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液肥施用の自動制御に関する基礎的研究

液肥施用自動指令装置の開発

直井利雄・関口治郎

117 

かんカ旬、施設の多目的利用のうち，液肥の施用は最も導入が容易で，しかも 1回の施肥

に要する労力が慣行施肥に比べて極めて少ない特徴を有する.もちろん液肥を施用する場

合にも，施肥量の決定は収穫物としてほ場から取り去られる成分量の和から天然養分供給

量を差し引き，その値を肥料成分の吸収率で除して求められる 13)ものと考えられる.した

がって，従来の施肥時期に関わりなく，適期に適量の液肥を施用するならば，桑園の土地

ならびに労働生産性が共に向上するものと期待される.

現在，液肥の施用効果については二・三の研究が行なわれているがい，4，12九施肥適期

に関する研究は皆無の状態にある.そこで著者らは，施肥適期を指令するための装置を開

発するとともに，施肥回数と桑の生育および収葉量との関係について調査したので，以下

その概要を報告する.

なお，本文に入るに先だち，この研究の着手に当たり動機を与えられ，ご指導をいただ

いた企画連絡室長間和夫博士，栽桑部長北浦澄博士および諸調査に協力いただいた宇佐美

洋三技官に対して感謝の意を表する.

I 液肥施用自動指令装置の開発

施肥適期の決定は前記したとおり，有効土層内の肥料成分が吸収，分解あるいは流亡

し，作物が正常な生育を行なうために必要な量以下に減少する直前といえるが，その時期

の判定は容易でない.また，桑園内における乾物増加量を推定し，収奪成分量を求めて決

める方法も，桑の掘り取り，解体調査を必要とするなど，実際には役立たない.

そこで本研究においては，施肥時期の決定に，いわゆる間接的方法を採用することにし

た.すなわち，桑園における蒸発散係数，あるいは要水量は，桑の生育時期によって若干

異なるが，前者は約 600，後者は 350-400であり，さらに蒸発散量と蒸発計蒸発量との

相関はきわめて高く，両者の比が1.0前後であることなどが知られている6，8)• したがっ

て，蒸発量を測定することによって蒸発散量が，また，なお間接的に乾物増加量が推定で

きることになる.そして，一定量の乾物生産のために使われる肥料成分量がほぼ一定であ

るものと仮定するならば，土壌中における肥料成分の消失量も蒸発量から推定できるわけ

である.

上記の間接法の考え方は 1回の施肥量を一定にすれば，施肥時期は蒸発量から推定で
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きるし，また年間の施肥量が決まっている場合には，桑の生育期間内における総蒸発量を

施肥回数で除すことによって 1回の施肥量ならびに施肥間断における蒸発量を求めるこ

とができるものである. したがって，施肥時期の決定は蒸発量を毎日測定してこれを積算

すればよいことになる. しかし 1回の測定に要する労力は少ないが，これを毎日継続実

施することは実際問題として容易でないので，この方法の採用の可否は積算蒸発計の有無

がまず決め手となる.ところが現在この目的に合った適当な計器が見あたらない.そこで

著者らは，蒸発量が自動的に積算できる装置を試作し，これを使用目的から，液肥施用自

動指令装置と呼ぶことにしたのである.なお，装置の溝造および使用法は以下のとおりで

ある.

構 造

液肥施用自動指令装置(以下指令装置と略称する)は，すでに考案したかんがし、自動指

令装置の機能を持たせ，自動かんがい施設に組み込めるものとしたが，その構造は第 1図

のとおりである.すなわち， (1)はかんがい用本管， (2)は本管から指令装置への通水支管，

(3)および(4)は通水支管からの分岐管で， (3)は貯水そう (5)へ， (4)はかんがい指令用の蒸発計

(6)への送水に使用する.さらに，蒸発計(7)には定水位用の排水パイプ(7)と，所定の蒸発量

を検出する電極(8)とがあり，電極(8)は蒸発計内の水位低下を検出して，別に設けられるか

んがい自動制御装置と，前記通水支管(2)に設けた電磁弁(9)に指令を送るように制御器(1めに

接続されている.ωは蒸発量積算用水そうで，水そう内の水位低下が積算蒸発量となる

が，これを読み取るための電極仰を介して水そうωと前記貯水そう (5)との連絡管に設けた

電磁弁(13)および，図示していない液肥混入器の電磁弁を開閉する指令を送るため，制御器

帥に接続するとともに，制御器棚に設けたタイマーで作動する電磁弁。却を介して液肥施用

を指令するための蒸発計仰に連絡している.蒸発計(15)には雨水が流出するための定水位用

の排水ノfイプ制と，貯水そう制からの送水量を蒸発相当水量までで停止させるための電極

第1図液肥施用自動指令装置の概要

注:図中の数字は第2図および本文に示す
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仰とが設けられている.電磁弁(9)は蒸発計(6)と貯水そう (5)の復水に，またω1)-帥は排水に

使用するものである.

構造の概要は以上のとおりであるが，構造の特徴は，電極とタイマーおよび貯水そうと

蒸発計の高低差を利用した水の流れを一つにまとめたところにある.

使用法

指令装置の設置場所は，ほ場の気象条件に近いことが望ましい.また，装置の指令系統

については，前記の構造の項で若干述べたとおり復雑している.そこで指令作動系統を第

2図に流れ図として整理した.すなわち指令装置は貯水そう (5)と(11)および，蒸発計(6)と制

のそれぞれを定水位に保ち，この状態をもって測定が開始される.なお，指令装置は混入

器に取り付けた電磁弁の開聞ができるものとしたが，現在液肥の自動施用に使える混入器

が開発されていいなため，ここでは混入部分についての制御は省略することにする.

なお，かんがし、指令用の蒸発計(6)内の電極(8)は，共通 1本，定水位用 1本のほか，水位が

10醐， 20阻および30剛に低下したときにそれぞれ指令が発せられるようにしてあり，制御

器の切り換えスイッチによって電極を選定使用できる.同様にして，蒸発量を積算するた

めに使用する貯水そう制内の電極仰も，蒸発量の積算値が 100，200， 300， 400および

500聞の 5段階の指令を発することができる.したがって，かんがいについては，対象ほ

場の土壌条件や水揮の状況を考えながら，かんがいの間断における蒸発量，あるいは 1回
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第 2図液肥の施用およびかんがいの自動制御流れ図
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のかん水量を決めればよいわけである.また，液肥の施用については，年間の施肥回数を

決めることによって使用する電極を選定することができる.

考察

考案した指令装置は，桑の水分生理，とくに土壌水分と桑の生育との関係11) 桑の乾物

生産と水消費などのいわゆる水経済の問題ベ 桑園の蒸発散特性ベ 桑以外の作物の水経

済や蒸発散特性5，7)などの， いわゆる基礎的研究によって得られた結果を参考にして，前

記理論の組み立てを行ない，これを装置化したものである.装置自体の性能は，当初計画

の通り作動することを確認したが，蒸発量の積算値から間接的に施肥時期を決定すること

の適否については，ほ場における実証試験が必要であろう.

E 液肥の施用回数と桑の生育

桑園の年聞における施肥成分量は，施肥基準によれば， N~30kg ， P-12kg， K-12同と

され，普通これを 3回に分けて施用されているが，かんがい施設を多目的に利用して液肥

を施用する場合は，これに要する労力がきわめて少ないものと予測される. したがって，

施肥は桑の生育を中心において，分肥するのが効果的であるものといえよう.そこで，指

令装置に装着させた液肥施用を指令させるための電極の選定に必要な資料を得る目的で.

蒸発量を基準にした液肥分肥回数試験を実施した.

材料および方法

本試験は，蚕糸試験場日野桑園(東京都・日野市)の枠ほ場において実施した.なお，

枠ほ場は深さ 2mまでのコシクリート枠と鉄板を埋設し，養水分の横への移動を制限で、き

るものである.また，供試土壌の野外土性は多摩川沖積土で，深さ80cm以下に小石があ

り，排水良好な砂壌土ないし砂土であった.

供試桑は1972年と1973年の両年に， うね間150cm，株間 60cmに植え付けられた一ノ瀬で

あった.

年間の施肥成分量は 10a当たり， N-30kg， P-12kg， K-12kgとしたが，植え付け当年

はその半量とした.なお，用いた液肥は住友 1号(15ー 6-6)であるが，その性質，成

分，形態割合および成分内容は第 1表に示すとおりである.

色J性相|同」比J4ι;L|p凶iIl比E号1ニふ主ゐ日lA:LL酸鵬態
毘私友1 」去判1引|同是玄γノハ庁1矧、ザ句ク守矧語剣I1. 51 6.6イ| lF司| lF到| 

類|窒 素|燐酸|加盟|石灰|苦

L12l;素て;;::|燐f酸二;:;!;酸加:

% 

土
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分肥回数試験は， 1972年に植え付けたほ場について，積算蒸発量が60mm02回分肥区〉

120皿 (6回分肥区)および240皿 (3回分肥区)に達したときを施肥時期とし， 60皿区の

年間施肥回数を12回と予測して 1回の施肥量を決めた.

1973年に植え付けたほ場については，前記同様の積算蒸発量60阻 02回分肥区)， 120皿

(6回分肥区)のほか 5月から10月まで毎月 1回分肥する区を設けた.

液肥の施用方法としては， 1972年と1973年には混入器(スミジェット35型〕を用い，混

入倍率200倍として，ほ場内に配管された多孔管を用いて散布した.また， 1974年には液

肥原液を 200倍に希釈し，これをヂョロを用いて手まきした.なお 3か年聞を通じて，

桑が干害を受けないように適時かん水を行なった.

本試験は上記の 6試験区を設け， 1972年から1974年まで実施したが 1試験区の面積

は， 0.273 a，同植え付け本数は32本であった.

桑の生育調査は各区とも中央の10株を選び，最長枝条長を毎月 2回測定した.また，収

量調査は，植え付け当年は桑の生長停止後 (9月30日〉に半量の摘葉 2年目は晩秋期

(9月28日〉に中間伐探， また 3年目は夏切りを行なってそれぞれ株当たり収葉量を求

めるとともに，これを10a当たりの収葉量に換算した.なお，液肥の混入倍率と薬害発現

との関係ならびに混入倍率の濃度検定についても試験を行なった.

結果

液肥の分肥回数と桑の生育との関係を明らかにするため，最長技条長を毎月 2回調査し

た結果， 1972年に植え付けた区の 2年目の生育が，分肥回数の少ない区においてまさった

ほかは，分肥回数の多い区において最長枝条長がいずれも長く，桑の生育に対して分肥効

果が認められた.すなわち，第3図は1972年に植え付けた区の，植え付け 3年目0974年〉

における夏切り後の枝条伸長である.また，第4図は1973年に植え付けた区の，植え付け

2年目 0974年)における春切り後の枝条伸長を示したものである.

150 ・・

技

条 100

長

1ロ2回分肥区 蛍』-一.一.一.一怠
(伽Ew6伽h伽刷刷m心吹~)L.
/百ノ/シγ~ 3回分肥区

(Ew24伽m)

7四分肥区
(Ew12Omm) 

同)田~/

O 

7 8 9 

$3図施肥回数と枝条伸長(1974)

10 
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第4図 施肥回数と枝主主伸長 (1974)

一方，収葉量の調査結果は第 2表および第 3表のとおりである.すなわち，収葉量も枝

条伸長とほぼ同一傾向を示しており，分肥回数の多い区においてまさったが 6回分肥区

と12回分肥区との差は小さい結果であった. したがって，液肥の分肥回数は，年間 6回程

度が適当であるものと判断することができた.次に液肥の原液および原液の20()倍， 100倍

50倍， 30倍および25倍の希釈液を生育中の桑にジョロで散布して薬害の発現様相を観察し

た結果は第 4表のとおりである.すなわち，原液30倍以下の高濃度において薬害の発現が

みられ，原液の50倍以上の低濃度では対照とした無散布の桑に比べて変化が認められなか

った.なお，薬害の程度は原液の場合，葉はもちろんのこと，若い枝条まで枯死させた

が， 25倍および30倍においては，若葉の周辺が枯死する程度であった.以上のことから安

第 2表施肥回数と収葉量 (kg/l0a) 

ミミご¥一試一-験1耳区一目 一年一一次週一] 
48 年度(植付2年目〕

葉量|枝条量!総量

3 回分肥区 (Ew240珊〉 416 84 500 

6 回分肥区 (Ew12()mm) 461 91 552 

12回分肥区 (Ew 60DlDl) 445 83 528 

備考:1) 48年度晩秋蚕期 (llOcm残し，中間伐採)収葉量

2) 49年度春蚕期(前年度中間伐採)収葉量

第 H隻施肥回数と収葉量 (kg/l0a) 

3回分肥区(春， 夏， 秋)

7回分肥区〈毎月 1回5-11)

12回分肥区 (Ew60剛)

844 

914 

882 

備考:晩秋蚕期(1l0c阻残し，中間伐採〉収葉量

49 年度(植付3年目〕

葉量|校条量|総量

504 

608 

572 

296 

354 

327 

量

1，112 

1，257 
1，209 

800 

962 

899 
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第 4表液肥の希釈倍率と薬害との関係

倍 率 薬害程度| 備 考

200 

100 

50 

+ |鵠の葉の時枯死
O(原液) 村井 葉全体，生長点，若い枝条枯死

ー'ー--..---
/" 

/ 
/ 

/ 

/ 
I 
I ， 

O 100 200 300 400 

液肥の希 釈 倍 率

第 5図 液肥(住友1号〉の希釈倍率と比電導度との関係

全性を十分みた場合の液肥の混入適正倍率は， 100倍から200倍の範囲にあるものと判断さ

れた.なお，混入倍率については，用いたスミジェットの場合はピースの取りかえによっ

て液肥の注入口経をかえ，その調整が簡単である特徴を有するが，液肥の希釈倍率と比電

導度との関係について検定を試みた結果は第5図のとおりである.すなわち，比電導度計

によって散布液の濃度を簡単に判定できることを認めるとともに，スミジェットのピース

を 200倍として混入した散布液を採取し，比電導度を測定したところ，ほほ 200倍に相当

する108 (μUjcm)の値が得られた.

考察

液肥の施用は桑の生育を良好にし，増収効果の大きいことは前述のとおりすでに認めら

れているが，施用時期の決定方法については，いずれも記載がないため明らかでない.

なお， ミカンの場合は根の生理や降雨量，さらに果実の品質などに重点をおき，春肥は 3

月上旬に分肥，夏肥は 6月下旬のつゆ明け前，また秋肥は10月下旬から11月上旬とする施

用基準が紹介されている 2)が，果樹類は栄養生長と成熟生長の両者を合せ考える必要があ
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る.これに対して桑の場合は，永年性木本作物としての再生長，すなわち，貯蔵養分の蓄

積が翌春あるいは伐採収穫後の両生長に影響を及ぼすことに注意を要するが，目的生産物

は葉であり，栄養生長を重視した施肥を考えればよいものと思われる.したがって，本研

究で採用した積算蒸発量を基準にして施肥時期を決定しようとする方法は，液肥施用の自

動制御のための一つの方法になりうるものとみられる.とくに，自動制御を行なうために

は，情報の集収とその選択が重要になるが，試作した指令装置は蒸発量の積算値から，直

ちに施肥時期の指令が発せられるものであり，ほほ当初の目的が達成されたものといえよ

う.なお，年間の施肥回数を何回にするかを決定し，施肥時期の指令が発せられるまでの

積算蒸発量を決めなければならないが，本研究の結果の範囲では，前述したとおり，桑の

生育および収葉量はともに，分肥回数6-10回区においてまさっており，桑の生育期間内

における積算蒸発量が，日野の場合に約 600nunであることから試算すると，施肥間断の積

算蒸発量は60凹から100阻となる.なお， 1日の蒸発量は 4凹前後であるので，平均値とし

て施肥間断日数を試算すれば25日となるが，この値は一つの目安としての性格が強いもの

である.ここでは桑闘の蒸発散比を1.0と仮定し，さらに蒸発散量と乾物生産との量的な

関係が，桑の生育時期によって変らないものと仮定し，蒸発量を情報源として探用した.

しかし理論的には，乾物生産と直接関係するのは蒸発散量ではなくて蒸散量であり，この

蒸散量と蒸発量との比(蒸散量/蒸発量)は桑の生育初期には小さく，桑園の葉面積指数

(LA I)が 3，.，..， 4まではLAIの増加に伴って大きくなり， LA 1が5以上でほぼ一定

となる10)ことから考えると，今後の問題としては，桑の生育程度によって積算蒸発量を補

正することが必要になるが，その期聞は伐採からほ場全面が葉でおおわれるいわゆる植被

形成期 (LA1 3 -4)までといえよう.さらに本研究は小面積で， しかも排水のよい砂

壌土の枠ほ場を用いて実施したが，今後さらに，土壌条件を考慮しつつ，広いほ場におい

て実証試験を行なう必要があろう.

次に，液肥の混入倍率の問題であるが，ー般に液肥の散布は，散水・液肥の散布そして

散水の順に行なって葉に付着した液肥を洗い流す方法が採用されている.しかし，スプリ

シクラーによる散水分布は風条件によって大きく異なるので14)，散布する液肥はそのまま

で薬害が生じない原液の 100-200倍とするのがよい方法といえよう.なお桑の場合も適

正濃度の面で他の作物と変るものでないことが明らかになった.

摘 要

この研究は，かんがい施設の多目的利用の一つである液肥の施用を自動的に制御する方

式を確立するため，蚕糸試験場日野桑園において1972年から 4か年間にわたり実施したも

のである.主な研究内容は制御装置の開発と，これを有効に活用するために必要な年間の

液肥分肥適正回数および散布適正濃度の検討についてである.なお得られた結果を要約す

れば次のとおりである.

1. 積算蒸発量を基準にして試作した液肥施用の自動指令装置は，蒸発量の積算計とし

ての機能が正常であり，しかも，あらかじめ液肥を施用する間断の積算蒸発量に相当する

電極を選定しておくことによって，液肥の施用時期が自動的に指令させることを認めた.

2. 積算蒸発量が60mm，120mm， 240mmに達したとき，および毎月 1回それぞれ液肥を散
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布する分肥回数試験を実施した結果，桑の生育および収葉量はともに分肥回数の多い区に

おいてまざる傾向を示したが，年間 6回以上の区間の差は小さく，適正回数は 6-10固と

推定された.

3. 液肥(住友 1号)の原液から原液の30倍までの希釈液を散布すると桑に薬害が生じ

たが，それカ~50倍以上では観察されなかった.この結果，安全性を十分考慮した場合の液

肥の適正希釈倍率は， 原液の 100-200倍であることが明らかとなった.また，散布液の

濃度測定に電導度計が有効であることも認めた.
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