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桑園かんがいに関する研究

第 2報 自記かんがい水量指示計の試作

uJ:JI:;PiJUg.関口治郎
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3t~闘かんがいの、ヨ IWの課題は，かんがいの時期および水量を適確に判定し，その万法

を降、工することであるので，まずかんがいの時期と水!止を明らかにする乙とが必要であ

る この問題に閲する従来の研究には，桑閣の水分消費量(蒸発散蛍)を測定して日平

均蒸先限よさを求め，かんがいの問|析r:l数を決定しようとするもの4，7.13) かんがいの11<

i追試験を行ない，クワの成育が良好となった試験区の水量と間断日数から決定しようと

するもの人幻などがみられるー乙れらは歴史の浅い桑闘かんがいを適正に行なうために

役だてられてきたのであるが，試験の紡架から標準的な悲准を確立するに至っていな

v、.

一万，著者らは第 1 椴7) において，~園の蒸発 i技量は土壊の水分条件(かんがい程度)

によって著しく異なる ζ とを報告したーまた，土壌水分が十分ある条件であっても，

蒸(}吉)散量は測定時期および測定日によって異なるが，蒸発計蒸発量 (Ew)，乙対する蒸

(発)1技量 (ETまたは T)の比，すなわち蒸(発)散比(ET/Ewまたは T/Ew)をとれば，

測定時期および測定日に関係なく，ほぼ一定の債となる結果を得ている3，8，9).したがっ

て，きた閣かんがいの時期と水量;の判定は，蒸発計蒸発EIを1ま準l乙行なうととが合理的で

あるとL、える

今回の報告は， 仁J己の結果を実際lζ役だてるための計器「自記かんがい水量指示計」

の試作l乙関するものであるが，試作は 1968~'69 年度に行ない，現在，鳥取，岐阜，山

梨，長野の各蚕業試験場のと協力を得て，現地性能試験を実施中である

なお，乙の研究は1968年を除いて「特別研究」樹園地の水利用と土層改良法l乙関する

研究の一部として行なっているものであり，関係各{立に対し感謝の意を表する.また，

試作lζ当たり有意義なと助言と本稿のと校閲をいたTごいた間 和夫栽柔部長ならびに:ti)j

1-fi彦主長l乙対し感湾Jの語、を表する.

自記かんがい水量指示計の構造と使用法

構造
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第 l図 自記かんがい水量指示引の椛造 その 1 蒸発計

B:台， E:蒸発計， R:降雨のオーバーフロー用の穴と受け室

1 記録装置蒸発用浮子主への接続n，5 記録装置降雨用浮子室への接続n
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第 2図 自記かんがい水量指示alの俗15 その 2

B:台， D:排水口， E:蒸発用浮子室， F:浮子，

p:自記用ペン， R:降雨用浮子安， T: H指十

台の裳r(!I図
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記録装置の側面と裏面

H:取手， K:ケース，

1 蒸発言!との接続口， 2: Eの排水用コック， 3: Rからのオーバーフロー口，

4:Rの排水用コック 5・蒸発dr(降雨仁1) との接続口
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1"1，1己かんがい水忌指示計(以下，指示言iと略記する)は1968年に試作レ，これを1969'

年l己改良したが，その構造は第 1図および第 2図に示すとおりである すなわち，指示

言|は第 1図の蒸発計，第 2図の記録言|の二つの部分から偶成されている 蒸発計は直径

20cm，高さ 15cmの銅製の円筒であり， ζれl乙高さ 11cmの鉄製の台がついている.この

蒸発計は円筒のヒから1.5 cmの位置に径 9mmの三つの火をあけ，降雨が円的の上から流

三とするのを防ぐと同時に，穴から流出する水を記録i'¥1"f乙導びきこれを自記させることお

よび蒸発言|の下部l己記録計への接続行をつけ，蒸発および降雨に伴って1E化する蒸発計

内の水位を自記主せるように設計されている.第 2図l乙示した記録計は，蒸発計内の水

位の変化を自記させるための浮子宝(直径lOcm，高さ20cm) と軸の先端;に}JII圧できるぺ

ンをつけた浮子，蒸発計から流出する水を自記するための浮子室(直径14cm，高さ20cm}

とベンをつけた浮子，および記録川紙をつける 2週間巻の時計から構成されている

なお，記録計は縦，横34.5cm，高さ 8cmの鉄製の台に組みこみ，これに縦，横32.5c叫

高さ41.5cmの透明出化ビニール製のケースでおおいをするように設計されている.

J己主，mJ紙は加圧して自記できるHJ紙を採用し，指示日感は 2mm間隔， 150mmまでであ

る.この目盛は蒸発言l'(直径20cm) と浮子室(直径10cm) との合計回積l乙対する蒸発計

のuii債の比から求めたものである.I針F日量の目盛は，浮子室(直径14cm)の面積に対す

る蒸発計の面積の比によって求められるが，記録用紙が繁維になるのでこの印刷は省略

した.なお， 乙の比は 2.0であり，降雨量は用紙の指示日盛を 2倍すればよいので簡Jy1.

lとえとめることカfできる.

使用法

f旨ポ計は日あたり，風通しのよいJ~j所を選んで設置しなければならないが，その手)1買

はつぎのとおりである 1) よく準地した場所に 1~2 m離して蒸発計と記録計を置き 7

ビニーノレ管2本を用いて蒸発言[と記録計内の二つの浮子室とを述通する. 2) 記録用

紙をつけぺンに加圧する. 3) 蒸発計の水位が流出口の高さになるまで水を入れる.そ

して水{立が安定したときの記録言i指示がlOmm前後になるように蒸発言|あるいは記録計のi

高さを調節する 4) 蒸発計に水を入れるとき，降雨用の浮子室へ水の入る乙とがある

ので， この場合には指示計の指示が 2~8 mm程度になるように排水コックで調節する.

以上で指示計の設置が終了し，この状態をもって指示が開始されることになるが，開

始時期は十分な降雨あるいはかんがいの直後とする乙とが望ましい

指示計を用いてかんがいの時期および水量を決定するには，まず対象ほ場の有効水分

誌を調査し，指示言|の指示量が有効水分量の半量l乙淫した時をかんがい適期とし，この

l時の指示量をかんがい水量とする方法町有効水分の多少に関係なく，かんがいの間断日

数がすで、に決定されている計画かんがいには，かんがい直後からつぎのかんがい日まで

の!切聞における指示室をかんがい水量とする方法とのごつの方法が用いられる

つぎに1970年 7月22日から 8月4日までの 2週間，日野桑園の気象観測露場で自記さ
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第3図 自記かんがい水域指示JIの;lG録用紙と記j:;tの災例

測定期間:1970年7月22日から 8Jj4[lまでの一部

加圧記録用紙探刑

せた指示81のJ百小祉を示せば第 3悶のとおりである.すなわち，ここに取りあげた 2週

間は降雨がなかったので，蒸発計の;J<{l!:は時間の経過とともに次第に減少し， ji;ぷlLCは

70mmとなった したがって，乙の 2週間に必要なかんがい水足は約70mm， 1日当たりで

は約 5mmである .ζ の結果から若寄らが使用しているほ場では，ほi訪の百効水分がI山」と

から深さ50cmまで、lζ約60mm含まれるので 1回のかんがい水量は30mm限度が適当て、あり，

上記2週間には 2.5回程度のかんがいを行なえばよいことになる

考 察

柔閣の蒸発散l止(かんがいに必要な水量)は土Iftiからの蒸発足と作物体， とくに~~か

らの蒸散量の平I1である.したがってクヲの生理・生態的要素が加わるが，物理的には水

面からの蒸発とl司成，太陽エネルギーの気化潜熱消費による蒸発形態である.

すでに著者らは，桑閣の蒸発散比 (ET)やクワの蒸散量 (T)が蒸発言!の蒸発j止(E¥¥，)

と高い相関のあるととや，両者の比，すなわち;樹投比 (TjEw)，蒸発的比 (ETjEw)は

測定時の気象条件iζ関係なくほぼ似た値となることを明らかにした3，8，9) また，桑闘の

蒸発散比 (ETjEw)は1.O~ l. 5の範囲にある乙とも忍めている 10，12) これらの結果は，

東海j!.i畿農業試験場畑作部の結果l乙示されている木木性作物や下;l(本性作物の蒸発的j七
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(ETjEw)5，6)1こ比べて大差のないものであり，太陽エネルギーを消貸して行なう蒸発散

は，作物的要素の影響lζ比較して気象要素の影響が大きいものと推察される

自記かんがい水笠指示計の試作は，上記の蒸発散比 (ETjE，，)の結果を応用し，蒸発

~I の蒸発量 (E\\，)からかんがい水量を指示させるものであるが，同傑の計総はすでにか

んがい警報器として坂旧ら 11九加藤ら 5，引によって試作されている

著者が試作した指示計は，上記したかんがい警報保に比べ，蒸発泣および降雨量を自

記させ，蒸発散主主の日変化の推定ができること，また，機構上電気を使!I]する乙とがな

いので，ど乙でも使用できると乙ろに特徴がある。なお，指示計は蒸発計から流出す

る，いわゆる無効降I討を自記させているがz この理山は， 1準rI、jの強度が極端に大きい場

合，たとえばヒ療の透水速度を上1"1る強い降雨時には， rlJ!.J<:は地表を流れて無効水とな

り， とくにこの傾向は傾斜地で、天きくなるので，降雨の状態をま日り，適正なかんがいを

行なうために設けたものである したがって降雨の多少や強度は傾斜地における土壌侵

食に影響するなど他の耐にも活用できる.

指示言iの蒸発計(直径20cm，高さ 15cm)蒸発量比一般に用いられている蒸発計(直

径20cm，高さ 10cm)蒸発量より約16%大きくなる結果の得られた乙とは川浩の項で述べ

たとおりであるが， 乙れは一般の蒸発言|の場合は20mmの水を入れるのに対し，指示計の

蒸発言|では 浮子宝(直径10cm)の容積を加えた値で約 150mmの水を入れるため，蒸発

計の上部から水面iまでの距離が両者間lで、約60mmの差となり，乙れが原因して蒸発量K差

を'tじさせたものと考えられる このように指示引の蒸発量が一般の蒸発計の蒸発より

大きくなる結果は，実質的には，指示水量は一般の蒸発計の蒸発量より若干大きくなる

ことを意味するが，桑園の蒸発散比 (ETjE\\，) が1. 0~1. 5 の範囲にあることを考えれ

ば，上記結果はかんがいの適正化l乙役だつといえる

以1::，試作した自記かんがい水量指示計について考察してきたが，現在，浮子の動き

と匠l記ぺンの加圧度および降雨自記用の厚子室の容積を越える降雨を自記させる方法lζ

若干の問題が浅されている また，桑園の蒸発散比 (ETjEw)がクワの栽倍様式，成育

程度，すなわち値被情造とどんな関係にあるのかの問題も残されている 乙れらは今後，

指示計の改良にあわせて解明を要する課題である.

摘 要

治闘のかんがい水[止を，蒸発散比 (ETjE，，)を応)IJして指示させる計器“自記かんが

L ηiくttt指示計(指示計)"を試作したが，指示81の構造および使用法の概要はつぎのとお

りである

fllj ~'I:: 
:LEl 

指示計は蒸発~I と記録計の二つの部分から構成されており，蒸発言|の水位の変化(蒸

発と降雨による)および蒸発計から流出する水(降雨)を，かl圧して記録する用紙に浮

子の先端につけたJxr圧ペンで自記できるように設計されている.
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使用法

指示計は日あたり，風通しのよい場所を選び，蒸発の指示目盛でlOmm程度を指示する

ように計器の高さを調節して設置する

桑閣の蒸発散比 (ETjEw)が1.O~1. 5の範凶にあることを応用しているので，指示

計の指示量をかんがい水量として読み取ればよい

かんがいの適期は蒸発散によって有効水分のち刊誌程度が消費したときとするが，あら

かじめかんがい臼の定められている場合には，その時の指示量l乙相当する水量をかんが

いすればよい

したがって， ζの指示計を使刑すれば，かんがいの水量および|時期が簡単l乙指ぶされ

るので，合H~的，経済的なかんがいが可能になるー
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効果について 山梨査試報 (10) : 1-54. 
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