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１．サイオンEM（有用微生物群）とは？
       EMとは有用微生物群の英語名、Effective Microorganismsの頭文字か

ら付けられた造語です。乳酸菌、酵母、光合成細菌、放線菌などの食品
加工等にも利用される安全な発酵菌を中心とした有用微生物によって構
成されており、単一種ではなく複合微生物資材という特徴があります。
（※特にEM菌というものは存在しておりません。）

▲乳酸菌 ▲酵母 ▲光合成細菌

【サイオンEMの特徴】

単一種では無く多くの菌を複合培養にする事により、単一種又は自然　
　 界では作り出す事が出来なかった新たな効果や新たな有用物質を作り  
   出すことが出来るようになりました。有用な菌を選択し基質（エサ）や適   
   合環境の違う菌を複合培養する事がサイオンEM技術です。



EMの歴史
　 EMは1983年に弊社サン興産業が沖縄県にて農業用微生物資材と
して初めて開発し製造販売しました。1985年土壌微生物応用研究会
を立ち上げ、琉球大学の比嘉教授を会長に迎え本格的な普及体制を
とる事になり、製造開発はサン興産業、比嘉教授は現場でのEM使用
方法の確立と役割分担をしました。その後12年に渡り弊社サイオン1
号～3号提供のもとで使用方法確立の研究を通し、比嘉教授はEMの
概念を作り上げました。その後EMは農業用のみならず、環境・健康を
始め多くの分野に利用されております。
　また弊社サイオンEMを販売していました世界救世教の下部組織で
あるEM研究所が弊社EM種菌を基に製造を開始しました。この世界救
世教のもつ世界的な組織を利用する事によって、EMが世界に認知さ
れるようになり現在に至っています。尚且つEM普及の大きな力となる
EM研究機構（EMRO）が設立されたのはEMが弊社により世に出た10
年後の1994年です。同年1994年頃より比嘉教授は弊社サイオン1～3
号を基に比嘉EM（公称5科10属80余種）を開発発見したとしています
が、公平なる第三者機関からの比嘉EMを公認確認出来たとの報告
はありません。　



EMの役割
　土壌中には大きく分けて有用菌（10~20%）・悪玉菌（10~20%）・日和見
菌（60~80%）がいます。この中で圧倒的多数を占めるのが日和見菌で
す。この日和見菌にはリーダー的な微生物がいると、同じ様な働きを
する傾向があります。悪玉菌が優位に立った場合、日和見菌は悪玉
菌に従い腐敗や病原菌・その他我々にとって有害と考えられる多くの
事を引き起こします。現在の多くの環境は土壌中以外でも悪玉菌優
位と考えられてます。
　従ってリーダー的な善玉菌が配合されているサイオンEMを使用する
事で善玉菌が土壌中において優位に立ち日和見菌を従わせ、結果土
壌の団粒化を促進し、水はけがよく水持ちや肥料持ちの良い植物栽
培に適した土にする事が出来るのです。サイオンEMを活用する事で
悪玉菌優位の環境を善玉菌優位の環境に変える事、これがサイオン
EMの大きな役割です。
　また善玉菌優位の環境へと変える事は菌のみによっての現象では
なく、菌と菌が作り出す抗酸化物質との相乗効果によって起こります。
尚且つ菌の作り出す抗酸化物質は土壌自体を酸化や腐敗が起こりに
くい状態に変える事が出来ます。従って菌が作り出す抗酸化物質の
利用も今後の大きな課題です。
　



2．サイオンEMとは？
サイオンEM1号
　 乳酸菌・酵母・放線菌・光合成細菌・糸状菌複合培養液

　　 【利用目的】：土壌改良用

【特徴】：
①土壌の団粒化を促進し水はけがよく水持ちや肥料持ち
　のよい、植物の生育にとって理想的な土壌環境を作る
②土壌中の悪玉菌(有害微生物)を抑える
③善玉菌(有用微生物)を呼び込み病気のでない土へ
④善玉菌によって土壌中の有機物を発酵分解し栄養豊か
　な土にする
⑤善玉菌が有用物を分解消化し、植物が利用・吸収しや
　すい物質に変える事で肥料効果アップ

サイオンEM1号を土壌に散布する事で土の団粒化を促進、また病気の元となる悪玉菌
の増殖を抑制し、植物の成長に最適な環境（土壌）を作る事が出来ます。



2．サイオンEMとは？
サイオンEM２号

　 放線菌主体発酵抽出液

　　 【利用目的】：葉面散布用

【特徴】：
①悪玉菌(有害微生物)の増殖を抑制。作物の地上部を守る
②善玉菌と善玉菌が作る生理活性物質を葉面から吸収し
　病気に強く、植物の健全な生育を手助け
③悪玉菌が住めない、他の善玉菌(有用微生物)が住みよい
　環境を作る
④連作障害の防止。また台風からの立ち直りが早く、成
　り疲れを抑える

サイオンEM2号を葉面又は土壌に散布する事で悪玉菌の増殖を抑制。また善玉菌の生成する物質で植物自体の抵抗力がアップ。

病気に強い健全な生育を手助けします。

サイオンEM2号を葉面に散布する事で悪玉菌の増殖を抑制。また善玉菌の生成する
物質で植物自体の抵抗力がアップ。病気に強い健全な生育を手助けします。



2．サイオンEMとは？
サイオンEM３号

　 光合成細菌主体発酵抽出液

　　 【利用目的】：葉面散布用

【特徴】：
①日照不足を補い活発な光合成を促進。作物の糖度を高
　める
②各種生理活性物質の合成を促し、植物の健全な生理生
　育サイクルを保つ
③発芽・開花・結実・登熟の促進
④光合成細菌の作り出す物質が肥料効果になり、作物の
　品質向上&収穫量アップ

サイオンEM3号を葉面または土壌に散布する事で植物の活発な光合成を促進。作物の品質向上と健全な生育を促し、収穫物の

日持ちを良くします。

サイオンEM3号を葉面または土壌に散布する事で植物の活発な光合成を促進。作物
の品質向上と健全な生育を促し、収穫物の日持ちを良くします。

サイオン３号を葉面に散布する事で植物の活発な光合成を促進。作物の品質向上と
健全な生育を促し、収穫物の日持ちを良くします。



2．サイオンEMとは？
サイオンEM４号

　 乳酸菌・酵母主体複合培養液

　　 【利用目的】：土壌改良用

【特徴】：
①土壌の団粒化を促進し水はけがよく水持ちや肥料持ち
　のよい、植物の生育にとって理想的な土壌環境を作る
②土壌中の悪玉菌(有害微生物)を抑える
③善玉菌(有用微生物)を呼び込み病気のでない土へ
④善玉菌によって土壌中の有機物を発酵分解し栄養豊か
　な土にする
⑤善玉菌が有用物を分解消化し、植物が利用・吸収しや
　すい物質に変える事で肥料効果アップ

サイオンEM4号を土壌に散布する事で土の団粒化を促進、また病気の元となる悪玉菌
の増殖を抑制し、植物の成長に最適な環境(土壌)を作る事が出来ます。



2．サイオンEMとは？
サイオンスーパーEM

　 EM1号・2号・3号(乳酸菌・酵母・放線菌・光合成細菌・糸状菌)
複合培養液

　　

【利用目的】：土作り・灌注・葉面散布・堆肥作り

【特徴】：
①土壌中の悪玉菌(有害微生物)を抑える
②悪玉菌の侵入・定着を抑制。病気に強く植物の健全な 
　生育を手助け
③日照不足を補い活発な光合成を促進。作物の糖度を高
　め品質向上
④善玉菌が有機物を分解消化し、植物が利用・吸収しや
　すい物質に変える事で肥料効果アップ

サイオンEM1～3号を、水を加えずバランス良く濃縮配合。圧倒的なパワーで土壌改良・病気予防・品質向上・収穫量アップに効果

的。

EM1が進化してスーパーEMに！サイオンEM1～3号を水を加えずバランス良く濃縮混
合。圧倒的なパワーで土壌改良・病気予防・品質向上・収穫量アップに効果的。



３．各事業におけるサイオンEMの効果
【農業】

土作りがメイン
土壌微生物が有機物を分解し、植物が利用しやすい形にする。
土自体が発酵する事で堆肥等の食物繊維を利用し、団粒構造を作る。通気
　性・保水力・排水性に優れた土へと変える。（液相・気相・固相の三相分布を
　実現）
善玉菌が優勢する事により病気が減り、害虫への抵抗力も付くため、薬品類
　の使用を抑える事が出来る。
葉面に散布する事で病害虫からのバリアーを作る。光合成を促進させる。

▲団粒の内部には食
　 物繊維が吸収した   
   水分や養分、そして 
   有用微生物が豊富  
   に含まれている。



３．各事業におけるサイオンEMの効果

【畜産】

『食べさせる、飲ませる、散布する』
水や餌に混ぜて食べさせる事で腸内環境を改善し、糞尿の臭気を減少させ  
  る事が可能。腸内環境が整う事により健全な生育となる。
散布する事で畜舎の臭気を減少させる。
排泄物等の有機物を発酵・分解させる事で腐敗を防ぐ事で、良質な堆肥が　
　作れ、また家畜の糞尿を原因とする悪臭緩和やハエの駆除が期待できる。
家畜の健康増進、対病気への抵抗力向上、死亡率の低下、肉質の向上、飼
　料効率の向上、畜舎の衛生状態改善、ストレス減少、製品の品質向上、堆　
　肥の高品質化。



３．各事業におけるサイオンEMの効果

【漁業（養殖業）】

『腐敗菌・病原菌優勢の環境』から『善玉菌の優勢する環境』へ
水底に堆積したヘドロを分解する事で、有毒ガスの発生を抑える。またエサ
　等の有機物未分解による水質の汚染や劣化を抑える。
水の劣化を遅らす事により、長期に渡り水の入れ換え頻度が少なくなる。
水中の雑菌・腐敗菌を抑える事により病気の発生が減少する。
善玉菌の優勢する環境へと変える事で、養殖対象物を健康にする。



３．各事業におけるサイオンEMの効果

【環境浄化】

環境汚染の発生を防ぐ
工場廃水を浄化再利用する事で、垂れ流し等による環境汚染の発生を防ぐ
下水処理能力の向上が図れる。
下水処理に伴う悪臭を抑える。
食品工場残渣等の廃棄物を再利用可能にし、再資源化を図る。
家庭から排出される生ゴミを有機肥料として再利用する。
汚染された河川・湖沼を浄化する。



サン興産業の考える環境活動

現在の廃棄物処理システムの多くは焼却または化学処理等が用いられ、
結果的に二次汚染を引き起こしているという事が現状です。

弊社サン興産業は廃棄物の中で特に処理の困難な有機物（生ゴミ・家畜
糞・汚水・食品残渣・その他）に対して微生物を主に使い、二次汚染を
出さずに再資源として再利用する事を大きな目標としています。

酸化・腐敗する有機物を、乳酸菌や酵母菌・放線菌・光合成細菌等の自然
界に存在する微生物で還元・発酵する事によって二次汚染の無い、廃
棄物処理の確立に向け尽力しています。



４．事業紹介

【農業】
大里農場（サン興産業所有）　有機認定証明あり



大里農場



▲サイオンEMをたっぷり散布し
　 処理した堆肥。

サイオンEMをたっぷりと散布し処理　　  した堆肥

▲左記で作った上質な堆肥を使用。

作った上質な堆肥を使用

大里農場



表・裏に満遍なくサイオンEM　 を散布し
ます

大里農場

▲葉面の表・裏に万遍なく
　サイオンＥＭを散布する。

サイオンEMをたっぷりと散布し処理　　  した堆肥

▲放線菌が土壌に定着

サイオンEMをたっぷりと散布し処理　　  した堆肥

※放線菌：
　　抗生物質を作る基になる微生物



大里農場

▲成長したピーマンの苗



大里農場

▲出荷されるピーマン。サイオンEMによ
　 り品質が向上、常にA品が90%以上。



有用微生物群（サイオンＥＭ）による6年間にわたるピーマン連作栽培の推移。
通常の化学肥料、農薬を使用した慣行農法では3年目をピークに収量の低下を見ますが、このグ
ラフでは上昇に向かっていて、連作障害の現象は起こっていない。
尚、この実験農場は、過去数年間の化学肥料・農薬の継続的な使用によって、土壌は
疲弊し、作物が作れなくなり放置されていた。
（※収穫量は2010年を最高とし、その後横ばい又は減少しているのは他の実験も並行して行って
いる為。）
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▼弊社農場（大里農場）にて栽培し
　　たピーマン・他の有機栽培にて　
　　栽培したピーマン・スーパーにて
　　購入したピーマンを比較した写真。

　　　左：　サイオンEMで栽培
　　　中：  その他有機栽培
　　　右:    スーパーにて購入



▲サイオンEMを使って栽培された野菜は他の慣行農法で栽培された野菜と比較
　  して、その栄養素成分の有効吸収率が断然違います。
   通常10個分食べないと摂取出来ない栄養素を、サイオンEMで栽培された野菜  
   ならば１個その栄養素を摂取する事が出来ます。

▲サイオンＥＭを使って栽培された野菜は他の慣行農法で栽培された野菜と
　　比較して、その栄養素成分の有効吸収率が断然異なる。
　　通常１０個分食べないと摂取出来ない栄養素を、サイオンＥＭで栽培された
　　野菜とならば１個その栄養素を摂取する事が出来る。



４．事業紹介

【畜産】
小次郎の里（福岡県）

サイオンEMを使う事によって品質が向上し、他社卵との差別化に成功。
高値での販売にも関わらず多くの固定客の獲得。直販で利益もアップ。



小次郎の里

▲餌にEMボカシを混ぜて食べさせている。養鶏場独特の悪臭は無く、尚且つハエもい
　　ない。サイオンEMを使う事によって有機酸を摂取したハエが羽化障害を起こし、さな      
 　 ぎ以上に成長しない、その結果ハエがいないのである。



小次郎の里

▲鶏にストレスを与えずサイオンEMによって腸内細菌を整えてあげる事によって、高い産　
　 卵率を維持している。
▲鶏にストレスを与えずサイオンＥＭによって腸内環境を整えてあげる事によって、高い
　 産卵率を維持している。



小次郎の里

▲鶏の糞。通常と違いさらさらしており、
　臭いもほとんど無い。

▲左記の鶏糞を使って栽培された米



小次郎の里

▲生産された卵は黄身の色も濃く、味も濃厚。▲生産された卵は黄身の色も濃く、味も濃厚。



４．事業紹介

【漁業】
車海老養殖場（南城市板馬）約82,000㎡の面積池



▼サイオンEM処理前。汚泥が溜まっている。



板馬車海老養殖場

サさいお
▲サイオンＥＭを散布。池全体の砂にサイオンＥＭを混ぜ込む。



板馬車海老養殖場

▲エサにもサイオンEMを混ぜる。



板馬車海老養殖場

▲サイオンEM3号（光合成細菌主体）も

　　投入。



板馬車海老養殖場

豊富な植物性プランクトン(珪藻)が発生。▲ビタミン豊富な植物性プランクトン（珪藻）が発生。



板馬車海老養殖場



板馬車海老養殖場

▲栄養豊富なプランクトンをエビが食べる事によって、エビも栄養・色素・ハリの状態が
　 良くなった。



【サイオンEM技術の効果】

病気、特にビブリオ病の発病や感染の予防に速効性の強い力を持っているた   
   め、死亡率や斃死の数は非常に抑えられる。

抗生物質や薬品を一切使用しなくても海老の育成は確実に出来る。
全体的に餌の量を減らしても良い海老の育成は出来る。
サイオンEMを餌に混合は海老の成長、肥りや免疫力を高めるには良い影

　響を与える。
サイオンEMを使う事により出荷海老のつや感は良い。
池作りや池の環境をきれいに維持するには非常に良い。
シーズン中池のヘドロ分解が良くなり汚泥の量が減って、掃除は楽にな

　った。
硫化水素、メタンやアンモニアの発生を抑えるために発酵分解を良くし

　てくれる。
経済的にも20％～30％のコストダウンを出来る。

板車海老養殖場では平成14年大20期から収穫量が58トンから減り始め、第25期まで
には15トンまでに、実に1/4以上も急減した。しかしEM技入した結果、経費を20~30%抑
えたにも関わらず、たった1年間で収穫量が約２倍に増えた。

板馬活車海老養殖場では平成１４年第２０期から収穫量が５８トンから減り始め、第25期までに
は15トンまでに、実に1/4以上も急減した。しかしＥＭ技術を投入した結果、経費を20～30％抑え
たにも関わらず、たった１年間で収穫量が約２倍に増えた。



４．事業紹介
【環境浄化（工業廃水）】
リーガロイヤルホテル小倉（福岡県北九州市）

地下1階　地上30階　日量平均流入量200トン



リーガロイヤルホテル小倉

▲サイオンＥＭシステム排水処理フロー

EM



リーガロイヤルホテル小倉

▲サイオンＥＭ培養タンク ▲自働投入機・タイマー



リーガロイヤルホテル小倉

▲スクリーンから調整槽へ ▲汚泥層へ



リーガロイヤルホテル小倉

▲酵母の膜が張ったＥＭ培養タンク ▲サイオンＥＭ処理後の処理水



▲サイオンＥＭを使用後、１年間
　で汚泥搬出量、薬剤使用量の削減
　が目に見えて現れた。



リーガロイヤルホテル小倉



４．事業紹介

【環境浄化（家庭廃水）】
蔵々地区サイオンＥＭモデル事業（熊本県上天草）



▼排水路にはヘドロが堆積し、悪臭
（硫化臭）を放ち付近住民の環境問題
となっており、ハエや蚊、ゴキブリ、ム
カデ等の害虫の発生源にもなってい
る。



▼自治会、区長会・婦人会・老人会子供会等で
ＥＭ推進体制。毎週サイオンＥＭ活性液２００Ｌ
を作成し、出来た活性液は各家庭に無料配布。
また毎月１回ＥＭ団子を作り地区の側溝・排水
路・水路河川・漁港内へ投入した。



▼現地の観察記録として外観目視視察・ヘ
ドロ堆積状況等について写真管理を毎月
実施。また、水質検査による臭気・透明度・
ＣＯＤ（化学的酸素要求量）・ＰＨ（ペーハー
値）等について定期的に測定しています。



基準河川
数値

初回

日　時 2006/3/28
（火）

 4/27
（木）

5/25
（木）

6/1 3
（火）

7/1 1
（火）

８/８
（火）

9/5
(火）

1 0/1 0(
火）

1 1 /7
(火）

1 2/1 2(
火）

1 /1 8
(木）

2/20
(火）

3/20
(火）

天　候 晴れ 晴 晴 晴 晴 晴 雨 晴れ 晴れ 曇り 曇り 晴れ 晴れ

採水場所 松島町合
津川　　
役場前

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
 区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

蔵々地
 区Ｃ地
点

蔵々地
区Ｃ地
点

外観【色相】 微白濁色 微淡黄
濁色

微淡黄
色

淡緑 微淡黄
色

淡緑 淡黄緑
色

白濁色 淡黄緑
色

白濁色 白濁色 白色 白濁色

臭　気 無臭 微臭
(油脂
臭)

微臭 藻臭 藻臭 藻臭 微ガタ
臭

微臭 微ガタ
臭

無臭 微下水
臭

洗剤臭 微臭

透視度　㎝ １００以
上

31 48 1 9 55 1 1 1 6 44 1 6 24 26 20 20

ｐＨ　　-lo g[H+ ] 7.46 7.27 7.27 8.54 7.1 3 7.85 7.27 7.25 7.39 6.88 7.1 2 7.1 9 7.00

CO D-化学的酸素
要求量mg/L 2.9

6.2 8.1 23.0 7.1 1 2.0 9.7 1 0.0 1 5.0 6.5 1 1 .2 28.0 1 7.0

塩素イオン　mg/
L

29 1 06 66 1 1 6 66 2,084 1 74 7,764 1 2,464 355 206 81 1 42

アルカリ度　mg/
L

45 1 58 1 1 9 1 74 1 23 1 43 1 80 1 63 349 1 78 1 81 1 55 1 80

蒸発残留物　mg/
L

1 48 362 294 494 280 ー 602 1 5,050 5,866 934 620 41 0 550

大腸菌群数　
個/ml

ー 36,000 46,500 89,000 80,000 20,000 240,000 1 0,000 90,000 1 50,000 1 0,000 60000 480000

ヘドロ堆積水深ｃ
ｍ

ー 42 42 42 42 35 35 28 28 25 25 20 20

【蔵々地区水質検査結果報告書】



日　時 2006/3
/28
（火）

 4/27
（木）

5/25
（木）

6/13
（火）

7/11
（火）

8/8
（火）

9/5
(火）

10/10
(火）

11/7
(火）

12/12
(火）

1/18
(木）

2/20
(火）

3/20
(木）

COD-化学的酸素
要求量mg/L
（蔵々地区）

ー 6.2 8.1 23.0 7.1 12.0 9.7 10.0 15.0 6.5 11.2 28.0 17.0

COD（松島合津
河川）

2.9 3.00 2.40 2.00 3.10 3.00 2.40 2.60 1.90 1.90 1.30 1.30 1.30 

ヘドロ堆積水深
ｃｍ

42 42 42 42 42 35 35 28 28 25 25 20 19
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30

35

40
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0.0

5.0
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15.0

20.0

25.0

30.0

4/27（木） 5/25（木） 6/13（火） 7/11（火） 8/8（火） 9/5(火） 10/10(火） 11/7(火） 12/12(火） 1/18(木） 2/20(火） 3/20(木）

COD-化学的酸素要求量

mg/L（蔵々地区） ー

COD（松島合津河川） 2 .9

ヘドロ堆積水深ｃｍ 42

【蔵々地区水質検査・ヘドロ測定結果報告書】



【効果（住民の声）】

家の周りに撒いておくと蚊が寄りつかなくなった。

ＥＭ液で台所の床の隅々を拭いたらゴキブリが出なくなった。

ＥＭ液で畳を拭くとつやつやして以前のような新品の香りがしてきた。

床掃除では木の表面がワックスを掛けたようにつやつやになってきた。

排水溝のいやな臭いがしなくなった。

昨年よりゴキブリ・蚊・ハエ・ムカデ等の発生が少ない。

台所・風呂場・排水口のヌメリ、いやな臭いが無くなってきれいになった。

　　 風呂場の黒カビが消えた。

地区の道路側溝の上で仕事をしているとき昨年までは蚊に悩まされていたが今年
はあまり感じられない。

家の周りを取り囲むように排水路側溝があります、昨年までは網戸に蚊が一面真
っ黒になるくらいに張り付いていたのがＥＭを流すようになってからは今年はそ
れが一度もなかった。

夏場の排水路、ヘドロの悪臭は鼻を衝くくらいきつかったがＥＭの効果で今年は臭
いがしなくなった。



蔵々地区

▲Ｂｅｆｏｒｅ ▲Ａｆｔｅｒ



4.事業紹介
　【環境浄化】

石油スラッジ処理（パキスタン）
　　サイオンＥＭによってこの石油スラッジを発酵分解、及び
　　分解物の農作物肥料へと還元させる。



石油スラッジ処理

▲石油スラッジにサイオンＥＭを散布し、撹拌、万遍なく馴染ませる。



石油スラッジ処理

▲ビニールシートを被せ、発酵分解を促す。 ▲菌を定着させる



石油スラッジ処理

▲発酵完了。



石油スラッジ処理

▲サイオンＥＭで発酵処理さ
　　せたスラッジを食している。

▲後日、同じ場所にて。



▼サイオンＥＭで発酵処理した
　　スラッジを農作物肥料として
　　使用してみる。



▼実験農場にて比較実験



▼左上：土壌中の金属含有率

　 左下・右下：NPK及び有機
　　　　　　　　　成分比較表
　　　　　



補足事例紹介
【花と食のフェスティバル2013（野菜品評会）】

▲2013年トマト部門受賞者
   右上：金賞（大城盛助 氏）
　 左下：銀賞（当銘保盛 氏）
　 右下：銅賞（金城寿 氏）

三名ともサイオンEMを使用し、2013
年野菜品評会にて各賞受賞。現在も
サイオンEMの使用を継続中。



補足事例紹介
【ゴミ焼却施設（大分県）】

▼サイオンEMを廃棄物や館   
   内全体に散布する事で、悪  
   臭や害虫の発生・場内のア 
   ンモニア濃度が激減した。



5.まとめ

　以上の様にサイオンEMは農業・畜産・漁業・環境分野など、幅広い分野にて使用
でき、また様々な効果をもたらす事ができます。
　しかしEMは魔法の水でも、万能薬でもありません。EMは乳酸菌等を初めとする
生き物、微生物資材です。また微生物にも得意不得意があります。大量に投入す
れば効果が上がるものではありません。
　したがってEMのもたらす効果を引き出すためには、微生物が増殖できる環境を
人の手によって整える必要があります。人の手で微生物が活躍できる環境を整え
る、それによってEMが悪玉菌が住みにくく善玉菌が住みやすい環境を作る。このよ
うに正しく使用すれば、EMは期待以上の働き、効果をもたらす事ができます。
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