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日射比例かん水制御装置の開発および

高糖度トマトの根域制限栽培への適合性

新田益男.11益谷和子・玖波 井 邦 昭 ・ 小 松 秀 雄 ・ 細 川 卓 也 ・ 中 村 和 洋 *

Development of an Irrigation Control Device based on Solar Radiation， 

and its Adaptability for Cultivation of High Soluble Solid Tomato Fruit 

in Root Zone Restriction Culture 

Masuo NITT A， Kazuko SHIBUYA， Kuniaki KUBAI， Hideo KOMA TSU， 

Takuya HOSOKAWA and Kazuhiro NAKAMURA 

要約

高糖度トマトの根域制限栽培における自動かん水管理技術を確立するため，日射比例かん水制御装

置を開発し， 9月上旬定楠， 6月末日収穫打ち切りのトマトの長期栽培への適合性を検討した

1.試作したかん水制御装置は，汎用電子機器で構成され， 11司のかん水量，かん水開始点となる積算

日射量，およびかん水時間帯を任意に設定できる.当日1回自のかん水では，前日の最終かん水

時以降の日射量を反映する設定と定刻にかん水する設定とを選択できる.

2.積算日射量と蒸発散量との関係を検討した結果， 10月から6月までの各月において両者の潤に高い

正の相関が認められた.さらに，単位蒸発散量に対する積算日射量は各月によって異なっていた.

3.本装置を用いてトマトを長期栽培した結果，高糖度果実 (Brix8%以上)の可販来収量は9.7t /10a 

であった.

4.本装置は，かん水開始点およびかん水時間帯の設定を生育時期に応じて変更することで，高糖度

トマトの根域制眼長期栽培に適用できると判断された

キーワード・根城制限栽培，かん水制御，積算日射量，蒸発散量，高糖度トマト，長期栽培

はじめに

防根透水シートを用いた根域制限栽培は，土耕に

比べて土壌水分制御が容易1)で，水分ストレスを与

えやすいためトマト果実の品質向上に有効1.17)であ

る.また，根域内の土壌消毒効果を高めやすく 7.15) 

連作障害の回避が可能16)であるうえ，導入経費も

安価16)である.これらのことから，高知県内の高

糖度トマト栽培で、は約9haに普及している さらに，

防根透水シート埋設機の開発的により，シート埋設

作業の大幅な省力化が可能となったことから，さら

に導入面積が増加しつつある.

一方，高糖度トマト栽培におけるかん水管理は，

生育，着果，果実の肥大・品質に大きく影響する4)

特に，根域制限栽培では，かん水量の不足は小玉果

* 現高知県l幡多農業振興センタ-
2008年7月31日受理

や尻腐れ果の発生8) による，かん水過多は果実糖度

の低下や裂果の発生8)による高糖度果実の収量低下

を招きやすい.これらのことから，根域制限栽培で

高品質な果実を安定生産するためには，生育状況に

応じた過不足の少ないかん水管理を日々行うことが

重要である.

しかし高糖度トマトの根域制眼栽培におけるか

ん水管理の実態は，茎葉の萎れ程度17)をかん水開

始の目安とし天候，生育状況，果実糖度の上昇程

度などから，その日のかん水量を判断しており，経

験や勘に基づくところが大きい.さらに，複数棟の

ハウスにおいて，それぞれ手作業で給水バルブの関

簡を行っている場合が多い.そのため，生産が不

安定であるとともに，かん水管理に多くの労力がか
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かつており，根域制限栽培の導入産地からは省力的

で過不足の少ないかん水管理が行える制御装置の開

発が望まれていた

これまで，高糖度トマト生産におけるかん水制御

や給液制御のための指標として，根域制限栽培や土

耕栽培では温度1)土壌水分13) ロックウール培地

を用いた養液栽培では茎径変化12)などが報告され

ている.一方，有機質培地を用いた養液栽培におけ

る長期栽培では，積算日射量を指標とする日射比例

給液制御の有効性が近年報告4) されている そこで，

筆者らはこの日射比例給液制御方式の根域制限栽培

への応用を考え，当センターで開発した日射比例給

液制御装置4) を基に，根域制限栽培のための新たな

かん水制御装置を試作した本稿では，その装置の

概要，および装置の高糖度トマトの根域制限栽培へ

の適合性について検討した結果を報告する

高知県工業技術センタ一生産技術課刈谷学氏に

は，制御装置の部品選定にあたって有益な助言を頂

いた.また，当センターの営農システム担当，施設

野菜担当の諸氏には制御装置の作製ならびに栽培管

理について多大な助言，指導を頂いた.ここに記し

て心から感謝の意を表す.

材料および方法

1. 試作した日射比例かん水制御装置の概要

1)開発の自標

従来の日射比例給液制御装置4) では， 日射セン

サーからの瞬時値(電正値)を5段階の係数に変換

した値を積算させていたため誤差を生じていた.ま

た，設定したかん水時間帯以外の日射量は積算され

ず，毎日定刻に1回はかん水されるため，雨天が続

けば培地内が多湿になることが懸念されていた.そ

こで，以下のことを目標として部品を選定し装置

を試作した(1)日射センサーから得られる瞬時値

(アナログ値)をデジタル変換して直接日射量自体

を積算できること， (2) かん水時間帯以外の日射量

も制御に反映できること， (3) 2系統独立制御がで

きること， (4)各種の設定変更や表示切替が容易で

操作しやすいこと， (5)汎用電子機器を用いて，低

コストで自作可能で、あること.

2)装置の構成

本装置は日射量を測定する日射センサー， 日射セ

ンサーからの微弱な電圧を増幅する電庄信号変換器，

各種制御を行うプログラマブルコントローラ(以下，

シーケンサ)，電在値をデジタル変換する拡張アナ

ログ入力ボード，各種の設定変更と表示切替が容易

なタッチパネル式モニタ，かん水時間帯を設定する

24時間タイマー，各種機器へ直流24Vを供給するパ

ワーサプライ，シーケンサとポンプを繋ぐリレー，

かん水時間帯に入った時点でのかん水条件(時刻優

先モードあるいは積算値優先モード)を選択できる

セレクトスイッチ，および強制かん水のできるプッ

シュスイッチなどから構成されている(表1.図1).

なお，制御プログラムおよびモニタ画面の作成に

は，三菱電機鮒プログラミングソフトおよび同社作

画ツール (GTD巴signer2) を用いてパーソナルコ

ンピュータで作成した. 2006年8月における装置部

品の材料費は約14万円であった.

3)装聾の制御ルーチン

作成したプログラムの制御ルーチンを関2に示し

た.まず， 24時間タイマーで、かん水時間帯の開始時

刻 (Ts)および終了時刻 (Te) を設定する.次に

モニタ上で1圏当たりのかん水時間 (Ti:秒)，お

よびかん水開始点となる積算日射量の設定値 (IP)

を設定する シーケンサは常に日射センサーからの

瞬時値を1分毎に取り込み積算を行う. 24時間タイ

マーの時刻がTsiこなった時点で，積算値PV>設定

値IP，あるいは時刻優先モードであれば，サブルー

チンにしたがってかん水ポンフ。が設定時間Tiだ、け

稼動し， 1回目のかん水が行われる.一方，時刻が

Tsiこなった時点でも，積算値PV<設定値IP，かっ

積算値優先モードであれば，かん水されず，設定値

目に到達して初めて設定時間Tiだけかん水が行わ

表1 試作装置の材料費 (2系統独立制御タイプ)

奇F>n'i!メーカ」 商品名 型式
金額

No. 数量 (税込み)

l 日 ンサー IKS-37但10 1 45，570 

2 A社電圧信号変換器 TZ-5F-13 l 25.987 

3 I社パワーサプライ PS3N-D24A1CN l 4.977 

4 M社シーケンサ FX1S-14MR I 20，580 

5 M社拡張アナログ入力ボ』ド FXIN-2AD-BD I 9.555 

6 M社接続尼RS.422ケーブル GTlO-CI0R4-8P l 1.764 

7 0社リレー MY2 ACI00/ll0 2 2，016 

8 T社安全ブレーカー 2PlE15A l 997 

9 N干士宮己電ボックス OP14・33 l 1.922 

10 0社 24時間タイマ- H2F-D AClωI/110 l 3.150 
11 M社 タッチパネル式モニタ GTl020-LBD 1 22，680 

12 Ka主主セレクトスイッチ B22P21OB 2 1.218 

13 Ka主主プッシ.aスイッチ B22F10R 2 840 

合計 141，256 
1主1)部品No.l~3は S社，間4~9は F社，同1O~12はkad社，

河13はB社による2006年8月時点の見積額.
2)端子台レール，端子台.Y端i子，配線コードの金額は含まず
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制御部

図l 試作した日射比例かん水制御装置

注)図中の数字は表1の部品番号を示す

口寧日
制御の設定

(1'，、r.、Ti、IP、日11寺)

かん水時1111
~i ~か り

はい

かん水:111御を
事討するか。

いいえ

仁二亙二コ

| fIIr.>:値州のリセット ド

仁二豆二コ

| かんホポンプ叫止 | 

仁二亙二コ
図2 日射比例自動かん水制御の流れ

注)Ts かん水開始時刻，Te:かん水終了時刻， Ti ーかん水時間，
IP かん水開始点の設定値. PV 積算値

れる.いずれの場合においても，かん水開始と同時

に積算値PVをリセットして再び日射量を積算する.

2回目以降のかん水は，積算値PV>設定値IPとなっ

た時点で行い，この作動をかん水終了時刻Teまで

繰り返し行う .なお，強制かん水スイッチが入れ

ば，時間帯や積算値PVIこ関わらずサブルーチンに

したがって1回かん水を開始し，同時に積算値PVを

リセットして再び日射量を積算する.

2. 高糖度トマトの根域制限栽培における試作装置

の適合性

2007年9月から2008年6月までの長期栽培におい

て，装置の適合性をタイマーかん水と比較検討した

試験は所内プラスチックハウス (POフィルム展

張，間口7.5m，奥行き20m，面積150m，灰色低地

土，土性C1)で、行った.10月17日に内張りとして

一般農業用ピニルを固定被覆した.

試験区として，試作装置を用いた日射制御区，お

よびタイマーを用いて1日のかん水回数を慣行の2固

までとしたタイマー区の2区を設けた.各区40株を

供試し反復なしで実施した

かん水は活着まで手がけとしかん水処理は定植

16日後から点滴チューブ(商品名・ユニラム， 2本

設置/うね)を用いて行った. 日射制御区では，ハ

ウス内中央部の梁上に日射センサーを設置し，生育

時期に応じて，かん水開始点の設定値IPおよびかん

水時間帯を表2のとおり設定し， 1回のかん水量を細

川 4 ) の試験と同様に 100mLl株とし，自動で0~9回

/日かん水した.なお，10月上旬以降における当日

l回目のかん水設定は，原則的に 「積算値優先モー

ド」とした.タイマー区では蒸発散量を指標に生育

時期，天候に応じて0~975mLl株/ 日を 24時間タイ

マーとミニタイマーを用いて0~2回/日かん水した.

蒸発散量の測定は重量法で行い，同一圃場内にお

いて台秤に載せた培地量約40L容器(縦50cmX横40

cm X深さ20cm)で、3株を株間15cmで、栽培管理し，か

ん水後の重量から次回かん水前の重量を差 し引き，

その差の113をl株当たりの蒸発散量とした

ハウス内の日射量ーはハウス内中央部の梁上に設置

した全天日射計(石川産業) で別途測定した.

品種は‘桃太郎ファイト'を用い，2007年8月10

日に育苗土(商品名.愛菜セル用)を詰めた72穴セ

ルトレイに播種し，所内ガラス温室で第5~6葉期ま

で育苗後，9月5日に定植した.

栽培ベッドの形状は平均幅45cmx深さ20cmで，防

根透水シート埋設機9) (ヤンマー農機(鮒) を用い

て2007年8月21日に作成した 栽培ベッド内には有

機質資材としてヤシガラチ ップ(120Ll袋)を40袋

110a，ノ〈ーク堆肥を5t110ai昆手目した.

栽植様式はうね幅135cm，株間15cm(4，938本110a)

とし，細川14)の試験と同様に1条振り分けでの主校I

本つる下げ誘引仕立て， 着果数は第1.2果房では3果，

第3果房以降は4果に制限した 2008年5月30日に果

房上に3葉を残して摘心し，6月30日まで栽培した

基肥には配合肥料(商品名・園芸有機オール7ペ

レット)を用い， N-P20S-K20で各lOkg/lOaを培地内

に施用した.追肥はかん水同時施肥で10月5日から



1) トマトの長期栽培における積算呂射量と蒸発

散量との関係

積算日射量と蒸発散量の推移を国5に，両者の月

間の関係を表3に示した 10月以降の蒸発散量は

積算日射量に連動していた.蒸発散量の推移に及

ぼす自射量の寄与率は，定植後から9月末までは低

かったが， 10月 ~6月までの寄与率は0，84~0.95 とな

り，高い正の相関が認められた.また，蒸発散量

100mLl株に対する積算日射量は各時期で呉なった

2. 高糖度トマトの根域制限栽培における試作装置

の適合性

泊、 700

* 600 
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mL 100 

/ 300 
日

ノ、ウス内の積算日射致(MJ/nf/日)

図4 ハウス内の日積算日射量と臼かん水量との関係

注)調ヨ長期間は2008年5月23日から6月日日で，かん水時
間帯設定は 7時30分から15R寺30分高糖度トマトの
長期栽培における事例.

寄与率 (RZ)0.95の高い正の相関関係が認められた
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す.高糖度トマトの長期栽培における事例.

高糖度トマトの長期栽培におけるかん水制御装置の月別平均設定値 (2007~2008)

9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

かん水開始点 (MJ/rrl) 1.49 1.33 1.20 1.62 1.65 1.47 1.38 1.50 1.65 1.74 
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摘葉は第2果房開花期の10月5日から開始し，その

後，着生薬数が20枚前後になるように管理した

生育，収量・品質調査には各区中央に配置した6

株を対象とした. 9月5日から摘心前日の5月29日ま

で2週間ごとに主校長，主枝葉数を調べた 11月8

日以降には着色した果実を週に3四収穫し奇形果，

隊害果を除いてl栄重36g以上の果実を可販果とし，

来数，果重を調べた.各可販巣の果実をハンドミキ

サーで粉砕し，ろi夜を採取後，糖度 (Brix%) を屈

折糖度計(アタゴ停!<)PR-101α)で測定した.なお，

高糖度トマトの判断基準は高知県園芸農業協同組合

連合会出荷基準に従い，糖度8以上とした.

結果

1. 高糖度トマト栽培における装置の作動事例

試作した制御装置の作動事例として，かん水開始

の設定値IPを1.80MJ，かん水時間苦を7時30分から

15時30分，かん水開始時刻Tsで、の選択を積算値優

先モードに設定した場合の天候別の作動状況を図3

に示した.晴天の6月9日にはTsの7時30分に1回目

のかん水が入り， 59分から102分のかん水間隔で合

計7回のかん水が行われた.また，曇天の6月10日に

はTsの7時30分に1回目のかん水が入り， 133分から

170分のかん水間隔で合計4回のかん水が行われた.

一方，雨天の6月11日には積算値がIPに到達した9時

50分にl屈自のかん水が入り， 321分経過した15時11

分に2回目のかん水が行われた

設定値目を1.80M]とした25日間における日積算

日射量と日かん水量の関係を図41こ示した

水量は日々の日射量に応じて変化し両者の跨には

日かん

開始し，液肥(商品名:養液土耕2号)を用いて，栽

培事冬了まで、にN同PZUS-K2Uで'41-23-72kg/10aを施用し

ハウス内の温度は，午前中25~280C ，午後21~

24
0

C を自擦に強制換気し 16時~20時は 14
0

C ， 20 

時~24時は12
0

C ， 24時~6時は10
0

C ， 6時~8時には

14
0C以下にならないように加温した.

幼ハウス内の積算日射最

かん水時間帯

表2

た.

34 
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2) かん水制御方法の違いが高糖度トマトの生育，

収量および品質に及ぼす影響

日射制御区およびタイマー区の月別かん水量を表

4に示した. 2月末までのかん水量はほぼ同量で， 3 

月以降は日射制御区で少なかった.株当たり総かん

水量は日射制御区で133.3L，タイマー区では145.0L

で， 日射制御匿がやや少なかった.また，水分スト

レス付与を開始した10月以降には，両区とも2月， 3 

月， 4月のかん水量は蒸発散量に比べて多かった

主枝の生育の推移を図6に示した. 日射制御監は

タイマー区に比べて，主校長は10月中旬以降やや長

く推移し，主枝葉数は10月中旬以降やや多く推移し

た. 3月以降には，タイマー区で、はかん水開始前の

萎れが強くなり，革勢の低下がみられたが， 日射制

御区ではほとんどみられなかった.

開花数，収穫果数および収穫果房数を表5に示し

800 

700 
J"'_ 
'?~ 6凹
i!'ズ

!止 500

ノ、
H ウ

12 ス
内

10 ft'1 
8 諒
11 

6 41 
P. .0-0. J.1 fl¥ 

o' 'h，.o-Q -， ~ 

o バ J?:-'IJ 
O'~ 

目。/
2 

ηl 

/ 
---e一般時内11411乱 11 

。々 O-Q

。

Q
 Q

 

Q
 。

G
 O

 
。。 Q 6 

0 mL 凹 Ip 
/泊。

y" / 200 
il 100 

o 
0・0 。謀議散

井県f)jの、ド均閃ie!UJ

~③③⑤⑥⑦③⑤⑩⑮⑬⑬⑪⑬⑬⑫ 

q】 FJ: qlドl:qlド!:ql -F J-. rjl-f 1: qlド1:qlド1:1¥1 Y r: 1¥1 -F J: ql t 

911 10JJ lIJJ 1211 1)J 2)1 3JJ 4JJ 5JJ 5JJ 

図5 トマトの長期栽培におけるハウス内積算

日射量と蒸発散最の推移 (2007~2008)

た. 日射制御区ではタイマー匿に比べて開花数およ

び収穫果数はやや多く，収穫果房数はほぼ同じであ

った.

1株当たりの可販果数， 1果重および可販果~又量を

表6に示した. 日射制御区の可販果数はタイマー区

に比べて全果で多く，糖度8以上の高糖度果でやや

少なかった. 日射制御区のl果重は全果，高糖度果

ともにタイマー区とほぼ同じであった. 日射制御涯

の可販呆収量はタイマー区に比べて全果で多く，高

糖度果でやや少なかった 高糖度果の割合は日射制

御区で50.9%，タイマー底で62.6%であった.

規格外品の要因別発生率を図7に示した. 日射制

御区ではタイマー区に比べて裂果の発生が少なく，

総発生率も低かった

果房別の巣実糖度およびl果重の推移を閣8に示し

た.果実糖度は日射制御涯では第11果房までタイ

表3 トマトの長期栽培における月別のハウス内積

算日射量と蒸発散量との関係 (2007~2008)

月 回帰式 y)
菜発散量i∞田L!誌に討する

寄与塁手 ハウス内詰算日射量(~Ij/ぱ)
9月z) y 15.4x + 279.1 R2 = 0.06 

10月 y = 77.1x + 122.1 R2 0.94 0.98 

11月 y = 70.0x + 108.3 R2 = 0.90 1.12 

12月 y 73.4x + 64.9 R2 = 0.93 1.19 

l月 y = 49.7x + 92.2 R2 = 0.84 1.64 

2月 y = 42.1x + 115.2 R2 = 0.91 1.83 

3月 y = 48.0x + 71.5 R2 = 0.95 1.79 

4月 y = 46.1x + 131.1 R2 = 0.89 1.60 

5月 y 52.2x + 161.6 R2 = 0.94 1.30 

6月 = 61.2x + 155.2 R2口 0.90 1.13 

1O~6月 v = 52.0x + 143.0 = 0.78 1.37 

" 9月5日から9月30日まで.
シ'y;蒸発i技量 CmLl株/EJ). x;ハウス内務}):日射埜 CM]/m/日)

表4 かん水制御方法の違いがトマトの長期栽培における月別かん水量に及ぼす影響z)

かん水制御 かん水量・蒸発散景 (L/株)

方法 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 合計

日射制御 10.6 16.1 14.0 8.1 7.9 12.4 16.7 17.9 17.0 12.6 133.3 (88) 

タイマー 11.4 16.2 14.0 8.5 7.9 12.5 17.7 19.7 20.3 16.8 145.0 (96) -・・・+合，ー・.唱内一・ 鳴ー唱ドー ー争時手陣晶晶町酔 晶晶晶晶‘・‘ーー・・・
151.4 (100) 蒸発散量 11.1 20.5 14.5 11.5 9.6 12.1 15.3 17.7 20.4 18.7 

"調査期間は2007年9月 5B~2008{H月 30B C )内の数字は蒸発散歪対比

500 r 主校長 70 r 主表裏~
60 

::E 

校長2E3 0 0 
校 50
言程 40 
数

cm 200 長30

ーや一日射制御 ~ ~:t/ー ーやー臼射制御

100 トJ 国企幽タイマー ー企幽タイマー

0 

9/6 10/'1 11/1 11/2912/27 1/24 2/21 3/20 4/17 5/15 

調主主s(月/日)

0 

9/6 10/4 11/111/2912/271/24 2/21 3/20 4/17 5/15 

言問変日(月/日)

図6 かん水制御方法の違いが長期栽培におけるトマトの主校の生育に及ぼす影響 (2007~2008) 
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表5 かん水制御方法の違いが長期栽培におけるトマトの

開花数，収穫泉数および収稜果房数に及ぼす影響z)

かん水紛争P方法 (個開/花花数房)
収穫果数吋 収穫来房数
(個/呆房) (呆房/株)

日射制御 4.9 3.5 15.9 

タイマー 4.6 3.3 15.3 

，)調査株数は各区6株.収穫期間は2007年11月88-2008年6月30日凶
y) 1果房当たり4個以上着果した場合，第1-2呆房では3個，第3果
房以上では41簡を残して摘果した.

日射制御

タイマー

日裂巣

悶小果
図尻腐れ果

関奇形果

日軟巣

口ひび果

函空洞果

ロその他

10 15 20 25 

発生率(%)

図7 かん水制御方法の違いが長期栽培におけるトマトの

規格外品の発生に及ぼす影響 (2007~2008)

注) ["小泉」はl果重35g 以下 「その他」は窓開き果， きず果，
ツヤなし巣，色ムラ果の言l' 発生率は果数比で示した

表6 かん水制御方法の違いが長期栽培におけるトマトの可販来の収量・品質に及ぼす影響z)

かん水制御
果数 l果重 収量 高糖度来采実糖度 x)

方法 全果高糖度果 全果高糖度果 全来 高糖度来 割合
(個/株) (個/株 (g) (g) (kg 110a) (指数)Y) (kg 11Oa) (指数)y) (%) (Brix%) 

日射制御 49.5 31.5 78 63 19.165 114 9，750 93 50.9 8.3 

タイマ 43.8 33.2 78 64 16，809 100 10，525 100 62.6 8.9 
，)調査株は各区6株で，収穫期間は11月8白から6月初日 糖度8以上の呆突を高糖度果とした りタイマー区を100.
，)務査株の全可奴果を屈折i機度言l'(アタゴPR-101α)で測定.

(Brix出) (g) 

11 果実糖度 1601 直

10 140 也、

果 9
120 

実 8 --_1:宅島笹 巣 100
糖 議 80
度 7 E ， 60 

6 、，f%， -0一日射制御
40 

5 聞也"タイマー
20 

4 。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 

来房 果E害

図8 かん水秘御方法の違いが長期栽培におけるトマトの果房別果実糖度， 1巣重に及ぼす影響 (2007~2008)

マー区とほぼ同程度に推移し，第12来房以降は低く

推移した. 1果重は第11果房までは第2果房を除いて

ほぼ間程度であったが，第12果房以降は第15果房を

除いて白射制御区がタイマー区より大きく推移した.

考察

高知県における高糖度トマトの栽培法は，つる下

げ誘引仕立てによる長期栽培が一般的で，土耕ある

いは根域制限栽培で水分ストレスの付与によって果

実糖度を上げている.長期栽培では同一個体上に

様々な発育ステージの果実が着果しており，特定の

果房に合わせた強い水分ストレスの付与は，尻腐れ

果等の多発をもたらすだけでなく，革勢自体を低

下させ，その後の成長に悪影響を与える III また，

作物の水分ストレスは，蒸散量が一時的に根からの

吸水量を上回ることによって生じる.これらのこと

から，長期栽培における高糖度トマトの安定多収生

産のためには，蒸発散量に基づいた適度な水分スト

レスを長期間安定して付与することが重要なポイン

トと考えられる

そこで，蒸発散量と相関の高い日射量14)に着目

し積算日射量を指標とする新たなかん水制御装置

を試作した本装置では自射センサーからの瞬時値

(アナログ値)をデジタル変換し日射量自体を直

接積算することが可能になった.また，かん水時間

帯以外の日射最も制御に反映させることで，当自 l

四日のかん水時刻を積算値PVがかん水開始の設定

値IPに到達するまで遅らせることも可能になった.

これにより，前日からの余剰な土壌水分を作物に吸

収させてから1回目のかん水が入るため，培地内の

過湿とそれに伴う裂果的の発生等の弊害を紡ぎやす

くなった.

積算日射量と蒸発散量との関係について調査した

その結果， 10月 ~6月にかけて両者の聞に高い相闘

が認められた.細川141は，つる下げ誘引仕立てによ

る長期栽培では，着生葉数は摘葉開始以降には長期



新国・撞在・玖波井・小松・細川i・中村:日射比例かん水制御装置の開発および高糖度トマトの根域制眼栽培への適合性 37 

間ほほ一定に保たれたこと，水分ストレス付与を開

始した第2果房開花期以降に展開した第16葉以降に

おける個葉の葉面積の変動は小さかったことを報告

している.本報でも第2果房開花期の10月5日から楠

葉と水分ストレス付与を開始しており， 10月以降に

は着生葉数および葉面積が徐々に安定したことから，

10月以降の積算日射量と蒸発散量との相関が高まっ

たものと推察された

蒸発散最は日射最と葉面積の変化以外に，気象で

は温度・湿度・風など14)の変化，植物側では葉の

加齢に伴う蒸散能力の変化や着果6)などの影響を受

ける.そのため，菅沼ら 10) は，積算日射量のみか

ら作物の蒸散量を推定することには無理があり， 日

射量の他に蒸散に関与する温室内の温湿度および作

物の生育ステージについても考慮する必要があると

報告している.本報でも蒸発散量100mLl株に対す

る積算日射量が各月で異なったことは， 日射量以外

のこれら諸要因の影響によるものと推察された. し

かし 10月以降の各月における積算日射量と蒸発散

量との間には，寄与率0.84~0.95 と非常に高い相関

が認められたこと，また，蒸発散量に関与する日射

量以外の諸要閣の変化に伴う水分ストレス付与桂度

の変化は，蒸発散量の推移パターンや得られた積算

日射最と蒸発散量の時期別の回帰式を基に，かん水

開始となる設定値IPおよび、かん水時間帯を生育時期

別に変更することで対応できると考えられることか

ら，高糖度トマトの根域制限栽培では積算日射量が

かん水指標として適用できると判断された.

次に， タイマー制御を対照として，本装霞の高粧品

度トマトの根域制限栽培への適合性を検討したそ

の結果，高糖度トマトで9.7t110aの可販巣収量が得

られた 高知県での長期栽培における高糖度トマト

の可販果収量は，現地慣行栽培法で、平均4~5t110a程

度4)であることから，本試験での収量は著しく高い

レベルであるといえる.

生育では， 日射制御区のかん水量は，タイマー区

と2月末までほぼ向量であったにもかかわらず， 10 

月中旬以降にはタイマ一匹に比べて旺盛な生育を

示した.さらに， 3月以降，タイマー区ではかん水

開始前の萎れが強くなり，草勢の低下がみられた

が， 日射制御区ではタイマ一匹に比べてかん水量が

やや少なかったにもかかわらず，強い萎れや草勢の

低下はほとんどみられなかった.また，果実品質で

は，第12果房開花期の3月上旬以降， 日射制御区で

は，タイマー区に比べてかん水量がやや少なかった

にもかかわらず，第12果房から果実糖度が低下した

一方， タイマー区では日射制御区よりもかん水量が

やや多かったにもかかわらず，果実は小さく，第12

果房以降も来実糖度は低下しなかった。

これらのことは， 日射制御区で、は1田100mLl株で

固定された少量の水が日射量に比例した頻度でかん

水されることで，タイマー区に比べて根閣の乾湿差

が小さく，根へのストレスが小さかったこと3) か

ん水深度が安定し，根がそのかん水域に密集する

ことで，効率的に水分が吸収されたこと2) 加えて，

2月， 3月， 4月におけるかん水量が，蒸発散量に比

べて同等からやや多く推移しており，この間の水分

ストレス付与程度が弱かったことによるものと推祭

された.一方で、，タイマー区では1日2固までのかん

水頻度で， 1囲のかん水量が生育時期により変動し

たことで， 日射制御区に比べて根留の乾湿差が大き

く，根へのストレスが大きかったこと，さらに， 3 

月以降には高温，乾燥などの環境ストレス要閣が加

わったことで，かん水量に見合うだけの効率的な水

分吸収ができなかったことによるものと推察された.

以上のように，試作した日射比例かん水制御装置

は，水分ストレスを付与しながら長期間草勢を維持

することが求められる高糖度トマトの根域制限栽培

に適用できることが明らかとなった

今後，さらに高糖度トマトの安定生産を図るため

には， 2月 ~4月におけるかん水開始の設定値IPおよ

びかん水時間帯を検討する必要がある.
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Summary 

An irrigation control device based on solar radiation was developed to allow automatic irrigation 

management for high soluble solid tomato fruit production in root zone restriction culture. Its adaptability 

for long四termcultivation (planting carried out in early September and harvesting ending in late J une) 

of high soluble solid tomato fruit in root zone restriction culture was examined. The following results were 

obtained: 

1. The control device was composed of generally available electronic parts. A change of setting was 

possible for the irrigation starting point， the irrigation time period， and the once amount of irrigation. 

For the first irrigation of the day， one of two irrigation control modes can be chosen: the first 

determines irrigation dependent on the solar radiation after the irrigated time of the previous day. The 

second mode irrigates at a set tim巴.

2. The correlation between the total integrated solar radiation and the evapotranspiration rate of tomato 

plants were investigated. Positive correlations were observed for each month from October to June 

Moreover， total integrated solar radiation per unit evapotranspiration was different for each month. 

3. In long-term cultivation of tomato fruit using this device， the marketable yield of high soluble solid 

tomato fruit (more than Brix 8%) was 9.7t110a. 

4. This device exhibited the necessary adaptability for use in long-term cultivation of high soluble solid 

tomato fruit in root zone restriction culture， by changing the set value of the irrigation starting point 

and the irrigation time period in accordance with the growth period. 
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