黒い輪に見えるが。  

説明②：ナスビ葉の細胞の規則性は良好。  説明③ なすび葉 

説明③：ナスビ葉にも黒い輪が発現。特に 

キュウリ葉は特大の黒輪を観察した。

「顕微鏡観察より」     付記・廣見 勉 

黒輪は、顕微鏡拡大倍率により、光合成を 

成す緑色クロロフィルと考えられ、ケイ酸の 

転流促進（葉脈搬送）が顕著である。 

ケイ酸の特長は吸収されているときには炭素の多くはアミノ酸に合成され、SiO2 の吸収

が止むと炭素は砂糖になっていく。

ご案内の農業「高機能植物土壌改質液 SiO4」は、最適化天然ミネラルバランス（ケイ酸、

サルフェート・マグネシュウム・カリウム、カルシュウム・ナトリウムで構成しています。



 

2020,8,13 広島三次市・佐々木氏の路地栽培より。 （生物顕微鏡観察 No,4） 

詳細記述は観察 No,3 で説明したが、特長のみ記述。 

ゴーヤ搾り液の光合成緑色「輪」 

他、以下、いづれも秩序ある細胞組織を成しています。 

ピーマン トマト

ブドウ（ピオーネ） 

オクラ 赤パプリカ 1 果の重量 



 

観葉植物と空間のやすらぎ （美容院からのお便り。） 

家庭菜園用・ｹｲｿｾｷｭﾘﾃｲ・SiO4 

これで不思議な空間に変わりました。 

2020,10,30 ～総合美容家・石川礼子 

夏の暑さをクーラーで過ごし、秋の気配と 

冬支度でお客様をお迎えしている美容院 

です。外気に直接触れられなかった環境 

で頑張ってくれた観葉植物にキャップ一杯 

のケイ酸と割水を与えてみました。 

約 5 日を経過したころから、玄関のバナナ 

は若葉で大きく広がり、パキラの葉も枚数 

が増え大きく育ち始めました。 

コーヒーの樹も、新芽と若葉の増加と共に

幹も比例して太くなってきました。胡蝶蘭 

は、このままでは開花？に至らない…の心 

配もなく満開を迎えています。(直径 12 ㎝) 

ケイ酸 SiO4 が、これほどまでに「緑」で答え

てくれるなど予想もしなかった驚きです。

以後 1 週間毎に樹々に話し掛けては水や

りです。

かつて、ケイ素は宇宙のチャンピオンと聞 

いた事があります。家庭菜園用と記されて 

いたので試みに樹々に与えた結果なので 

す。この緑から今まで気付かなかった自然 

の波動を感じます。 

私達は、最先端の IT 情報・経済・食品な 

どの文明を享受しています。しかし反面、自 

然界との交信は退化していると感じます。 

そこで、ヒトの感性は修行で磨けるものでな 

く、やすらぎから育まれるとするならば、樹々 

や花々が与える元気が安らぎです。 

そして、お客様のくつろぐひと時に貢献して 

います。ケイ酸の驚き！すばらしい。 

いつかは、ヒトの持つ感性で宇宙交信も可 

可能な未来が現実になれば、と夢みたい。 



共同家庭菜園 ケイ酸・SiO4 農法の指導成果 
広島県安芸高田市・(有)援農甲立ファームを見学して：報告 山中 雅寛氏

2020,12,09 

マツダスタジアムの 30 倍で農業生産（アスパラ栽培 etc）される家庭

菜園指導圃場を訪ねました。(有)援農甲立ファーム、光永 直義 社長 

は、農場に必要な堆肥やもみ殻燻炭など資源循環のエキスパートで 

あり、アスパラに至っては 20 年株を育て続けているプロ農業家です。 

2020,2 月から、ケイ酸 SiO4 の施肥・葉面散布等の協力を頂き、一定の 

成果を得て、家庭菜園者の指導を行っています。以下は共同ハウス及び路地栽培など、12

月の栽培成果を見学することが出来ました。①共同ハウス全景。②収穫時期を越したラッデ

シュです。通常は大きく育つ前にヒビ割れが生じますが丸くて大きな成果です。③収穫を逸し

たネギです。④調理前のネギです。⑤絞ったネギ汁です 

① ② ③ 

ネギは下仁田ネギまでに成長が続き、見学後

の料亭で「ネギ焼き」で関係者が食べました。 

とても甘くておいしい！「これは新しいブランド 

になる！」の意見もありました。この甘さを生物 

顕微鏡で解析したところ、六員環の細胞(ヘキ 

サゴン)が見られ、改めてケイ酸 SiO4 の作用を

確信する事ができました。光永 直義 社長は、 

適宜ケイ酸 SiO4 を 1,000 倍希釈して散布し ④  ④            ⑤ 

ていたそうです。特長あるケイ酸 SiO4 の多元素共有のケイ酸カルシウム・ケイ酸マグネシウ

ム・ケイ酸カリウム等、他の二価陽イオンや微量金属イオンの水和物である形成をご理解さ

れています。今回の発見は、ケイ酸農法が環境ストレスに強く、ケイ酸を多く吸収している作

物は病原菌に対する抗生物質の生産対応が早いため、被害がひどくなる前に病気を抑え込

む事ができていることです。また注目される BS(バイオステイミュラント～覚醒させる)や全身

獲得抵抗性誘導（SRS：Systemic Acquired Resistance）と同意語の植物全体の抵抗反応も発

揮できていた実態です。収穫時期を延長した野菜類も繊維が硬直することなく調理の工夫に

よって旨味が再現し、ヘテロ・ケイ酸 SiO4 の細胞壁組織（ヘキサゴン構造）で私達の健康が

支える農業の証明となっている事実に気づきました。 

 



 

アグリツーリズム Nora いちご栽培紹介

気軽に田舎暮らしが体験できる・ 福井県坂井市 2021,3,08 

天然ｹｲ酸ﾐﾈﾗﾙ SiO4 を用いた  いちご栽培・紅ほっぺ

天然ケイ酸は 

ケイ酸液 1000 薄めて散布

レストラン入口

で展示中 2020,10,10 2020,10,10 

この苺栽培は天然ケイ酸農法（BS；ﾊﾞｲｵｽﾃｲﾐｭﾗﾝﾄ～次世代卓越農法）で栽培しています。

次ページで説明 

栽培面積 30 アール 

収穫：12kg/毎日と自家ﾊﾟﾃｼｴのｹｰｷづくり。他 

外見：大きな粒、艶あり、香り高く、すっきりした甘さ。 

毎朝ハウス内温度が 24℃に達すると、蜜蜂が受粉 

活動をしています。  

糖度：11.5 %       栽培 3,000 株                   2021,3,08 

ケイ酸が吸収している時は、炭素の

多くはアミノ酸に合成され、ケイ酸の吸収が止むと、 

炭素は糖質になってゆく。 

苺の栄養とその効果 

※ 妊婦に必要な「葉酸」～胎児の障害ﾘｽｸを低減。

※ 女性の美肌や美白の栄養、免疫力ｱｯﾌﾟ。

※ ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ～視力回復効果、疲れ目の解消。

※ 食物繊維ﾍﾟｸﾁﾝ効果～便秘を解消。

※ 苺の栄養は冷凍しても特に問題はありません。 2021,3,08 紅ほっぺ 

ケイ酸・SiO4の果実への実施例



※ 天然・ケイ酸 SiO4 SecurityⓇの多元素共有成分・分析から。(mg/㍑）

分析項目 pH Mg Ca K SO4
-2 SiO2 H2SiO3 Br 

SiO4 Security® 8.1 330 43 100 420 170 300 1.8 

※ 植物とケイ酸説明

植物の代謝作用によってケイ酸を吸収することは、非常に規則性の形で沈積し、また葉脈か 

ら水が蒸散するに従って濃縮してゲル化します。ケイ酸はおそらく表皮細胞内で細胞膜のセ 

ルロースと有機結合し、繊維は生化学的に濃縮され、細胞膜の外部で Si(OH)4 が出てきます。

ケイ酸は Ca,P,K,Mg の集積と利用度を高めますが、生育の効果を現すためには Mg の存在が

必要であり、ケイ酸が少ないと植物はﾏｸﾞﾈｼｳﾑ(Mg)を吸収出来にくいです。 

商品名「ケイ素セキュリティ・ 

SiO4」は、Mg を含む必須 

ﾐﾈﾗﾙと共有結合していま

すので、無理なく野菜の鮮 

度・細胞の規則性・栄養価 

をもって成長する姿が確認  これも販売中です。 

できます。               ｹｲ酸ﾐﾈﾗﾙ SiO4 2021,3,08  細胞組織は下記説明 

生物顕微鏡によるイチゴの細胞組織（他の苺栽培には見られない優れた特長があります。） 

秩序ある細胞 すっきりした甘味 果汁のﾍｷｻｺﾞﾝ 無数に広がる六員環 

ケイ酸を用いた葉面散布は、全ての土壌タイプにおいて、単子葉植物と双子葉植物の根及び

植物の成長、収量及び品質の向上をもたらしました。これらの散布は生物的・非生物的ストレ

スに対して非常に効果的です。「ケイ素セキュリティは・SiO4」は、ヒトと動物の経口栄養補助

食品としてほぼ同じ濃度で使用されています。特に、ケイ酸を効率的に体内に取り込むため

には、水溶性ケイ酸からなるコロイド粒子のサイズを小さくすることが重要です。免疫力アップ

と健康維持にお勧めします。論文（Henk-Maarten Lane 2018, The Effects of Foliar Spray

s with Different Silicon Compounds,Plant ）販売：株式会社 Nora 電話：0776-43-0281



ケイ酸・SiO4 の花木の効果 牡丹 2021,4,20

 牡丹の花を切花用として庭に植えてあるのですが、昨年の開花後 

SiO4（1,000 倍）を 3 回程度忘れたころに葉面散布したところ、例年で 

すと 5 か 6 しか咲かなかった牡丹が本年は 13 輪ほど咲きました。 

手入はしていません。SiO4 の効果ならすごいです。   

家庭菜園・愛知県常滑市 松山 良博氏 

「牡丹」 インターネット情報より。付記：廣見 勉 

ボタンは美しさを象徴する植物であり、古くから、さまざまな工芸品や絵画の意匠と

しても用いられています。また、美しい女性の容姿や立ち居振る舞いが、「立てば芍

薬、座れば牡丹…」と形容されてきました。 

ボタンは 8 世紀に、中国から薬用植物として渡来したといわれていますが、その後、 

観賞用にも栽培されるようになり、江戸時代には数多くの観賞用の園芸品種が生み 

出されました。しかしながら、江戸時代のボタンの品種は、わずかにその名をとどめ 

るばかりで、現在栽培される品種の多くは、明治以降に作出されたものです。 

ボタンの野生種は、5 種ほどが中国に自生します。このうち、ボタン（Paeonia 

suffruticosa）は日本や中国で改良され、黄花の野生種ルテア（P. lutea）は主にフラ

ンスで、また暗紅紫色の花をもつデラバイ(P. delavayi）は、アメリカで交配親として用

いられ、独自の品種群がつくられました。これらのボタンは、昭和初期に日本へ輸入

されています。 

なお、ボタンとシャクヤクはともにボタン科ボタン属に含まれますが、ボタンは木本植

物、シャクヤクは、冬期に地上部が枯れる多年生の草本植物です。 

コロナウイルス感染症防止で閉じこもりがち、草木に親しめる絶好のチャンスです。



春の農家野菜報告 2021,5,31 

植物生理に最も必要な、ｹｲ酸（ｹｲ素ｾｷｭﾘﾃｨ SiO4）を散布して如何なる遺伝 

子の持つ野菜の本質を覚醒させ、収穫量と品質向上の確認の実証をしていま 

す。 

ところでエンドウ豆ですが、どうも直播きをすると発芽率がよくないようです。 

種豆は厳選したものなので、理由はよく分かりません。一つ考えられるのは鳩 

などの鳥類に食べられた可能性、もう一つは水の遣りすぎによる腐敗です。 

私は自宅の庭でポットに２粒ずつ播いて育て、適度な大きさになったら畑に移 

植しますが、発芽率はほぼ１００パーセントです。 

今回も、菜園で育った 3 種類野菜と食の紹介です。協力農家・大阪府泉南郡岬町 川嶋 立身氏 

循環在来種 在来種 

エンドウ豆

8 粒以上 

圃場 スーパー購入品

赤い・そら豆 圃場 赤が珍しい 

私達の食卓に感動を与えてくれる農産食材。  レシピ 白米 

一つ一つに生育の物語があり食する健康への そら豆 22 

感謝に溢れます。春の訪れを「赤いそらまめ」  水 60 

赤飯で味わい、直径 10 ㎝ もある早生「玉葱」 お酒小さじ 

にバターを載せて電子レンジで 7 分間蒸しまし 昆布だし 

た。甘味は最高！食卓は驚きと感動です。  塩分少々。……以上は圧力鍋で炊飯

しました。 



ケイ酸・SiO4 の果実への実施例

。 

消毒時にケイ酸 SiO4 の 500～1,000 倍も混合し 2 回、施しました。 

本来は葉脈 15 枚程度に 1 果の実りですが、ほったらかしで実は 

小さくなりました。来年は摘果を試みます。（果実加工は 20 分以内） 

家庭菜園・愛知県常滑市 松山 良博氏 2021,6,15 

長崎クイーン 茂木びわ 長崎・糖度 12.4％ ・茂木・糖度

13.3％

味わいはスッキリ。糖度で比較するならば、いちごより甘く 

ジャムとしても重宝なものです。 

  2020,6,15 

果肉細胞は秩序性に優れ、糖化を示しています。 果肉細胞 

びわ 1 果の大きさは、長崎 ≧ 茂木であり、 

糖度は、長崎 12.4% ≦ 茂木 13.3% であった。 

類例：いちじくより。 

従来「果樹木」には幹の中芯付近に水脈は見えないが、ケイ 

酸水使用の「果樹木」については、水分量が多く容易に切断 

できない。また、従来「樹木」には幹の中芯付近に水脈は見 

えないが、ケイ酸使用「果樹木」は中芯が緑を成し外皮も緑 

をなしている。 

これは果樹木の活力が強く生長が続く証拠。路地栽培では 

以上の効果（果樹木）は 3 年以上でも効果が現れにくいが、 

ポット栽培で連続栽培が容易であり、イチジクの四季を通じ 

た出荷目標も夢ではない。 

幹の外部分が緑色になっているのがケイ素セキュリティー 

SiO4×1000 倍希釈の水をかけていた幹です。 



1

ケイ酸・SiO4 の果実への実施例 

。樹齢 7 年です。直径 3m、高さ 6m、枝を広げで 

剪定し、消毒時にケイ酸 SiO4 の 500 倍を混合し 5 回施しました。 

樹歴：山梨県の鈴木隆雄氏が暁星の枝変わりより発見し選抜した大玉の 

新品種である。果重は 280～300 グラムで、若木のうちから果実が大きい。果皮は無袋で全 

面濃赤色に着色する。肉質は緻密で果汁多く、甘味が強く食味が優れている

樹勢は強い 1 果の重量  糖度 10.3～11.3% 

今年の袋掛けは 440 袋 採果数は 400 個程度です。 

昨年よりも出来栄えは良いです。表皮は手で簡単にむけ 

味わいはスッキリした甘さです。果重 242g～375g でした。 

糖度は 10,3～11.3 % もあり、これはプロ果樹生産者でな 

くても立派なものです。また生物顕微鏡観察でも果肉細 

胞には秩序性があります。（販売はしなくて贈答品活用）  簡単に皮は剥ける 

メモ（果糖）

 
 
 

 
 

果糖は血糖値の

上昇もおだやかで、血糖値が気になる方にも嬉しい糖分です。

そして果糖は、ブドウ糖やショ糖と比べて一番甘みが

強いです。 
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長梅雨のさなか、ピンポン玉の大きさ（実止まり）後、40 日（良天続きは 35 日）を経過して 

いたスイカの収穫です。路地では雨の影響もあって果実の水分吸収過多で割れるスイカが 

目につきました。生育にはケイ酸 SiO4 液を 500 倍に希釈して、3～4 回/2 週間毎に散布して 

いました。 

収穫して約 1 週間後にカットして驚きました。果肉の「赤」と皮の「白」の輪郭がはっきりした 

重量感のある成果です。糖度が 12.1% と高くスッキリした甘さの逸品です。 

圃場はスイカに限らず、トマト・ピーマン・オクラ・キュウリ・アバシーゴーヤなど所狭しと育って 

います。 

圃場には 

パクチー 

の花が咲 

き、漢方 

薬の香り 

が漂い、エキゾチックな雰囲気です。しかし香りが漂ってもカメムシの臭いや 

成虫の姿を見ることはありません。農薬は不使用です。 

ところで、専業農家ならば大型店への出荷は当然ながら、家庭菜園の少な 

いロットの逸品は、消費者の目に触れても理解は得られにくいのが実情です。 

近所には地産地消で人気の「道の駅 よってって みさき店」があります。自分 

の命を支える農産品は、無農薬・有機栽培を基本としていますが、その願いは 

消費者も同じです。これからは少量であっても、健康志向、農産品をどのように 

伝えるか！ケイ酸 SiO4 は不足しがちな有用ミネラルを 

蓄え、光合成を盛んにする野菜の必須元素です。 
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2021,6,05 

(有)山口健康生活ｾﾝﾀｰ様の水田 

より苗木 3 株を戴きました。 

四国川之江市 

で簡易な実験 

で成長を記録 実験苗 2021,6,05 苗 2021,6,05 田植え直後 

したものです。 

稲 7,07 7 ,13 7,24 8,08 

の 

ｹｲ

酸 

収 

奪 ③ ③ 

は ① ② ③ ② 

最 ② ③ ① 

大 

コメント 8,18 8,26 

枝分かれの始まった 3 株を①～③の 

10 ㍑ﾊﾞｹﾂにｹｲ酸 SiO4 のみ添加しま 

した。（薄め事例参照） 

分けつは 14 本程度になり、60 日後 

には③の株に花芽が発現、75 日で 

7①～③、全て稲穂になり始めまし  ② 

②。 ③ 

次回ﾚﾎﾟｰﾄでは、収穫後の粒    ③                   ① 

個数及び粒重量をお伝えします。 2021,4,12 製造品 SiO4 分析より   

商品荷姿 20 ㍑ 2 千倍に薄めて/40 ﾄﾝ・ 2 万倍に薄めて/400 ﾄﾝ 

ｹｲ酸 SiO4 粒子 1000 倍に薄め 2000 倍〃 4000 倍〃 8000倍〃 10,000 倍〃 20,000 倍〃 

24～6 億個/cc 11～5 億個/cc 13 億個/cc 8 億個/cc 2億個/cc 1.8 億個/cc 1 億個/cc 

種子発芽まで 4 日間浸漬｜        ｜ 

田植えまでの育苗期間｜ ｜ 

※使用頻度・圃場単位：20 ㍑/1 反・年間 代掻き時期｜ ｜ 


