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第 I章 農薬散布の現状と取り上げる静電散布の概要

農薬散布の現状

日本国内では， 20071f-現在，年1'1-円 26_6力 ト

ンの農薬が生産され， ii与自'されている1)これ

らの農薬の大部分は，散布によって岡場に投下

されている.

農業散布の主な胞j刊方法は，固形剤散布と液

剤散布である. 1由形斉1/散布には，散粉法と倣粒

法がある また液斉1/散布には噴霧法，ミス卜

法 3 スプリンクラ法，フォームスプレー法があ

る.そのほか:侍殊な倣布方法として，施設栽培

で利用される雌霧法や禁煙位、生存がある 2)

|玉l内の主要作物であるイネの場合，粉斉11や粒

斉1/ の回H~剤散イ11 がr.1コ 心であったが， 近年では育

151f{7施)i:J;斉1/や 3 出rail/<'にl見状の斉1/を役げ込むだ

けで使用できるジャンボ斉1/が普及している :1)

これに対し，IK凶稲作以外の作物放上自におけ

る農業散布は，液斉1/散布が一般的である. 1f主斉11

散布では，水平I1斉I/，水溶剤，乳剤等を水で適百

な濃度に希釈して散布械を捌製し，動力l噴霧機

(以 f，!fiJJunと記す)匂の散布機をmし、てi¥I(;:(jiす

る.

液斉1/11文布は問形剤散布に比べ，徐々な利点が

ある 液剤散布は希釈械を散布するため，薬告

の問題が少ない.また，回形斉1/I'ix;:(1iに比べl噴霧

液iTIiHに大きいillilllJエネノレギを与えることができ，

散布ノズノレの遠方まで液h苅が容易に到達する.

さらに，付着後の液滴(出血11'.¥1，拡散 3 浸透， 圧

Jf(し，乾燥すれば固着ーする性質がある ρ これ

らのJlIl_山 から，鉱I山野菜栽Iおや果樹栽培，及び

胞設栽培の本聞におけるj足袋散布は，殆どがi夜

剤散布により れわれている.

国内における液斉1/の前積 当たり散布量を表

1-1 に示す.水稲では生育初期に 70~100 Ll10a， 

生育後期に 140~180 Ll10aを散布しており，

畑作物や果樹に比べる と少ない. 1:111作物は品種

が多l岐にわたり，作物jJj;r1年形状も係々であるこ

とから，散布章一は 100~300 Ll10aと111日広い.

果樹は樹高が高く ，iit Ç，1i:の集中I~ が絡であるか ら ，

多量の薬液を散布する傾向があり，散布量は

300~800 Ll10aと他作物より多い

液斉1/散布では， ii文ギfji1により 50Ll10a以上

を多景散布， O. 6~50 Ll10aを少量散布， 0.6 

Ll10a以ドを微量散布の 二.つに分煩オる(表

表 1-1 園内における地上散布の

慣行液剤散布量 (L/10a)

水稲生育初期

水稲生育後期

畑作物

果樹

農業散布技術編集委員会(1998) 

70 ~ 100 

140 ~ 180 

100 ~ 300 

300 ~ 800 

表 1-2 液斉1/散布における散布量の分類

多量散布

(1ligh Volllllle applicalion) 

少量散布

(LV: Lo¥¥' Volul11c application 

微量散布

(ULV: Ultra Low VOllllllC application) 
以来散布技術制i集委員会 (1998)

50二五

0.6 ~ 50 

三五0.6

1-2).先述の通り， 1司内の慣行液剤散布量は 70

~800 Ll10aであり，多ー昂:散命の範111存に分類さ

れる .

国内の慣行液剤散布における希釈倍率は 500

~5000 倍である.この希釈倍率は，薬斉l/lli に j農

薬取締法により規定されており，規定以外の倍

率で散布することは紫じられている.

H主斉11散布の;場合， 1行lじ有効成分吊ーを投下する

場合でも，散布量は希釈倍率により大きく変わ

る 500~5000 倍の希釈倍率で 50 L/10a以一|ご

の多最散布を行う散布方式は，低濃度多量散布

と呼ばれている これに対し，欧米では希釈倍

率 100倍以|ごで， 50 Ll10a以下の少量散布を1)二

っており，濃厚少量散布と呼ばれている 4)

国内の被斉1/散布では，大正時代か ら動"nがjム

く汗lし、られており，作目に関わらず殆ど全ての

農家が使用している 一般的な動l債の例を図

1-1に示す.動l噴は原動機と力日)土ポンプ，~i-l支

ホース，薬液タンク，散布ノズルから構成され

る単純な構造であ る.ま た，ブームスプレーヤ

やロボ ットス プレーカなどの大形散布機にも，

ほぼ同一構造のポンプと散布ノズノレが十件絞され

ている .低濃度多量散布の:場合，ノズノレ散布圧
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図 1-1 国内で一般的に使用されている動力噴霧機の例

左 動力噴霧機の外観と構成 (原動機出力 2.2kl'l) 

右 散布ノズルからの噴霧状況

力は O.7 ~2. 5 MPa mu.tで，ノズノレ流量は一位l

あたり O.5~3. 0 L1minである .ノズノレのl噴霧

1立径は体積 1 1-1 位径で 100~ 200 11m 科)Jtが 1~i!主

的である 2)

動 IT誌のノズノレから散布された農薬液 Ý~~i は ， 散

布対 象物の噴霧方|古lに刻し正liuにあたる1'.11位に

は良く付着するが，噴霧方向に点、iし背而となる

染の裏側や，茎*の込み入った部分は713(ii/iiが{、j

活せず，作物群鴻:内に均ーかっ 卜分に付者させ

ることは難しい. このため，人力でノズノレをJ反

り動かし付着を徹氏するとともに，多量散布に

より付着の均一化を計ってい る. しかし， 今井

らめ，及び Law6)の1i)f究報告を総合サる と，慣

行の農薬散布では， !Jit i夜散布ftに対ーする散イliおl

象物へのやl着L7iの比ホ(以下，付着率と記す)は

30%程度と低く，散布量の 60~70%が付着せ

ずに空中飛散あるいは地表面へ落下 し無駄 とな

っている

近年では防|徐作業の効率化のため，ブームス

プ レーヤ等の大)1手散布機やロボ ットス プレーカ

等の自動散才111幾が普及しているが，これら は噴

霧方向が一 定のため十i 着不十分な ;~II位が発生し

やす く，病害虫の残イfを相く. このため付着率

や均一性を高める散布技術の開発が望まれてい

る.

2 静電散布の原理と概要

従来の散布方法では付着困難な作物体の業裏

などに対して，i夜i情lを効率良 く付着させる散布

技術のひとつが，静電倣布であ る 静電散布は

l噴霧液滴に帯電することで発生する電荷の力

(クーロン力)により，散イli対象物に対 して液滴

を強:ljI11'1句にイ、f着 させる特 fj.改がある.

液i肉に!日電気を裕子位させる方法には， li誘元単導一?祁日

下亙jμ1丸:二2 コロづナ有l日;;f:?芭u泣法一土;し，直: jほ怯怯~レ幻引~;t;干ll川l11

いられてい る. 農業分野における各市電)5法の

得失を表 1-3に示す

表 1-3 農業分野における

各静電気帯電方式の得失

f作11l方式 長所 '!1J.i所

ilJ~!引wni ;n~:1U: ~j ;:拐か 1~1 l，..‘ 屯i亜r.r.h
h可造簡易
機械的強l度が大
小!日

コロナ千g:'dl 1'1持造簡易 相t江主iJ'fen;低い

比較的問氾IJ が在、~:
悩物件Zへの古~últ. tijW; 

直接和泣 枯渇効平が日い 1比例の絶緑町i;(~~i)qI'1難
小]存 情i世税制1:

高菜夜fifへの

童全生
良TJ

困難

凶灘

誘導f帯電法は，ノズル近{労に設置 した環状や

筒状，もしくは平板状の誘導電似により被摘を

':.W'~tLさせる . 低電j主で部:屯効ギが良く，機怖が

i私純とい うメリ ッ 卜がある。

コロナ柑電法は 員法H主治lの通過する 空間に

主|令状の コロナ放電電極を設置する ことで液i尚を

帯電させる. 機構が単純であるが 3 他の 指~ ~ili:方

式に比べて帯電効率が低い.十分な品;電を確保

するためには'屯械に 15~60 kV干!?度の高い電

圧を印力Hする必要があるため，電11.[メから散布対

象物にアーク放電が発生し， ire:物体を傷つける

ことがあ る また高電圧を穏健に供給するため

特殊な高耐電圧電線を使用してお り，農作業に

おけ る環境の厳しい屋外使用では，電線被覆の
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損傷による漏電や感'竜が懸念される.

直後干11-電法はノズノレl買口に金属等の導体を用

い噴口に直接高電圧を印力11して，市電させる

原理上 3 電仮装置，ホース配管類 3 薬液タンク

を含めた装置全てをアース電位から完全に絶縁

しなければならない. したがって実用機レベル

での採用は非常に悶難である

誘導借電法は構造簡易で指電効率が良いこと

から，農業機械に良く適合した市電方式であり 3

既存静電散布機の殆 どは同方式を採用している.

誘導帯電法による液滴帯電の概要を図 1-2に

示す目誘導椴電では，ノズノレl噴口のl噴霧通過位

置近傍に，市l電圧を印加した誘導電極を設置す

る 噴口から 111出された液体は，始め液作もし

くは液H莫状を呈しているがビの11714屯圧 を印1JII

した誘導電屈により， 1副主先端部に負の電iWfが

誘導される.液柱が進行 すると先端iは液市lに微

粒化し液柱から分間lするため 'n，負の電荷を市

電した液淵が土成される. 1豆11-2では.!Eの誘導

電極により負の併電液iriiiが発生しているが 3 逆

に電械を負とすれば正の千ij，電液i苅が待られるー

ノス， J!/ if 
-一寸一一三~ <> G 8 

↓ l 
図 1-2 誘導帯電法による液滴の帯電

原図 静電気学会 的

電界中において帯電粒子に作JHする静電気の

力は， Lorentzの式によって説明される G)

F= q (E +vXB) 式 1-1)

ここで，F: 帯電総子に倒jく紛電気のプJ(N)

q 物体の帯電歪(C)

E: 電界 (V/m]

v: 速度 [m/sJ

B 磁界 [Wb/nf]

電界 Eは，高電圧を印加した電悔と散布対象

物聞に形成される電界である.帯電粒子が電界

内で静止もしくはゆっくり移動している場合，

磁界の影響は非常に小さく無視できるーこのた

め，粒子に働く静電気の力は粒子の街電量と電

界に支配され，

F=qE (式 1-2)

となる よって粒子の椋電量が大きく，粒子ーの

おかれた雰1m気の電界が強いほど，静電気の作

用する 力は大となり， 付着率の向上が期待でき

る.

静電気千i子電用電極と散布対象物の間に形成さ

れた電界による電気力線に従って飛朔する帯電

液滴の模式図を凶 1-3に示す.ここでは千ij，電液

指摘に正の符号が記されているが 3 負の41:電でも

液j拘の挙ifVJはほぼ同 じであり，液泊lの運動は祁:

径の傾倒:ではなく帯電量に支配される.電気力

線は対象物の裏側にも回り込むように発生する

ので，市電液摘も裏側へ到達し付着する

図 1-3 電極と散布対象物聞に形成された

電界による幣電液滴の運動

原図梅津 9)

式 1-2から，迎論上は液滴の帯電電;が大きい

ほど静包気の効果が顕著になるーしかし，非常

に大きい電荷を液摘に与えた場合，，lij;電による

静電気の力が液 ì~î の表面張力を l二 回 ると，液部l

は分裂してしまう これを静包微粒化と言うー

!?争電微組化を起こさずに液滴が，i告電できる最大

の電荷 qmaxを Rayleigh限界と呼び， J1差薬71<.i容

11支の場合， 大気中における qm:1X は次式で近似

することができる 10)

q !llax = l.65・10"1・d2 (式 1-3)

ここで，d: (出向の直径である

過去に開発された農業用の静電散布装置にお

ける荷電液摘の電荷は， Rayleigh 限界の数%~

10%以下にすぎない.それでも粒子径が数 100

ドm程度の液消に帯電 させた場合，E= 30 kV/m 

の電界 1ごと仮定すると， i夜j慌に作用する力 Fは
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重力の 10~50 倍に迷する 6) したがって静電

気の力は非常に大きく，従来付着困難であった

水平前lの下側などに対し，重力に逆らったと向

きの遥動により液泌を付着させることが可能と

なる

実際の 帯電噴霧液滴 が飛 朔す る保子 を図

1-4に示す. ここで、はl噴霧ノぞターンの卜'.{J!IIに，

図t.r.側から木片を差し出 して，相電l噴霧if:主j尚が

付着する様二子を撮影した.通常， T向きに散布

された場合のl噴霧i夜渦の通勤は， ノズノレIU:ltl時

の運動エネノレギ と重力に従い下方に落下運動す

る しかし，帯電したl噴霧液iiJi1iの散布-では，竜

催と木片の間に形成された電気力線に沿って液

i尚がilli1WJし，上向きの運動により木片の下面に

付着する.なお，本医|は コロ ナ帯電)i式による

ものであるが，誘導帯電や直接幣電でも液j尚の

i道場jは同保であ る.

図 1-4 帯電液滴が木片の裏側(下面)へ

回り込んで吸着する様子

(コロナ帯電『電位電圧ー15kV. 中空円錐噴霧ノズル)

m下電散布のも う一つのイ、I117プロ セスに，噴霧

された荷電液j街の集合体(以下噴霧雲と記す)

が発4てする自問電併がある ll) 先述した静電ii女

平ii装置の電位と 散布対象物聞に形成される電界

は，竜踊から遠く離れた部位では羽くなって し

まう しかし，電極から速い部位であっても，

僻電液滴がある程度符集 してI噴霧宝-を形成した

場介， 噴霧雲自身が発生する空間電術により散

布央l象物との問に電界を生じる このため帯電

液摘は散布対象物に|古lかい飛朔して，業裏など

に付着することができる

空間電荷に よる 帯電液滴付 着の筏式図を 図

1-5に示す噴霧雲の空間電荷により形成され

た電界の等電位線 (Linesof equi-pot巴ntial)に

対し， 直交する破線で示 されているのが亀気力

線に相当し，結電11わ前lは電気力線に沿って運動

E一一-ム~-~.-!\---ー←一一一一-.....ー
t ‘ ι →-~ ¥--ぺ --r一一イー
! ー」ぺ二:，;;¥ 〆-'. ....--:-ーー~¥ ~---/、
\/~ ~_l ~".-~'\ ...〆ヘ/F-Lh、、〉¥."、

/べ」川ぐム--'~ /'λ/プr →ー『一¥/、¥ F 

寸六、\、〆、〈/二γヘーγ:\ ン;~~!'---i_
\ぷ八、、心~J Zf'O Il~刊八斗〉//
ーご 、 ，-J fCI<I'" 〆 1 、、 lC'q，' フι~

戸、~ふ〉¥---¥ー--1.-----

ーー、守、r句マ~ 、~---ーごー、~司、 、、、、、、、、、「、c-可

図 1-5 帯電噴霧雲が形成する電界と

液滴の運動

j主)風や重力の影響を無視した様式図である

原図 Sp i 11 man'2) 

して散イli対象物に付着するー

3 静電散布に関する既往の研究成果と現

状

静電散布のM先は非常'に古く，霧状の液梢(.こ

約電気が，市電する自然現象は， 19 111:紀後期|に既

に発見されていた 13) ここから液滴に術電させ

て散布する試みが始まり，まず工業分野で 1940

年に HaroldRansburg (現ラ ンズパーグ社)が，

約電散布を利州して従来よりも 70%付着 l立が

向上する塗装装置を IIi)坂した

農業分野において炭~散布の付着を改普す る

ために静電気を利用する研究は， 194011=代の粉

剤の帯電散布か ら始め られた 14).15) その後，液

斉Ij農業散布に関する研究が行われ，誘導市電方

式 16)，コ ロナ;;11:電)i式 1i)，直接術電方式 18)な

ど各種静電散布方式の機構と基礎.E!I[論が明らか

となり， I)~I発された装置の一部は Ili)仮化 さ れた a

これらの静電散布装置による付着キ改善と防

除性能の向とがj来は，保々な研究に より悶場レ

ベルで実詰Eされている Gilesらは，イチゴに対

する殺菌剤J (Captan)の散布において， ~'í't電散

布はわずか 8Ll10aの散布量で，慣行の 187

Ll10a 散布と同等の付着量が得られることを示

した HJ) その他の代表例として Kabashimaら20)

Herzogら2))が病害虫防除薬剤散布で，ま た Law

ら 22)，Cooperらお)， Saito24)が微生物農薬散布

で，さらに Parham25)が除草剤で保々な静電散

布の実証試験を行っ た.これ らの尖験結果を総

合すると，静電散布は慣行散布のおおむねとい分

の散布量で，同等の防|徐効果が得られることが

明らかとなった また，小物農薬散布の結果か
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ら，静電気fit-屯が生物農薬の活性に関し悲影響

を与えないこ とが f'j午っており 24) 化学農薬に待

わる代潜農薬散布の手段と しても静電散布は有

111視されてい る.ただし， これ らはし吋呉れも散

布量 50Ll10a以下の濃厚少量散布の静電散布

装置による実験結巣である.

円本間内における静'~li 散布装置開発は 1 980

年代から本絡化し，浅野 26)や松尾ら 2i)，28)，津

賀ら 29).30).3))による基礎研究が行われ， 1990年

代初頭に』値段栽培矧の前電式市'淘煙霧機 :12)と

して d-j販化 された 本機は施設内に定置 して使

用 し，希釈倍率 100倍以下， 散布量 12Ll10a 

の濃厚少量散布で噴霧粒筏 10)lmの微粒子を

気流で施設内に鋭、散させる.定置式のため機体

をillJJかサ必要が1!日く，散布i作業の1![f;人化を実射

した.ま た作物の柴裏に対し，従来の常組問霧

機に比べ最大 1.8伯の薬液を付着させることが

できた:J:ll目温室メロンにおけるワ タア ブラムシ

及びミブミ キイロアザミウマに対する|ジJ除去UJ果

は手散布より 劣るものの I ~1;' 洞煙霧機より 高か

った ;j，j).:15) またウドンコ病に対する防|徐効果は

手HX;(fi同等で， 'ffi'nfit~ffi1~ より高かった :lli)

この静電式常nM.:R\~~霧機はメロン，パラ，イチ

ゴの胞設裁措農家に数百台が普及 し 1!lf;人散布

の省力性と高い|りj1徐効果で好評を得た a しかし

濃厚少量散布装置であるため， 2002年の農薬取

締法改正施行に伴って，使)Iiでき る農薬の積類

が大きく 制限された その後，使用可能な農薬

の新規登録も進んでおらず， 現在は持及 を拡大

する こと が不可能となった このため省力で防

除効果の高い散布装置を求める現場の強い吏望

が有るものの，販売は中.11ニされた状態である.

このような背景から，匡l内の慣行散布体系で

使用できる低濃度多量散布の前電散布技術開発

に対 する ~~:{が高まっていたが， 既往の研究報

告は少なく 3 松尾ら幻)の果樹|掴用静電散布スピ

ー ドス プ レーヤの研究事例や，東山ら :18)の室内

基礎試験の考i例程度であった.

そ こ で ， 著者らはやJ~~ の良い散布装置の開発

を目的とし， 1996年より低濃度多量散布の治省

散布技術開発を開始した.最初に，誘導市電方

式及びコロナ帯盆方式の多量一散布に対する適合

化t;を実験室レベノレで、明らかにした月日)

次に， 環状誘導帯電電極と動11~)有一流体散布

ノズルを組み合わせた多最散布朋静電散布装置

を開発 し，粒子筏 150)lm， 111出量 2_1Llmin 

の扇形噴霧ノズノレl噴霧液 {~j において，静電散;(Ií

のキャベツ模擬作物体に刻する被覆面積率が，

1!引符'屯散布に比べ有意に土'~I加するこ とを室内試

験でIY'Jらかにした 40)

これらの予備的試験で得られた知見は， 農:機

メーカの静電散布装置設計に活用され， 2004 

長 | に手持ちJf~散::(Ii機として，みのる産業株式会

社より低濃度多章一散布の目下電散布装置が発先さ

れた<!l)その後，株式会柱共立 3 有光工業株式

会社，株式会社麻場ーから同級の榊造の手持ち形

的fE散布装置が発売されるに亘った.

しか しながら， 低濃度多量散布の 静電散布装

置におけ る詳細な減摘のヰ停電特性や， lull場での

作物体に対する付活性能，及びIVil徐効果の評イdli

について未だに詳細|な研究が行われていない

また，市販機はいずれも手持ち}I予であり，大tJil.

t史栽i台に対応、したブームスプレーヤ等の省力散

布機に適用できる装置の開発や↑~I:ii5 ~;I' {i1li事例も

無し、

4 本研究の背景

l先住の欧米における節電散布技術開発は，ほ

ぼ全てが濃厚少量散布を前提として開発されて

きた主な静電散布装置におけるノズル吐出 車，

j夜前!の比屯荷を表 1-4(次頁)に示す.国内で

最初に実):I:J化された小野 32)の装置を合め，全て

が 0_08~0. 25 Llminと恨めて小さ い吐出長の

ノズノレを採用し， 噴霧粒径 8~40 ド 111 の微粒子

を散布している 液摘の質量あた り棉:電長 (lii

位 C/kg，以下，比電荷と記す)はがJ5 mC/kg 

で、ある.

既ねての静電散布に少量散布がmいられるのは，

l噴霧粒径，及び電極~lli:i: に対する濡れの |りJ止 と

いう ニ点で，静電散イn技術に非常に良く適合す

るためであ る

まずl噴霧粒径 と静電散布の関連を述べる. 百下

電散布では Lorentzの式 1-1に従い，イii電した

液 ìTI~ の 比電荷 が高いほど彼消ìili'1lYJ に対し静電

気のプ〕が文配的となり，イサ 1守本のl向上が期待で

きる.静電気は粒子の5受面に発生する力であり，

松守に市川、比電荷を十日'屯させるためには，粒了一

の質量 当たりの表面積を大きくすることが有効

である f{刻尚表面積と幣電量の関係を式 1-4に

示す
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表 1-4 既存の主要な静電散布装置の諸元

Electrostat ic Ill1perial 
小型f(1995)， 

開発者 Spraying Chell1ical La、N(¥978) 
株式会社共立

Systell1s Inc Industries 

商品名 BP E¥ectl 倒yne 静電式;町民r~~i霧機

開発国 米国 英国 米国 日本

幣電方式 誘導幣竜 圭w禾ラ、与世す[tW'~主L 号n元ノラ三午詩前キT11111喧日号'" 誘導伴J:電

ノズノレ形式 二二流{本 古it色微t立化 二流体 二流体

IU:出量(Llll1in) 0.25 0.24 0.08 0.08 

l'il:子径(VMD，，un) 20~40 42* 20 8~IO 

比電荷(Il1GKi'l 未公表 4.7 4.8 未公永
* 推測{直

Esstl:カタ ログ Law(1978)叫松尾ら(1986)"1，小型F(1995)121 

Q=Aρぷ (式 1-4)

ここで 3

Q 電1¥奇(液滴41111主主)

A 液1~l，j表面積

ρs 表面電荷密度

である目

液成iの単位質量あたりの表面積は，粒下径が

小さくなるほど大きくなる. したがって，同じ

表而電荷続度を与 える併電電j:，Ð~装躍の場合，通

過する液浴l粒子径が微粒子ほど，高い比電荷を

術電させることができる.このため従来の静電

散布研究では，粒チ径1O~40 pmの均質な微粒

子が得られるノズルや微粒化機怖を採用してお

り，静';E微粒化を用いた)j式 18)や，巨liI民主にアト

マイザ~4:J) .4 4)，あるいは二流体ノズノレ 45)等が用

いられている.これらの微粒子が得られるノズ

/レや微粒化機備は一般に吐出査が小さく，必然

的に少量散布となる.

次に 3 電恨の濡れと約電散布の関連を述べる

農業における作業環境での耐久性，機材の取り

被い性，コストを考慮、すると，静電散布装置の

帯電方式には 3 比較的構造が単純堅牢な誘導1111:

電が最も適する 45) しかし誘導帯電を用いた静

電散布装置では，電極付近に液滴が付着すると

コロナ放電現象が発生し，帯電液滴と逆極性の

イオンを生じて液消の帯電が打ち消されてしま

う問題がある '16) 電極の濡れを回避するために

はノズルの吐出量を小さくすることが有効であ

るため 47)，少量散布ノズルが使用されている.

これに対し， 国内慣行 散布で主流の低濃度多

量散布ではノズル|止出量が大l胞に多い 国内の

-.fiJ支的なノス、ルと止|二tLi監の例を表 1-5に示す

I~I::出呈は o. 5~ 1. 5 L/min.のノズルを単頭口も

しくは多頭口装備し， O. 8~50 Llmin.の散布を

行う目散布圧は1.O~2. 5 MPaである l噴霧バ

ターンは扇形と仁1"空円錐が汗!し、られる これら

のノズノレの一般的な l噴霧粒径は 100~200 pm 

であり，欧米に比べると IÜ:I:I:\量は 2~20 倍噴

霧粒径も 2倍以|二大きい，

このような多量散布のノズノレに適した静電気

市電m電恨の構造や，液iMiの荷電特性など基礎

的なデータは殆ど未解明であり，欧米の静電散

布技術をそのまま適用することはできない ま

た，仮に濃厚少量散布の静電散布装置を国内で

使用する場合，希釈倍率が具なるため， 12主f*取

締法に従って新たな農薬登録を取得する必要が

あり，濃厚少量散布装置の普及は困難である.

静電散布は既に多くの研究で農薬削減，防除効

果向上の有効性が実証されていることから，国

内でも現状の農薬取締法下で使用できる，低濃

度多量散布に適合した紛電散布技術の研究開発

が強く求められている
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表 1-5 圏内の一般的な散布ノズルと吐出量

ノズノレ 室w ノズノレ

ノスソレのT11#頚
散布 1I11:1j-Iit 1 YslI-1 l噴湯ノそターン
圧力 (L/min) 吐::1:¥量
(:vJPa) (L/min) 

単 yt~ ノズ/レA
人プ)1'良識機(殺止1・殺ifi剤)J1J

1.0~ 1.5 O.8~ 1.0 O.8~I.O I:!J :1:門主rf'

可j頭ノズノレB
人))IIJli湯機(除草剤)JfJ

1. 0~ 1.5 1.1 ~ 1.4 1.I ~1 .4 )~Mr~ 

塊状ノスノレ
ノズノレ3州

1. 5~2.5 1. 5~2.3 O.5~O.77 じ1.1盗門錐

環状ノズノレ
ノズノレ5 側 . jj ll i率 ~I;出似 m

1.5，.....，..2.5 2.5--3.2 O.5~O.64 rl"袋内釘i

ススラ ンノズノレ
ノスノレ7伺.長11;主WOl佐5111

1.5~2.5 3 .4~4 .4 0 .49~O.63 rlJ 2~~ jCJ j':fi' 

水平ノス、ル(片持ち式)
ノズJレ9鮎1.1¥文布脈'13m 

ブームノ ズノレA
ノスノレ26fl日， 1世布 ~{7.2 m 

ブームノズルB
ノズノレ5" 側散布帳7~15 1ll

1.5 

1.5 

(日本怖物|りjl互協会， 1998より 部抜作)

ヒ記の背景をもとに本研究を開始するにあた

り，若者は以下に示す仮説を提案した.低濃度

多阜:散布では 3 従来の濃厚少最散布の静電散布

袋i主に比ilS<:しi1!i摘の比電荷は低下すること が 予

想される. この足HFI-Jは，多E印刷げのノズノレはl噴

霧粒径が 100~200 ドm と 大きく，液i商単位質

位当たりの液消l表面積が小さいためである 節

電力が組子運動に対し支配 I'I(J となる被 r~i;í粒下径

は概略 13511m以|てとされ 48)，多量;散布jノズノレ

の粒径の大きい被j尚では，'ti!(..色気による村荷の

改善効果が低-1、する懸念、がある

しかし多くのノズノレにおいて噴霧液前lの粒

径分布は対数ttrJt分布，もしくは χー来分布し

ている 7) このためノズルの代表的な粒子径を

表す体積1-1"位径 CVolumeMedian Diameter，以

|マVMDと記す)よりも大幅に小さい粒子が噴

霧 中に相 当金含まれている. W'Jえば， VMDが

240 )1m の組大l辛子噴霧ノズノレで、あっても噴

霧被滴全体の体積に対し 114~ 1110程度， 100 

ドm 以下の微粒子 を含有している 19)目本研究は

この点に着 目し，多-Eかっ大粒子のノズノレl噴霧

液滴に静電気を帯電 させることが出来れば噴

霧粒径分布中の比較的微粒子の成分が，伴f下位に

より付着向上効果を発現する可能性があると予

恕した

また，式 1-2より，理論上は液i尚の比電荷を

13 1.44 }~ !r~ 

21 O.XI '-1.1皆川針f

50 0.96 "!-'怨jJJtft

[r:rjめるほど散布対象物への付行率は向上するが，

i/'~ J早少量散布において，比屯int1. 5 ~ 4.5 

mC/kg程度の北電粒子を実際の作物体へ散布

した場介，噴霧雲の形成する空間危仰が前川、と，

l噴霧雲から散布対象物に対しコロナ放電が発生

し 孜j尚出;75を1'1"和して付着が全く i自加しなく

なる現象が見られる 50).51) 特に 3 散布対象物に

鋭利な突起などがある場合，この現象は顕著で

ある 刻策として液泊lの十itfE槻怖を短周期で逆

転させコロナ放電を抑Hjljする試みが行われたが，

効果は認められていない 52) つまり， 一定以|二

雨jlt、電荷をi夜摘に帯電させても，場合によって

はやl 治改善に効果が~!\~い 逆に言えば，低濃度

多記;散布の静'，'ill，j¥X;:{fiにより ，低い屯1Wtの液滴を

多量に散布することで，空間]恒石~rが抑制されコ

ロナj次'むの発生を防jlしつつ，被滴の付 着 も良

好に維持される 可能性があると 予怨した目

低濃度多量散布は~i'伎の希釈倍率が南l いため，

散布のムラによる薬害の発牛や作業者の農染被

!爆の危険性がノトさ く，安全性の高い散布方式で

ある また，散布量が多いことにより， 1，J着均

一化が期待できるーこのため防除作業負担面積

が比~佼的小さい我が国では，今後も散布方式の

主流と考えられ，低濃度多量;散布で利用できる

静電散布技術とその特性が明らかとなれば 3 そ

の安全性を維持しつつ，より効率的な散布が実
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現できると考えられる.

以.トーの仮説に基づいて，著者は多市:散平liI'夜j尚

に帯電させるこ とで千J'着|合lヒが可能と判断し，

低濃度多量散布で使用できる静電散布装置の開

発研究に着手した.静電散布の適用対象とする

栽培体系は，国内の路地野菜栽培と，施設殺i告

を選んだ.

囲内の露地野菜栽l告では，代表的作自のキャ

ベツの場合，農業散布|司数と農薬散布量の削減

が課題となっている.キャベツ年間生産量 20

万トンと全国 1佐川の産地である愛知県では，

8月から 12月の秋冬取りて、行WJあたり 71到と 非

常に多くの農薬散布を行っているか1)栽i白J;Jt伎

の大規模化が進行するに伴って 3 防|徐作業省力

化4幾械として，ブームス プ レーヤなどの大71手散

布機が普及しているが，これらの散布機はノズ

ルが固定されており，議!J噴手散布のようにノス

ノレを振り動カ泊して作物体の業袋や茎業の込み入

った]'fI¥分に薬液を付治させることは難しい. し

たがって予防的|ジj1徐の観点か ら，多量散布に よ

り付着尚一を図るか，散布凶数を多めにする傾

向がある

ml長I也結球野菜iXJ音における農5lf起のコストを表

1-6に示す 炭築費は経常コス ト 全体の 6.6~

14%である，特にハクサイとキャベツの場合，

包装術造 ・運搬等料金を|徐いた本岡におけるコ

ストでは，良一~%'は燥機. J.襲用自動車~~に次ぐ

存1)合 を 占めてい る日)。こ のため，農薬散布の~

液付 ~I; 性能を向じすることで，裁tgi期 I'M') 内の散

布白数を減少 させる，あるいは|切除効果を維持

しつつ散布量を低減する散布技術が求められて

いる.

露地畑作における大形散布機の付着性能を向

卜ーさせる手段として，エアアシストなど噴霧到

達性を向上させる方法や，散布の陰となる部分

を解消させるためのノズル揺動機構など，さま

ざまな技術開発が行われてきたが 3 構造が複雑

でコストが市い，あるいは効果不十分である等，

決め手とはなっていない.

つぎに園内の施設栽指では，栽上告の大規模化

や， 閉鎖・暑熱といった作業環境の厳しさによ

り，農薬散布作業は多大な労働負担を強いてい

る.近年，建設コストと所要暖房エネノレギを

30%程度低減できる 大規模施設 として， ー棟 20

aを超える大形温室の導入が進行している 56)

このような大71~温室では， iFuL宅内を小区画に分

表 1-6 主要な露地結球野菜栽培における

10aあたり経営費(単位 千円)

経:当 '.L'i:合吉|

j事月l労賃

f重荷 J~'
I1山己H'i'
農業薬剤11'
諸材料費

光熱動力J!，{'

成機具・ 5長用 lヨ!fvn~r.賀'

ii是川kt物
賃借料及び料金

作業委託1SJ

土地改良及び水利1~li'

包装1fl'f造・ i豆ffJ~等料金
その他経営費

1圭 't~.t~，に占める

t21長薬剤1!i:のWII合(%)

はくさ U、
185 

14 

s 
19 

26 

10 

8 

22 

6 

51 

12 

14.1 

キャベツ レタス

177 244 

4 12 

12 13 

21 28 

20 16 

コ 20 

り 12 

29 42 

6 13 

5 

o 。
2 

49 48 

19 32 

11.3 6.6 

:11典 I!';"t;経営抗;n，胡先制10. ・lι1';:17'，，"11r 品11別経常統，lJ'J (); '~ H 
A、i'!.よ点、統計調;)

ホ品 11日'1データ !;t. 全IWf'Io} ({I'e!Dをl古川した.

答1)し，各区画の生育ステージをずら して通年作

付しているーこれにより恒"，[¥'I'I(Jな作付・収穫と，

作業労働負判の平準化を行っている ー

この救l宇;体系では病害虫発生灰副だけを防除

しても病害虫が他の!文聞に移動してしまうこと

が多く ，1リJ1徐徹!立が|主|英IIという Ig)Ji出がある. さ

らに作間を通して1同室内に奥なる生育ステージ

の作物が常配しているため，燥:;~~消毒や太陽熱

消苦手などの ー芥1ジJ'I徐を行うことが1:lj来ない. こ

のこと から防除作業は非;市に頻繁と なり，かっ

大日!II積を動力|噴霧機で手散布するため非常に長

H寺問を要している.例えば静岡県の主12:な施設

栽情品同である 1ltLE--メロン大規模放i音の防除作

業H寺問は， 10 aあたり年I'M1130 附間以上に達す

る ~7)

施設栽培では散布作業者の農薬被爆も問題で

ある .il乱室メロンにおける慣行の|防除作業状況

を図 1-6に示す 草丈の高し、1¥平路;の葉裏に対し

均一に l噴霧液 ì~j を付 着させるため ， ノズノレを上

向きとして丁寧にJ反り動かしながら散布する.

トマトやキュウリ，養液ノくラ殺情などでも 伺棋

の散布をわっている.このような散布では作業

者に多量の農薬被|爆が認められ，作業者の健康

に対する影響が懸念、されている 58).~9) ‘ 60).6 1 ) 被

|爆を最小限に抑えるため，嘗熱132境下で防|徐着

や防護マスクを装着して作業しており ，作業環

境は非常に厳しく 労働負担が大き い

現在までに大規模施放措における|め|徐労力の
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図 1-6 メロン温室内における慣行の動噴散布

軽減手段として， ノズノレ賠丑式|り'jl徐装置や， 自

走式ロボットス プ レーカ等の|き1UiJ散布装置が開

発されてきた. しかし手散布に比べて|坊除効果

が不 |分とされ，1J(-及は進んでいない.主主閉空

間ゆえに病害虫発生が顕著になりやオい施設栽

J: ì~: において，手 f\X ;;(fî ï政みの付活性能を他似しつ

つ，散布作業の省)). 19~人化を尖現できる施設

栽i六JFI自動散布1装置の開発が喫緊の課題とな

っている.

5 本研究の目的

木研究の目的は，農薬散布作業の省力化と，

良好な付着性能を両立する低濃度多E散布の静

電散布装置を開発し，その基礎的な市首特↑jーを

明らかにするーさらに，露地野菜栽培及び施設

栽暗に適用した|探の静電散布の付;守特性，防|徐

効jfL，及び農業散布量削減の可能性を|明らかに

することである.

以下に具体的な目的を示す.

(1)低濃度多量散布の液滴に，市電させることが

可能な静電散布装躍 を試作し，その屯+llf~ '1屯j主，

ノズノレ吐1:1:¥圭， ノズルl噴霧バターン等の物理条

件が十1*ý~Í;j の信電量に及ぼす影響と，最適なイi; 電

条{tl二を明らかにする.

(2)自民地キャベツ放出を対象に，開発した都電散

布装置をブームス プ レーヤ形散布機に撚載し，

作物体に対する波消付着特性を I:!FIらかにする

さらにキャベツ栽l音Illil場において，同装置の減

量散布における|切除効果を実証し，農薬散布長

ì~ llì放の nJ能性を評価する.

(3)湖主メロン栽l古を立、j象に，静電散イli装置を熔

殺した 1!l~人散布 ロボッ卜を開発し，作物体に対

する付着特性を|舛らかにする 大形メロン1m!室

において， I百l ロボッ卜の|切断~~)J巣 と 省プJ化効呆

を実証し，省))的|切除機に対ーする前電散イliの有

効性を評価する
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第H章 低濃度多量散布における静電散布装置の帯電性能

序言

本章における研究の目的は，低濃度多量散布

の液滴を帯電させ，付着男子を改主主 し散布量やド

リフトの低減効果が得られる静電散布装置とし

て，動噴周一流体ノズノレを)fJし、た静電散布装置

を試作し，そのl噴霧帯電特性を解明することで

ある 具体的には，試作した静電散布装置にお

ける H噴霧ノズルの積類，電極印加電圧，散布庄

力，ノズルー電極聞のギャッ プ距離，散布距~Hí

等の物五j!的条件がl噴霧の帯電に及ぼす影響を尖:

験的に角ll~明することで，低濃度多量散イli の静電

散布装置を実用化するための殻計指針を得る

2 材料及び方法

2-1試作した静電散布装置と供試ノズル

試作した静電散布装置を図 2-1に示す装置

は1荒状電僅，電極支持体，ノズル及び同装着部

で構成し，ノズノレ先端に環状屯械を配世した

導電性液体である 1襲来希釈液の|噴霧液摘に

対する市電方式は 3 コロナ，iii17Eと誘導市屯の ー

種類が実FI'l的であるが， 木研究では高湿度，塵

1:!f~深境に適応でき 3 かっ低屯11: で効率良く信:定

させることが可能な環状屯科医による誘導帯電を

採用した.首傾に正の荷主芭圧を印加する よLとで，

噴霧粒子に負の'Jiill:1~1f を裕:'~させた

環状電極は内径 38mmX厚さ 4.5mmの真鍋

製で，噴霧の形状に沿うように内面をテーパ形

状とした.テーバの角度は，ノズノレl噴霧角 90

度の噴霧j惨状に対して平行に設定した 関電圧

印加時における電偉からの放電や漏電を抑制す

るため，電極は電梅支持体にWiめ込み噴霧に

柵対する内E日一部分をI隔 7.5mmで露山した.214

極には耐圧 30kVのシリコンゴム被覆高耐JT'，屯

線を接続し，電源装置から直流高電圧を印)mし

た

電極支持体の材質は，機械強度と電気絶縁住1:

に優れる POM絞りJi'i(polyoxymethy lene，絶i〈芽、破

壊強さ 15kV/mm)を使用した目支持体の寸法

は，内部に装着する供試ノズノレの外形寸法と，

ノズルl噴霧パターンを基準に決定した.支持体

内部の通電部分周|許|には 3 絶縁体の厚さを 3

mm以 1.確保した.7E極及び同支.j:!J体にl噴霧液

摘が十j着すると，付着した液消からコロナ放'FE

を生 じて佑:電を阻害するため 415)，支持休側面に

開 1-1部を設け，ノズル噴霧に伴って発生する空

気流により周辺空気を電極周辺に導入してl噴霧

液泊の付着を防ぐことを企図した 開 口部の面

積は電槻支持体{)[IJ山積の約 60%とし，電極支持

左外形図

〆

/ 

右断面図

一流体ノズノレ

電源供給電線

環状電極

(内径申 38mm)

図 2-1 試作した静電散布装置
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表 2-1 供誌ノズルの諸元

形式番号

l止出盆(νmin)

TXVK4 

0.56 

中EE円錐，1伐務ノズ/レ

TXVK8τヌVK12 TχVK18 

1.1 1.7 2.6 

103 112 120 組子筏(pm，vrvm) 96.0 

l噴務角(degl'ee) 80。

1;i')噴霧角，位了径， 1.止出量:は散布圧力1.5Mpaでの値

VMD : VoJl¥me Median Diametel'(体秘中位径)

体の表面積を極力小さく した ノズル装義部と

篭恒支持体は M20，ピッチ1.5mmのねじ山に

よる接合とし，ノズルを噴霧11村!Ih方向に移動す

ることで 2 噴霧 と電極問のギャップ距離 Gを向

向に制整可能にした

{共試したノズル 8種献をき長 2-1に示す.ノズ

ノレの選択に 当たっては，囲内における一般的な

ブーム只プレーヤのノズル取付ピッチと単位面

結投下孟， 作業速度を考慮 し ， ノズル I!.I~出量 0 . 5

~2.6 Llmin 0)範囲から選定した 噴霧ノ号ター

ンは，農業分野で主に使用される中空円鋭.噴霧

と扇形I噴霧を採井lした 中空円錐l噴霧ノズノレに

は噴霧1主任分布，噴霧角度，内部情逃がほぼ

!吉|ーでz 吐出畳が異なる 4組却をiF〈試した 一

方扇形11直露ノズノレには止出Eiや粒子符に特徴

的な性質を持つ 4程強を供試した

ノズノレ形式 CV1080とCV2180はブーム λ プ

レーヤ向けの殺虫剤矧 ノスノレで，同一構造であ

るが l賞最*!i:径 と吐出景が大きく異なる.形式

SU07100 は 25~50 L/10aの少量散布問で，供

試ノスノレの I"f'で最も吐出走が少ない 形式

KSIOは ドリフ トレスノズノレであり，飛散を防

ぐために特異的に噴霧粒径が大きく ，噴霧粒子

試作静電散布装置
(ー涜体ノズルとl:l状電極 }

樹脂ホース

三厄構造
コレクターメッシ三

(211110剛 山 x2000山川}

扇)¥.手附霧ノズル

SU07100 KS10 CV1080 CV2180 

0.46 11 0.99 2.1 

103 491 82.0 142 

1000 800 

中に空気を混入する桝造である .

なお供試ノズノレの吐1+11置は，水を設定圧で 60

秒間メスシソンダー|人lに散布し噴霧茸を測定

して算出した ノズノレのl噴霧粒後はレ ザ光散

乱方式粒度分布測定装置 (MalvemInstl'llLnents， 

Master sizer S)で測定したー

2-2実験装置

試作した静省散布装置における|噴霧液摘の桔

電主と ，4itutE屯出から発生する放電や漏電の状

況を測定するため噴霧液泊1の比電荷 (CMR:

Charge to Mass Ratio)左，装置各部の電流を出IJ

定する実験装置を試作した (@ 2-2) 

節電i枚布装置の電似に印加する電源は，直流

i高圧安定化包源装置 (最大出力電庄 30kV，定

偽 250pA， 7[陀変動率 0.05%)を使阿し I 't~~ 

j認印加電庄 内yは電源装櫨の出力モニタ端子を

利用 して測定した.

噴霧ì{主 i荷の比電荷 !ま，次式により算出した ~8)

q!:l--=Is . t / M 式 2-1)

二二で qs:比従前 [mC/kgJ

1s: 1噴霧電流 [pAJ

t: 噴霧fI寺院j[5l 

直流微少電流軒

つ
l

i
t
-
I
l
l
i
t
-
-
-
一
タ

ダ

一

一

』l
l
l
一
一
三

一

一

一
デ

同
一

図 2-2 実験装置と測定系
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M: 1噴霧11寺I'IJjt内のコレクタによる

trli促液滴の全質量 [kg]

である.捕捉液消全質量はノズルの吐出量から

算出した l噴霧電流 1sの測定は，松尾 ら 28)，

Marchantら<1i)，及び Carrozら62)の方法を参考

に，帯電した噴霧液滴を金属製コレクタメッシ

ュで捕集し，コレクタからアース間に流れる電

流を直流微少電流昔l'(横河電機 2011-31，精度

1.0級)で計測する方法を採用した.コレクタメ

ッシュは大きさ 2000x 2000 mmのアノレミニウ

ム A1010製エキスパンドメタノレを用いた.噴霧

の流れに対して抵抗にならず，かっ噴霧をロス

j~~ く tfli集できるように，上から自合 6X 12 mm， 

4X8mm，3X4mm各 1枚のメッシュを 15mm  

間隔で 3屈に積層した(区12-3). 

図 2-3 コレクタメッシュ(上面図)

本実験装i孟において，荷電装置各部の'屯流は，

電流iili続の法WJから次式が成立する 28)

1s= 1p -111 刀 (式 2-2)

1p: "屯j原電流

111 :ノズ、ル電流

刀:測定系を経由せず電極等から空 lー|ーIに

放電する電流

'屯1原電流 h は電社!?(装置の山カモニタ端 fーを

利用して測定した.ノズノレ75流 h は，電板支

持休基部の金属製配管内を通過する液体からア

ースに対して流れる'fE流を直流微少電流計 (横

河電機 2011-31)で測定した 1s， 1p， 111， 均

の時系列変化はデータレコーダ(日置電機メモ

リハイコーダ 8842，同アサログユニット 8936

使用)により測定した.

なお|噴霧液体の加圧装置は動l民HIポンプを片J

いた.散布圧力は動l噴ポンプの開圧弁で調整し 3

ノズノレ直近に設置したプノレドン管式圧力計指示

値に基づき 設定 した l噴霧液体の流路は樹脂ホ

ースで十f伯父し，動l頃朋ポンプ及び水タンクもグ

ランドに対して電気的に絶縁した.

2-3測定項目

試作した前電散布装置のノズルの稀類，電極

印加電圧，環状電脳と噴霧液j商聞のギャッ プ距

南fi，散布圧力，ならびに散布距離が噴霧液摘

の帯電に与える影響を調査 した 尖験条件を表

2-2に示す

表 2-2 実験条件

変化要因 水可と

噴霧ノズノレ 8種類(詳細|表2-1)

'l!tt1:i!u印;)11電圧 ゆ (kV) 0 ~ +10 

散布正力 (MPa) 1.0 ~ 2.0 

ノズノレ~屯似1M] 司1.6 0 1.6 3.2 4.8 
ギ γップ距11lli G(mm) 

散布Wlol1jjlL 300 ~ 800 mmの100mm1it

環状電極と|噴霧液消間のギャッ プ距離 G([送|

2-1を参照)は，ギャッ プhllif~I世が最小の II~ を

G二 Ommとし，ノズノレ装計部の接合ネジを調挫

してノズルをl噴霧|向車111力向に移動させることで

Gを1.6mmステッ プで変化させ，その際の比

電荷 qsを測定した.ノズノレ|噴 口とコレクタメ

ッシュの距離を散布距I~ft Lとし，実際のブーム

プレーヤによる散布作業を想定して ，Lの範囲

は 300~800 mmとした.

以 I~ ，全ての実験においてl噴霧には水道水を

用いた また屯楯や電極支持休が完全に乾いた

状態と噴霧1辛子 が付着 して濡れた状態では;lil-

電状態が変化するので， 設定条件において最低

180 s以上連続して噴霧 を行い，装置の漏れが

安定した状態で測定を行った.

3 結果及び考察

3-1 電極印加電圧及びノズル吐出量と噴

霧液滴の比電荷

散布圧力1.5MPaにおいて，電極印加電j王

vjフを 0~+10 kVで変化させた|派の，噴霧ノ寸タ

ーン別の比電荷 qsを図 2-4に示す.このとき l噴

霧と電極問のギャッ プ距離 Gは Ommに制殺し

た
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電極印加電圧ゆ(+kV)

10 

0.6 
一→将一046L/min(SU071 00) 

-ドーo99L/min (CV1 080) 

ーζトー 11L/min (KS 10) 

ー〈トー 2.1L/min (CV2180) 

0.5 

] 04 
、、
Eコ
E 

~ 0.3 
1写
~困
まま 0.2 

0.1 

。 4 

電極印加電圧ゆ (+kV)

扇形噴霧

10 

中空円錐噴霧

図 2-4電極印加電圧と比電荷の関係(散布圧力 1.5MPa) 

rl-'空円錐!噴霧の巧yに対する qsの特性は，

りの|二タ!とともに直線的に胤加した後， +4~7 

kV.0、とでは培加が鈍化し，さらに巧yをとげる

と qsは減少した また吐出量が少ないノズ‘/レ

ほど qsの最大10夜は高かった.吐出Ii.l:0.56 Llmin 

のノズノレでは+7.5kVまで qsは土問)J日し一0.55

mC/kgの最大値を示した.これに対しIU:UHil 

4.8倍 (2.6Llmin)のノズルではり|一昇に対

する qs地加の傾きは小さく，十5kV以|二で、は

殆ど増加しなくなった • qs 最大値は+6kVで

ー0.24mC/kgとなり， 0.56 Llminの場合と比l絞

して 42%にとどまった

一方，扇形l噴霧の巧yに対する qsの特性はrl寸

空円主ff'噴霧と問後て、，Vp上昇に{=I"い qsはj開加

した後， +5~7 kVで増加は鈍化し，さらに巧y

を上げると qsは減少した また吐出量の少な

いノズルほど qsの最大値は高かった.

扇 形|噴霧ノズルで吐出量がほぼ 同 一 の

CV1080と KS10を比較すると噴霧紐径は前

者が 82.0μmに対して後者は 491μmと6倍で

あるが，巧yに対する qsの特性は同傾向を示し

た.同 吐11:¥量において液滴の表面積が大きく

具なる場合，比電荷に差具:が発生すると予想さ

れるが，4:結果では差が無かった.

仁1]空円錐噴霧と扇形噴霧の qsを比較すると，

i止出塁の類似したノズノレで、は， 巧yに対する qs

の値は常に中空円ili!f'!噴霧が高かった 誘導;}11:電

はl噴霧の液滴分裂部位に高い電界を与えて;出:電

させる原理であり 3 電極がi夜泊分裂部位に近接

するほど，行!:d尚に市川、'~Ii併を市電させることが

できる G:J) 仁ド空円錐噴霧の液滴分裂部位は環状

屯右足に対して均一に接近しているため， ~~:j し、比

電1'，fTが待られたと考えられたーこれに対し扇形

l噴霧の場合，本装置の環状電極は真円形状であ

るため，扇形l噴霧バターンの両端部だけが環状

電似に近接し，噴霧中央部は電極から離れてし

まうため比 'i~l1 1HJ が低いと考えられた. 扇形 l噴霧

では粒子径が比電術に影響を与えなかった現象

も，同様の理1:13によると考えられた.

りを+4kVに固定し，散布圧力を1.0，1目5，

2.0 MPaに設定した|深の吐出歪 と|噴霧電流 Is

及び比電荷 qsの比較を表 2-3に示す.

表 2-3 散布圧力別の吐出量と噴霧電流

および比電荷の比較(電値印加電圧 +4kV) 

散布圧力(j'vIPa)

首!lJi1現目 l.0 l.5 2.0 

I!:t tl-::ili: (νmin) l.4 1.7 2 

l噴霧電流Is(pA) 一7.1 ー7.9 8.1 

比電許可qs(mC/kg) 句 0.31 ー0.28 -0.25 

ノズル 中空いj錐噴霧TXVK12(l.7L1minat 1.5lVIPa) 

ノズルはヰI空円錐l噴霧の TXVK12を用いた

散布圧力が高くなるに従い噴霧電流 Isは増加

したが，圧力上昇による吐出量の培加が Isの網

加を上[!:uったため qsは減少した.散布圧力

1.0 MPa 時点に対し， 2.0 MPaの qsは 20%低
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かった，圧力上昇に伴い qsが減少する現象は 3

|止UJiTJ-~ の異なる ノズノレでも同保に発生した.

Carr唱ozらfi2)はIU戸出金 0.6Llmin以下のI:IJ2三円錐

l噴霧ノズノレ数碍類を試験し，散布圧力を上昇さ

せると比電荷が低下する傾向を報告したが，本

車市架から， さらに'!土州最の多い 2.6Llminのノ

ズルに至っても同傾向が認められた

3-2帯電装置から発生する漏電や放電の

状況

慣行の動 l貨散布九l ノズノレと I<，î]~;の吐 l'c'l 定 1.7

Llminをイfするノ ズノレ TXVK12において 3 電

版印加電j正 巧3を OVから+10kVまで 0.5kV 

ステッフで変化した際の電lIJi(電流 lp，1噴霧電

流 Is， ノズノレit流 111 の測定結果を I~I 2-5にホ

サ

'i'?:"円釘';lIu:Ji，1.7 L/min (TXVKI2) 

j¥X.{IiU:JJ: 1.5 )IP" 

70 

60 

50 
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電極印加電圧ゆ (+kV)

図 2-5 電極印加電圧が散布装置各部位の

電流に与える影響

h は巧J~五 +2.5 kVでは数 μAと微少だった

が， 防 >+2.5kVでは徐々に憎1mし，Vp>+4 kV 

では傾きを強めながら大 IVI~ に明加 し た.

Isはり壬+4kVでは VpJ.:!ri'ーに伴って増加した.

その後増加|の傾きは小さ くな り， +6 kVでほぼ

一定となったが， +7 kV以上では一定からわず

かに減少した.

l刀は均三五+2.0kVでは Isの絶対値とほぼ等

しい値を示したが，Vp>+2.5 kVでは Isを」回

り，特に均>+4kVでは Isに関係無 くhとエj!.

f干して土皆力目した.

'fE掛から漏電やj次唱が殆ど生じない用想的(Jな

誘導信電装置を仮定すると ，ノズノレ'屯流 111の

絶 対 値 は噴霧液滴の電術によ って遥ばれる 電

JオCIsと等しくなる.ま た木装置は誘導佑電であ

るから ，lplま電HuJ.からの空仁1-'1i文亀刀が少なけれ

ば，非常に微小な値と なる.区12-5に示した笑

ìWJ ií'，~ 5lさでは， り壬+2.5kVにおける lpは非常

に小さく 3 漏電や放電の少ない良好な誘導帯電

状態を維持していると考えられた

しか し防>+4kVでは hがIsと無関係に大

幅に明加し， 111も 与 に平行 して噌加したこと

から夜摘が付着 して濡れた状態の環状電極及

び|育l支持体表出で，Jpが屯同から支持体表面(沿

l.Il.i)をフラッシオーバし， 首位i支持休の取付ー基

音11にある金属製配管へ漏'唱して l刀 を増加させ

たもの と考えられた したがって， 噴霧液滴の

比電尚一 qsを高めるためにりを上昇ーさせた場合，

+4 kVまでは qsの決定因子である Isが巧3と

共に附加する が， 均 >+4kVでは Isの地力11は

小さく， 一方で漏電により hは大幅に増加する

ため 3 電源電力が無駄になると考えられた

つぎに巧7=+2kV， +4 kVにおけ る 噴霧電

流 Isの波形を同 2-6に示す り=+2kVに比較

して+4kVの Isは不安定であり， 瞬間的にゼロ

付近まで低ドする現象も頻発した • Isが瞬間的

にゼロとなる現象は漬け近辺に連続した流体

として有在するアース'屯{立の液l岐部分に対し，

!iil :Ik 'i'ill:樋内而から火花放電が発生し， 電俸と l噴

霧J液yiiii聞の静電界が-1J7j的に崩壊 したためと 考

えられた.

中吉正門雑Il，'~待 1. i Llmill (TX¥'KI1) 

i技術圧力 1.5 ，¥11'<.1 

10.0 r 

< 8.0 ト
ミ ， ‘一

IIJ=+2 kV τ6.0 r 
『

." 
E 40 門叩可附'I'f"I'I1'M'明司~聞朝iI\iII'II'酬帆'判~阿川柳欄
A¥  

議 2.0 ト
司 l

0.0 L' -----~-----~-----~ 

10 15 

経過時1111(5)

図 2-6 電極印加電圧』炉+2kV及び+4kVに

おける噴霧電流 /sの波形

り=+9kVにおいて電極近辺に発生 したコロ

ナ放電現象の画像を図 2-7に示す.lji1:伏下8:1必 |ご

面に付着した|噴霧彼j尚が門主ft形状に尖 り，尖頭
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ノズル '1"'盗円錐噴霧1.7Llmil可(TXVKI2)

散布庄力 1.5 MPa.鉱光11寺u円:30 s 

V 

ストリーマコロナ篠態の

コロナ放置

動噴周

一流体ノズル

図 2-7電極から発生 したコ ロナ放電現象 (電極印加電EE+9kV) 

苦11からユ トリーマコロナ様態 S)のコロナl放'屯が

顕著に発生していることが確認できた また，

電級内問の最小佐部分からノズノレ噴口の液IE集部

こ立すして U9T~坑 li~J !こ :k 1Ë J.ほ'電ヵ、ヲc~1:: して いること

が観察された.コロナ放電はlIiJ黒中で目視でも

観測することができ . Vpニ+ら kV付近カ、ら明確

に発生が見られた.誘導，部電の場合，電極から

のコロナ放電は，帯電した液滴に対して逆極性

のイオンを発生するため s 被il;'Uの部電がtrち消

されることが央IJられており 15)，1罰 2ーらにおいて

Vp;;;+6 kVで Isが増加しなくなった原!!Iは，

コロナ放電による誘導部電の阻害と考えられた.

以 lごより，電;恒FfJ1m電圧+4kV 以上では屯極

からの漏電により電源電力の損失がl告加寸るこ

とと，火花放電による iWi尚千W/~包の不安定化， コ

ロナJ/x."誌による行1;'~líl'l 告ーが予告正iミマ「る ことヵ、 ら ，

木静電散布装置の電極印力11亀圧の J::líl~ は+4 kV 

JE度であると芳えられた

3-3環状電極と噴霧液滴聞のギャップ距

離が液滴比電荷に及ぼす影響

散布圧力 l.5MPa， 門戸+4kV の|探に，環状

電極と|噴霧液消間のギャッ プ距離 Cが液滴比電

THf qsに及ぼす影響を図 2-8に示す.

1:1-'主主円錐l噴霧では，G=O mmで最も高い qs

が得 られ，Gがl.6m m大きくなると qsは 13

~18%減少し，企4.8mm の qs は G=Omm に

対して 40%減少した.環状電極がl噴霧と接触す

る G二一l.6m mの場合 qsは著しく減少した

これは，環状電極内周の全周にわたり|噴霧液滴

が多量に付着する状態となってしまい，電極と

ノズノレ喰口液服部分が短絡し， /fit'l~界が維持さ

れなくなるためと考えられた

扇 jl~噴霧でも Gの拡大に伴って qsは蹴少し ，

0=0 111mに比較して 4.8mmの qsは 56%減少

した . しかし噴霧と屯脱が接触してしまう

告 1.611111lとしても 3 中空円錐1噴霧とは具なり

qsの減少は殆ど無かった.扇形噴霧では噴霧

と環状電憾の接触部分が噴霧パターンl可端の二

..:~のみであるため ， 月 i 世 円推に ~t'l[交して比電frir

の減少が小さいものと考えられた司

康状電阪と |噴霧i佼滴問のギ γップ距離が被i尚

の比貫主街に及ぼす影響は， Vpを十7kV以下の

範聞で生化 させても， +4 kV の場合と同線であ

ったー

03 

:il> 0.2 
、、
'-' 
E 

h 

" IIJ: 
E言
着。!

ノズル 中空間錯喰窃 TXVK12(11 L/m<n) 

扇形噴露 CV 1 080 (0.99 LI mO1) 
PII詰圧力 1_5MPa 

Vp= +4 kV 

田中空円鑓 日扇iI>

16mm Omm 16ml'l司 32m刊 4.3mm 

ギヤョブi~陣。

図 2-8 電極~噴霧液j商問の

ギャップ距離と比電荷
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図 2-9 散布距離と比電荷の関係

(電極印加電圧+4kV.散布圧力 1.5 MPa) 

3-4散布距離と液滴比電荷の関係

散布距離 Lと，機、ぷj比篭術 qsの関係 を凶 2-9

に示す目

1:1" ~~円錐噴霧における qs の変化傾向を見 る

と，L=300 m mでは吐出最の少ないノズルほど

qsが高かっ た しかしl止tf!kFkの少ない ノズルは

L の憎大に 1~1'. い急激に qs が減哀 したのに対し，

吐出量ーの多いノズルで、は減衰が緩やかであった

ため • L=800 mm  の地点に達すると IU:出量によ

る qsの差は非;TVに小さくなった.

扇形l噴霧でも全体的に散布距i司(i:の増大に伴い

qsは減衰 した しか しl噴霧純子径が 491pmと

非常'に大きいノ ズノレ形式 KSI0は，qsが殆 ど減

衰 しなかった.

散布距離増大に伴う比7E桁の減衰は，千台111:1泣

了の屯iHiが， ノズノレ11長口から問調(i:を経るに従っ

て空気中にコロナ放電するためと 考えられた.

また噴霧粒径が大きい粒-(は彼i尚表面の曲率

が小 さいため液i向からのコロナ放'屯は少なく，

距離に伴 う比電荷の減哀が小 さいものと 考えら

れた

4 総合考察

試作した目下電散布装置において ，j{支j向に高い

比電荷を帯電させるための物盟条件は以下の通

りと考えられた.液裕!の比電荷を涼iめつつ，電

般からの放電や漏電の少ない笑)判的な電極印加

電圧の上限は+4kV付近である 高い比電荷を

得るためのノズノレの噴霧パター ンは扇形l噴霧よ

りも 1.1コ 空円錐が適 し，また Itl ~ 出量は少ないと 有

利である 電傾と 1噴霧液滴問のギャップ距離は

小さいほど比電荷が日く，屯倣と l噴霧液j尚が接

触せず，かっ最小の距rl!lQにする必要がある目

現在国内で広く使)"11されている1I!)JI民JFJノズル

の "1: 1'1:\ 量は1.0~2.0 L!min 程度であるが 3 メド

試作装躍の場合，当該"，1:1:1:¥最の中空円錐噴霧ノ

ズノレにおい て屯極印加電圧+4kV， 散布i圧力

1.5 MPa，散イli~êlP'lv. 300 mm  の条件では一0.30

~ ' 0.45 mC/kgの比電荷が得られた.

比電荷の絶対値で 0 .4~ 0 .6 mC/kgの'屯荷を

持つ液滴 をl噴霧した場合，散布様的 (人 工物)

の単位面積あたり 付着亙;は， +11屯 していないifii

i尚に比べ 5割以上端加するお) また，塗装分野

の研究例であるが，通常散布の塗着効率 (付着

塗料乾燥霊長/散布塗料乾燥重量x100)が25%

に対し， 比電荷 0.5mC/kgの静屯散ギ11では依の

50%となる 64) したが って，実際の植物体への

付着盤については調査の必要があるものの，本

装置で得 られる液摘の比電荷によって慣行散布

と比較 して付着率を改持できると考えられた

本装置では電阪支H付、に電気絶縁性と機械強

度に優れたポ リアセター/レ樹脂をj刊し、たが，テ

アロン枯tlJJ旨 のような1ry~水性の絶縁素材を使用す

る こ とで，液滴の付 蒜 l坊 IJ と 一層の漏電f~J制を

達成できる可能性がある.また，電似支持体表

面に凹凸やひだ形状を設け，電1W;'支持体沿面の

絶縁、距離を拡大 し，漏電に対するリスク をI降減

するこ とも考え られる. これら電樋支持体材 質

と形状については，引 き続き研究の必裂がある.
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第E章 キャベツに対する付着性能と害虫防除効果

1 序言 はじめに室内試験により，多量散布の静電散

露地結J;K野菜の主製品住|であるキャベツの殺

i音では，暖i也の主産地である愛知県の 8月から

12月の秋冬取りで 1作期あたり 7固 と非常'に多

くの農薬散布を行っている 54) キャベツは結球

部の葉が複雑に入り組んでいるうえに 3 結Bj(を

取 り囲むタト築が水平方l古lに大き く展開 している

ため，ブームスプレーヤ等で上 屯に上)]から散

布しでも，結球者r\J~iJ 辺や外業の裏 üii に対して l噴

霧液摘を均一に到達させることは困難で，散布

量が少ないと村~~:のムラを生じやすい . また表

面にワックスが存在するため液尚が付析 し難く ，

結球部周辺や外業の裏面は病害虫の生息場所に

なっていることから 2 これらの 1~1\位に対する付

着ム ラは防除効果を低下させる 現状の農業散

布では什着ムラを凶j位するために 200L!10a :f:!f， 

度の散布を行っており，環境問題と農薬経費削

減の両前iか ら3 慣れよりも少ない散布量で作物

体の各部に均一にl噴霧液柿を付着 させ，高い|幼

除効果を得ることが可能な散布装置の開発が望

まA'している.

そこで，本主主における研究の目的は，がi挙で

I~\'J 発した低濃度多量散布の静'詰;散布装置におけ

る ，キャベツに刻する付着t'i'I'~I: と|ジ71徐効果を，

慣行散布と比i絞して明らかにすることとした

布におけ る噴霧粒径と様仮作物体に対する付若

特性について調査した.さらに，キャベ ツ栽培

では経営規模の大形化に伴ってブームス プ レー

ヤによる散布作業がー般的になっている ことか

ら， 同静電散布装置を多頭口のブームス プレー

ヤ増|幼除機に組み入れ，露i也キャベツ栽陪HWI場

で慣行の|幼|徐に比べて面積あた りの散布量を削

減する ことをi=i1'1':1とした笑証試験を行い，その

Iジi除効果を明 らかにした

2 室内試験

2-1試験目的

やj若特性に大きな影響を与えるl噴霧粒符分布

に対して，古!fl電気持・電が及ぼす影響を明らかに

する またキャ ベツに刻する静電散布の被覆面

積ネ と付着状況を， 自然風の影響が無い室内で

調査し， 静電気 を;府軍させずに散布した場合

(以下，無荷電散布と記す)と比較評イIlIiして，静

屯散布の{、J-着特性を明らかにすることを目的と

した.

2-2試験方法

木尖験には， 1ザji'告で開発した静電散ギli装置 (6)

(医12-1参照)をfJE試した この装置は11士山並0.5

ノスソレ移動ì2ii支 O~ 3 .0111/s
illJJ)J噴霧機出ノJ:0.75 kW 

図 3-1 室内散布試験装置
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」而('1'央の被測定|井、)
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図 3-2キャベツ模擬作物体と感水紙貼付位置

L1minの'-1ー!己主円tfJu噴霧 ノズノレの噴霧被滴に対し 3

比電荷に換算して一0.31mC/kgの的電気を，Ji行E

させ一る.

2-2-1噴霧粒径分布測定

噴霧粒径分布はレーザ巨l折粒径分析装置

(LDSA-1400) により測定した l噴霧液体は氷道

水をmし¥た.粒筏の捌IJ/t条件は散布!:l力l.5

MPa の下|古lき散布で行い噴口巾心から鉛直下

|古jき 390m mの位置で計測した.レーザ発光部

と受光部のb'Eitilfiは 2000m mとし，ノズル|噴霧

パターンの外側からパターン中央を以IJ;tレーザ

が貫通するよう配置した 粒径は 3同述続出IJi1: 

の:S:IL均 111~ とした.

2-2-2液滴付着特性の測定

|閏場におけるブームス プ レーヤの散布状態に

近い状態を同現するため，ノズルを任意の速度

で、移動させながら散布する室内実験装置を試作

し，キャベツの形状を単純化した模型(以下 3

模版行物体とする)に対する液泊付着特性を測

定した 実験装置を図 3-1(前頁)に示すー

キャベツ模jJlt竹物体と感71<.紙貼付位置を図

3-2に示すー静電散イli装置は ピッチ 500111mで

3 1凶主主計した.噴霧ノぞターンが地表面で隣接ノ

ズノレと 100%オーバーラップするように，散布

陣iさ(地表面からノズノレ噴一口まで)を 593ml11 

に設定した.

1支擬作物体の形状と寸法は，キャベツの結球

開始時期における形状を参考に，結球部とタト柴

吉112之び下葉部をもっ楠造とし，結球部をコッ プ

状，タト集部は球を半害IJにしたボーノレ状，下薬部

を円撚状に設定した 散布対象物の接地J底抗や

静電存i7Iは，帯電した液滴の付着特性に殆ど影

響を与えないため s(-j).G7)，模擬作物体の結球部と

外業部の材質はポリオレブイン樹脂とし， トー業

部には木材を{史刑した.機擬作物体 91朱を，長持

j也キャベツ栽培係式に従って，株間 45cm条間

60 cmで 3条に配置し，中央の 1株に感71<.紙

(Novartis製 Watersensitive paper， 38x26 111m) 

を11，li付した 感水紙の貼付部位 は，模仮作物体

のあ!?球側面，タト~表面，下茶裏面の 二令部位とし

た.各部イ立における感Aく紙の貼付位置は， 散布

ノズノレの移動方向と主主Jする位置を O庄一とし，

作物体中心を!jllllに 45}支侍に 180度までの 5箇

所， 3部位合計で 15怪|所lこ貼付した なお外来ー

や下茶の表面(上面)は常にl噴霧液で完全に被

覆される状態であったため，制j!j=を省略した

ノズルと検擬作物体の位置関係は，静電散;;(I'j~主:

匝[の 中央のノズノレが被測定模擬作物体の"I"心上

を通過するよう配置したー回場において地表面

の上嬢に液滴が吸収される状態を IJi: lJ~するため，

実験系の地表面には厚さ 3ml11の水刺殺応;用不

織布を敷設 した.

各処理区の散布条件を表 3-1に示す.単位面

積 当たりの散布量は，慣行ブームス プ レーヤ散

布に準じた 200L110aと， ノズノレの移動速度を

場速することにより単位面街あたり散布j量を減

量 した 140L110aの 2水準とした.測定回数は，

1処理に付き 5回実施した.農業の希釈液は，

電気抵抗や誘電率等の電気的な性質が薬剤の夜1

ffiにより具なるが，それ らは静電気の帯電に対

して大きな影響を与えないため 62)，散布液体に

は物理性が標準的な液体として水道水を用いた.

表 3-1 室内試験の処理区設定

静電散布 !!引市電i放イI'J
処理区名

E200 EI40 N200 NI40 

散布量(ν10a) 200 140 200 140 

ii主i臣l比電荷(mC/kg) “0.28 -0，28 0.00 。o。
散布圧力(MPa) I.S I.S 1.5 1.5 

散イIJ速度(m/s) 0.28 0.41 0.28 0.41 
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!惑水紙に付着した液泊lの被援面積率測定は，

スキャナと画像処理ソフトウェア (Adobe

Photo shop 7.0)を用いた.液j向付-IZーにより発色

した感水紙を，フラットベッドスキャナ(解像

度 600dpi)でパーソナノレコン ピュータに 24bit 

のビットマッ プカラー画像として取り込み， 8 

bitグレースケー/レ化した後 3 自主IA2 1情調化を

行 った
0
 

1

0

 
0
 

0
 

守門鈎凶作

ーマ@凶
門 ーー

粒子世 (um)

Ir~;UI 円分町広当日 HUj合:11 ~; I"' :I'J.， lil1H!千金1ド ~4 :":' 山"ろ割合

o L...I...雀.................ー
。

凶

N 門

静電散布と無荷電散布における

噴霧粒径分布

図 3-3

イ11に有志:差がなく約 9011mであった

Marchantらによれば噴霧I佼滴に対して，

その表面張力を I ~1mる雨iし、電荷がfif電すると，

静電霧化により液消が分裂してl噴霧粒符が小さ

2階誹l化の|潟値は，イ、j着度指標による肉眼判

定で付 着度 5となるサンプノレにおいて，発色苦1¥

位 と2階調化画像の黒色部位が，目例でほぼ|司

会となる閥値 80に固定した 2階訓化処却によ

り，輝度 0~80 未満を ~I~; (輝度 0)，80 以 L255 

以下を白(腕度 255)に分離した その後，黒

色の ピクセル数をカウン卜して被覆而積 率

(%)を算出した.被援II:長積率の算1:1:¥式を式 3・1

に示す.
くなる '17) しかし Marchantらの装|宜で彼消に

与えられる比電荷が+1.3mC/kgであるのに対

して，木静電散布装置は 0.28mC/kgと絶対値

で 2 害Ilf呈肢の比電f~すしか持たないため，被j前l に

対するriJ!電霧化の発生は軽微で、あり噴霧中立径

分布に影響しなかったものと考えられた

2-3-2キャベツ模擬作物体に対する液滴付

着特性

散布圭 200Ll10a及び 140Ll10aにおける 3

キャベツ模擬作物体への静電散布と無荷'fE散布

の部位WJ，i'Jjz極的バ点字を衣 3-2に示す 線電 3 無

祈電ともに外業裏「百lの被桜町積率が向い傾向が

認められた 結球側 u'ü と外業裏面では 30.5~

c= Pb/ Pel・100

ここで， c 被寝間積率[%l

Pel:サンブョル領域の全 ピクセル数

Pb: .~I，'!;色 ピ クセノレ数

付着の均一性を評価するため謀7K紙上の発

色部位(以下，付着玖!とする)の{llil1&，及び{同々

の付着政Eの出積を回像解析ソブトウ ェ ア

(Image-J， ver. 1.36b)により解析した匝j{象解析

の元 Ir~ Î像は，被覆ïili積率調IJ 定の際に作成した感

iK紙の二階制化回像を使用した

(式 3-1)

92.0% の1¥担被1抵波8皮i主{覆E而而11干花程i2!芹沖，

被I諸覆'fl苗I柏よ点5E率半字ミは 1.2%以卜と 4若古しく低く， 静電ii女

イ11 と m~イ市電散布の問に有意差は無かった. I古l一

散布査で、比 il~ した場合，結球側面及び外業裏 l立i

における古下電散布の被覆面積率は， !!(Ii荷電散;{Ii

2-3結果及び考察

2-3-1静電散布の噴霧粒径分布

静電散布 と!!(~街竜散イfî における!噴霧粒筏分布

を図 3-3 に示す 噴霧粒径は 3~300 11mの範|羽

に広く分布しており，前電気を;liftさせても噴

霧粒径分布には殆ど影響しなかった.また噴霧

の体積 rl-I位径 (VMD)は約電散布と 7保有'I'，~lì H文

キャベツ模擬作物体における部位別の被覆面積率(%)表 3-2

下葉裏面外業裏面i面
門
け
口ヰ水

1
'
h
J
 ，
 

結

CV 被覆面積率cv 被覆面積平cv 被覆面積率処理区

164.8 0.9 14.2 92.0 a 46.4 67.4 a E200 

155.3 1.2 34.8 b 70.7 73.5 b 46.3 N200 

119.6 0.9 30.8 72.6 a b 35.2 b 50.4 E140 

I
 

l
 

--

i'=iJ 1司ヂIJJ~1'!Hす問に催{立主主有り， p<O.OI， Tukey's l11ethod 

cv変動係数(%)

ハ
リ42.9 b 59.6 71.2 C 30.5 N140 
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より有意に高かった. 一方，無{ifY電散布の変動

係数(CV) は静電散布に比較すると約l.4~2.5

伯:も大きく，付 着状態が大き くばらついている

ことを示した.静電散布の 200L110a (E200)は

結球側面 3 外業裏在iiともに全処理区で最 も高い

被覆面積率を示し， 11¥[;1:市電散布の 200L110a 

(N200)に比べて 2l.1%高かった.また，静電

散布の 140L110a (E140)は無荷電散布の 140

L110a (N140)に比べ結球側而で 19.9%高く ，

外葉裏面は同等であった E140は N200と同

等の被覆面積率を示 し，変動係数は E140が小

さかった.

静電散布の被覆面積弔は， 下茶裏[白iを岡山、て

無荷電散布をよ回り， ;~B:屯による付着の改善が

得られた また E140と N200の被覆i1Ii積率に

差が 11\~かったことから，静電I\'tイU は~!~円出電散布

より散布呈を減じても，同等の付 ~11 特性を得ら

れる IIJ能性が示唆された 下葉袋面では全ての

処理灰で殆ど付着せず，静電散布でも付行は増

加しなかったが，これは下業裏面の位置が帯電

用電極から削れており ，液j向の比電荷が減少し

たことと日日)，実験装置の床 l(iIに敷設した不織布

により，地表面からのl噴霧の跳ね返りによる 一

次付請が発生しなかったためと考えられた

次に，散布車一 140L110aにおける被覆面積率

を，感7K紙の貼付位置がノズル進行方向と為す

角度別に分析 した結巣を図 3-4，3-5に示す.

結球側面における静電散布の被覆l面積率 (図

3-4)は，全ての貼付位置において無荷電散布よ

り高かった. 特に，ノズ/レi並行)]向に対 して真
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* 散布処理聞に有意差有り pく0.05
H 散布処理聞に有意差有り p(O.Ol

Student's or Welch's t-test両側検定

図 3-4 キャベツ模擬作物体の

結球側面における被覆面積率

備となる 90度での静電散布の被覆面積率は，

無術7E散布のがJ5倍 となる 32.5%が得られた.

外葉裏面における的篭散布の被覆出積率(図

3-5)は， ;無荷電散布をヒIBるか|古1等の傾向であ

り統計的有意差は1!ttiく，結球側[百iに比べると的

電散ギfjと無荷電散布の被覆面積率の差は小さか

った 外業裏面の 45度， 90度における被覆面

積率は静電気の有無に関係無く 75%以上を示

し，他の位置に比べて高かった.以ヒの感7K紙

貼付 位置 と被覆面積ネの訊IJ定結巣は，散布 量

200 L110aの条件でも問機の傾向であった

結J3j(側iUI 90 1主は 責務にl爆跨 される時間が

短く， 地面となす角度も 99度とほぼ垂直に近

いため， 噴霧は結J~j(上部で遮i依され， 噴霧i則前

が直接|峰りかかることが無かった このため漂

流粒子や他部位に衝突した粒子の飛沫 しか到達

しないが，静電散布では粒子が，市電しているた

め作物体へ吸着するように通勤し， 無荷電散布ー

よりも大幅に村着が良好になった と考えられた

外来裏面の 45度及び 90度はl噴霧ノぞター ンが重

複する位置にあるため，荷屯の有無に関係なく

被覆面積率が高くなったものと推測さ れた.

官下電散イI'î と j照子市電散布の1\皮磁ñ'~Î積率に最も差

が顕著であった結球側面 90度に11，li{，Jした感71<

紙の二階調化画像を匡13・6に示す.1ile電散布の

E140では，大き な付着tAEの間を埋める ように，

多数の小さな付着l泊ーが観察され，均一な付着で

あっ た 一方， 1!l~荷電散の N140 は小さ な付荷

泌があまり見られず，イナヰ奇班の分ギliは粗くまば

らで，被覆面積率も E140より低かっ た.
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図 3-5 キャベツ模様作物体の

外葉裏面にお ける被覆面積率
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l\L~水紙付着政fの毘11 像 fii!f. 1J"f結果か ら，静電散布

による付着改善はl噴霧中に含まれている微粒子

の村着増加が寄与していた .E140で噌加して

いた 0.01mm2未満の付着斑は，付-着前のJ夜i尚

粒径に換算 68)すると直径 7011m以下とな り，

噴霧の体積中位浮よりも小さかった 通常，ど

のようなノス/レでも |噴霧中には体稿'4"佐徒より

小さな微粒子被消が多数合まれているが，これ

らの微粒子の運動には，粒径が小さく なるほど

倣布対象物の沿函を迂回するように発生する気

流の影響が大きくなるため 12)，対象物近-1:&まで

粒子が到達 しても付着しにくい.本実験におい

ても，模慌作物体の半球状を した外葉の影響で，

結球部側面附辺に微粒子液摘が2罪状に充7111¥jして

いる状態が観察されたが，1!叫f屯i枚布では彼t:l1

I ~ i 積率が 50% を越 え る こ とは無かった 特に

90 度位置には殆ど付着せず，霧状の微粒子は付

着にあまり寄与-しなかった.一方，静電散布は

液摘が帯電しているため，沿面を迂同する気流

が発生 しでも ，クー ロンノ1によって微桂子が作

物体に付着することができ. 1!引苛電散布 よりも

被t:fi面積率が高まったと考えられた

Z
-
w
Z
宮
門

E'40;僻電散布。140UIOn 

Nl崎豊里荷電散布.'40 Ul0， 
二階網化問1直 80

. 2611HH 

: i " .¥ヘ!eh4
(i i.?-f¥iJJ.1J:! 
:ki3.:ifj.i::J1t 
， "‘十..~\・1

/ J '! 1噌." :r 叫.，，1'〆.¥
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E140 N140 

付着問総敏 3673個 付着S!総散 840偲

平均付珊斑面積 0.081ß1 rn~ 平均付着斑面積 O.llnutl:!

議直面積率 :!8.2% 彼慣缶積率 8.48%

国 3-6 結球部側面 90度に貼付 した

感水紙上の付着斑分布

.1，謡area(mm2)

rn 0.1;壬area(1 

&'l 0.01 ~量 area<O . l

o O.002<area<O.OI 
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N140 

国 3-7 結球部側面 90度に貼付した

感水紙における付着斑の面積別個数

E140.静電散布 140L/l0a 

E140 

O 

140:無荷電散布 140L/l0a 

図 3.6の付着胞を，面積別に分級して計数した

結果を図 3・7に示す E140は 0.1 mmヨ未満の

付訴斑が N140に比較して著 しく多く， {十付、'J着斑

の 5印0%以_L土一:二が 0.01mm古以以、下の微訓納細117な乞ものてで占あ

つた O屯.1........1mm2の付若蝋の数は，静電昔散女布

と 知然然、!~荷電放布布布j で大きな是羨告が知

ではイ付4着斑同て士ヒが重なつて ，1 m mヨを超える大

きな付蒋斑も観察された
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3 実証試験

3-1試験目的

開発した静電散布装置をブームスプレーヤ

型防除機に組み入れ，露地キャベツ栽暗におけ

る防除効果を慣行散布装置と比'1淡実証し，その

優位性を明らかにすることを目的とした

3一-2試験方法

供試したブ一ムス プ レ一ヤ21尚j

観を図 3-8に，機体の諸元 と実験条件を表 3-3

に示す 市販ブームスプレーヤ(j形式 RV3)の

ノズノレ部分を目下電散布装置に交換し，帯電用の

電源供給線と直流高圧電源装置，及び 100V交

流発電機を装備した.

表 3-3 露地キャベツ防除実証試験の

供試機諸元と実験条件

項目
処理 13

fiト'屯散布 慣行散イli

lh~- 7i: 形式番号 RV3 JKA 17D 

11:;) (kW) 7 12.5 

ブ、ーム令:111h1(mm) 9C附 10∞o 

ノスツレピッチ (111111) 5∞ 3ω 

ノズノレ形式若干号 TXVK12 NND-6 

l民議ノぞターン "1"空P:J針i 扇形

IIt~1見中山径(ドI11，VMD) 112、 55・‘

ノスルItI~出金 (υl11in) 1.7 1.0 

NJ~'，~主散布装置 誘導ft電 f照し
笑験条件危極印)JII包Jlニ (kV) 十4.0 。

i夜滴Lヒ電街(I11Clkg) 0.31 0.00 

散布w;(UI0a) 140 2∞ 
散布iJT))(MP日) 1.0 1.3 

走行速度 (nvs) 0.29 0.27 

散布高さ (111111) 593 593 

主El吐出量と噴霧粒径は1.5MPaにおける値

tIJ-(rir:i:jさは地表面かザ白口までの距献を示す

※メーカ公安値

静岡県農林技術研究所内闘場にて， 2007年 4

月の存作キャベツ定植から 2007年 12月の秋作

キャベツ収穫まで，作期を通じて全ての農薬散

布を;試作機で、静電散布した.同H寺に比較対象と

して市販の速度連動散布号;制御付ブームス プ レ

ーヤ(形式 JKA17D)を用い，慣行散布としたー

静電散布の有効性を明らかにするため，静電散

布の単位面積あたり散布量は慣行散布比 30%

j成の 140Ll10aとした 静電散布と慣行散布は

作業速度をほぼ同一に揃えた.散布時には展着

斉IJ (商品名 グラミン S)を加丹jした.ノズノレ

l噴口から地表面までの距離は， 主内試験と同慌

に 593mmとした.

散布対象作物のキャベツAyl種概要を表 3-4に

示す.単条i以上げ栽i音とし，施肥管理は静岡県

農林技術研究所慣行によ!iじた.試験区は静電散

::{¥i，慣行散布，無i4x1'Iiの 31支を駁けた.薬剤の

希釈倍率は約i両県病害虫|坊|徐基準に従い，散布

時)りlは害虫の発生に応じて散布した 散布作業

は風iili2 ml日以下の早朝時間信;を選んで行っ

た

表 3-4 キャベツ耕種概要

i乍m品.fITI 定IiIf日
試験i川県 (111') 市況m二数

Jヌfu数
(1処理lメ) (1)支j主)

;f手作問主 4月9日 2り 20 なし

ff. (1 判定 6n 131-1 98 20 ウ

秋(1' 彩:1'. 9 fJ 19日 123 20 

i:i)殺陣街度 条IHJ60 cm吋朱間45cm 

千t~: 虫防除効果の評価方法は，散布の前日， 3 

日後及び 7日後に，反復あたり 20株の害虫頭

数をffJM在した.各反復において処理前の害虫生

息、部数が具なることや，無処理区でも頭数が白

然変動する影響を補正するため，調査した害虫

頭数を元に補正密度指数日日)を算出した以下に

算出式を示す

Di= (八匂INb)・(TbITa)・100 ェに 3-2)

ここで，Di: 補正密度指数

人TfJ 無処J当!区散布片lij害虫頭数

八Tb: 無処五E区散布後害虫頭数

Ta: 処理12"5散布前害虫頭数

Tb 処理区散布後害虫fIfj数

生育期間を過して瀞電散布した場合のキャベ

ツの品質と収量を評価するため，秋作の収穫時

に，収穫物の被害度 70)，可販率，収量を算出し

た 以下に被告度の算出式を示す

1=100・(3・A+ 2 • B+ 1 • C) I 3. N 式 3-3)

ここーと，
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I 被害皮 [%1

A: 被告'程度多(結球部まで食管が多し、)の

株数

B: 被害稗度 中(外業の食答 は多いが結球

部の食告は如、い)の株数

C: 被害科度少(外業がわずかに食害され

ている)の株数

N 調査株数

また，“被害till主多"以外の株が調査株に『11め

る割合を可j坂率(%)とした.

3-3結果及び考察

殺J:;託jDJr背jI:jJのキャベツに病害は発生しなかっ

たため，殺前斉1)のHj(1riは行わなかった.科試験

区とも薬害はri，;gめられなかった.

%試験|豆における散布処理前後の筈虫夏l~数を

表 3-5に示す

表 3-5 散布処理前後の害虫の発生状況

(10 aあたり頭数)

200711二存作

クロFレ7ェサピル ユピノサ1:
水fu剤 2000{;li 水fDAl12500f古

5/151世イh 61171世-rli

í~:!h/(l IKt， 1日後 illl長 ヨ日後 ilH長

コナプf
古川江i世イ百 22.9 16.6 6.1 25.1 

H't1i" I世{fi 27.8 15.4 18.5 36.7 

20071f夏作

トルhノピラド λヒノサド

乳Ril1000俗 7/<..f日高112500{.;'; 

6氾8WC巾 8ηi世.{ri

手u:.!11，名 liur， 沼田後 7日f長 :o 日後 7日後

，Ht1lll技庁i 3.0 4.5 27.1 37.5 
コサガ

1tlm世'11; 1.1 2.4 31.0 35.7 

グマーJギン 的iUI牧師 :!3.8 20.8 

ウワノ〈 !I'th:世(1; 31.7 18.5 

ln~1lil世'11; 14.7 26.9 
アブラムシ

irt1 rli~丁目 8.6 24.7 

200iil三秋作

アイサ'ワィ;系統sT スピノサド

;j，fu高11 1000 i:~ 水和高IJ2500{0 
10112散布 11116散布

'~i: El l/(1 区名 3日後 ilJl後 3日後 Hll長

作'i1l散布 25.1 23.6 84 5.2 
モンンロチョウ

1町11'1世市 35.8 20.3 6.8 3.6 

註)令ーての散布においてl 的手li:散布は140υ10a.m行1¥1:-{fi(立200UIO" 

静亀散布区及び，)賀行散布区において，散布前

FIにおけ る害虫の発生数に著しい差は無かっ

た.森作及び 夏 作ではコナガ (Plutella

xylostella)の発生が見られ，特に春作の 5月は

株あた り 3~5 iiJ!税度と多数発生した.夏作の

中期から後期ではタマナギンウワバ

(AUtOgl可コ11a]]1診risigna)の発生が見られた. 秋

作は気温が低下して干1?!I¥発生種類は減少し，モ

ンシロチ ョウ (Pie1'isl'apae)の発生だけが跡、議;

であった.アブラムシの発生は夏作を除いて少

なかった.農業散布処理 71:1後の頭数は，コナ

ガにX')する 5/15の散布を|徐いて，静亀散ギ11，慣

行|放;(riとも に株あたり 1匹以下に抑えられたー

次にj共栄:散布処理後の害虫の補正教;度指数

(以ー卜Dlとする)を表 3-6(次貰)に示す.官虫

のfA組や散イ11;Jilf剤にかかわらず，散布 3FI後の

Diは処理ri¥')に一定の傾向が無かったが，散布 7

|二l後の静電散布と慣行散布における Dlの差は

認められなかった.イミ尖!!後では，害:1'¥の|坊除効

果に対す る約電散布の影響は明 らかで)!(f;か っ

た.
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表 3-6 散布後の害虫補正密度指数

2007年春作

グロル7ェH JI- スピノサ ド
水平日斉112000fl与 水平日斉112500(告

5/15散布 6117散布

答虫名 区名 前日 3日後 7日後 前日 当日後 71ヨ後

百1;'電散布 52.0 36.0 22.3 35.3 0.7 1.7 

コナガ 慣行散布 43.7 36.7 17.3 29.0 1.7 2.0 

!!!¥処漂 3¥J 94.7 8 ¥.0 92.3 28.7 17.3 

2007年夏作

トI~h/t ' 7ト スピノサド
乳斉111000(音 水平n斉112500(古

6/28古文布 8171¥x16 

手?虫名 IXA， 前日 3日後 7日後 前日 :3日後 71:1 後

ltF電i~1イ1I 8.3 0.8 1.0 4.0 08 0.8 

コナガ 慣行I¥X;([i 7.8 0.3 0.5 7.0 ¥.5 ¥J 

無処理 5.0 15.3 13.5 6.5 4.5 3.3 

!iHiI散布 3.0 ¥.0 0.8 
タマナギン

ウワノ〈 慣行散布 2.3 ¥.0 0.5 

無処理 2.5 3.5 3.0 

RYti長散布 116.8 12.8 6.0 

アブラムシ 慣行散布 90.0 5.8 4.3 

無処理 99.5 73.8 19.0 

200H¥二毛作

Yイずりイ;系統s1 スピノーすド
水平~I斉11 1000(* 水平日斉112500佑

10/12i波布 11/161放イ6

害虫名 区名 両ij~I :ぅ口後 7日後 前日 :ぅ H後 7日後

紛'~IÎ散布i 5.8 ¥.8 2.5 12.2 ¥.0 0.7 

アオムシ 慣行ltxヰfi 6.3 2.8 2.3 17.5 1.2 0.7 

無処理 7.3 9.2 13.3 28.3 27.7 29.7 

注)全ての散布において， 11it電散布は140UIOn悩行散布は200υ10a

秋作のキ ャベツ の収墨ーと品質調査結泉:を表

3-7 に示す.収量は全ての試験|ヌーで、約 1600 gl 

個となり!!日決心，i区も含めて差が剤、かったが，

来(ま笑j羽レベノレにあった.なお室内試験の結巣

では，約電散布を行ってもキャベツ模擬作物体

の1、業袋l自に対して|釣|徐に街効な付着が得られ

なかったが，キャベツは収穫fI寺に下楽を畑に拾

てるため虫害泌などは|問題にならず， ~iiïE試験

の結果でも収穫物の収量及び品質に影響しなか

ったー

:1!l~ 散布では被富度 93 .3 ， 可!仮率 16.7%で，殆ど

日子iJ;1 にならない状態であ っ た.前~'í~ll散布と慣行

散布は被符広が同等で，いずれも可販半は 95%

に達し，虫害による被害は少なく判lえられた.

このことから約電散布は単位面積あたり散布

最が慣行より 30%少ない条件において ，IVj 除効

表 3-7 収穫時のキャベツ収量と品質 (2007年秋作)

試験区 球重(心 被害:度指数 可販率(%)

静電散布 1565 31.7 95.0 

慣行散布 1566 32.2 96.7 

無防除 1604 93.3 16.7 

・ 各区601~ 調査， 外袋2枚を校してl収秘， 2007年 12月 1 9 ~I 実施
-被害及=判定基準，

多 ~1i球部まで食ili:が多い， rj:/外淡の食主主は多いが*'iLI<部は食害されていない，
少タト予定がわずかに食害されている，持l¥食寄なし
. t皮主:皮指数=(多の株数x3+中の株数x2 十少の株数)/以前jfd~株数

・可販率(%)=被害!支無，少，中の株数合言¥./調子主株数xl00

.M't'f主散布i140ν1On， 11¥1:行散布200υ10a
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4 総合考察

州作胤ブームス プ レーヤに搭載した低濃度多

量散布の約電散布装置は， 室内試験においてキ

ャベツ結球側面及び外244裏市l の被覆[自 l積率を 1~f;

iHfflj:散布より 有意に唱力11させ，慣れ比 30%減量

散布で，慣行同等の被覆日ili積率が得 られたーま

た，悶場における 害虫補正統度指数の結果から，

静電散布は 30%減呈散布において，慣行散布と

防除効果に差が無かった.このことから多量散

布の静電散布装嵩は付者のJ白川が認められ， rジJ

除効果を維持しつつ 3 慣行比 30%減量散布を実

現する可能性が示唆された.

本静電散布装置では l噴霧の微粒化が発 ~I せず，

粒子符分布は無桁電散布と同じであったため，

自然風の影響などで作物体近傍から噴霧が逸}Il~

した場合， 1!lf;桁電散イ11と問機のドリフト特性を

示す と考えられる したがって本的電散布装置

を使用する際は，通常のブームスプレーヤでの

作業時と 伺厳に，ブームを必要最低限の問 さに

1'J1Jえ，風の少ないH寺に散布する苦手， ドリフトを

Il1J JIーする対策を行う必要がある.

繁茂した他物11下落に刻して，遠心微粒化装世

ゃー.流体ノズノレで高度 iこ微粒化 (VMD10~40

11m)した静電散イliを行 うと，帯電電出に近い草

冠l'mや柴の先端部に付者が集中する問題が指摘

されている 5])，i]) しかし本実験結果では電出に

近 い 結 球部位や惑71'<.紙のエッジ部分に付1守が

集中する ことは1!lf;かった 木装置のl質主主液治jが

それらの実験に比べて大きく重いため噴霧{孜

前jの運動に対するf119電の影響が微粒子の前電散

布ほど顕著では1!lf;いことと，散布対象物のキャ

ベツは芸;梨の繁茂が作物体上部に集 I，IJしていな

いため，付是正の集中は発生せずに均 な被覆面

積率が得られたものと考えられた

キャベツ模{疑作物体における付'l'g政l粒径分布

計調IJ結果:から，本静電散布装置の帯電による付

着の唱力日には，ノズル粒径分布liこ!の 7011m以 |ζ

の微粒子成分が苓与していた 現在， 国内の低

濃度多量散布では如来飛散(ドリフト)の一

層の低減を企図 した体積 中位径 300pm 1'a'-度の

粗大粒子を散布するノズノレが開発され， 一部で

普及が始まっている 組大粒子ノズルで、は付 着

度の均一性，及び葉裏付ヰ!?の低下が懸念されるー

しかし，それら組大純子 ノズノレにおいても 100

pm以 fの微粒子 が，散布Ii:立子体積全体の 112

~1/10 程度合まれていることから 49)，本研究で

開発した多量散布の静屯散布装置と机大粒子散

布ノズルを組み合わせることにより，粒径分ギ11

i いに合まれる微位了ーの葉裏に対する付析をi古Lじ

させる効果が期待できると考えられる. Wrt'I~[ 散

布を別いた粁l大粒子散布による飛散低j肢と村 新

性能確保の pl'I立について， 今後検討する価値が

合ろう.
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第N章 温室メロン用静電散布ロボットの開発

1 序言

静岡県における湖~:メロン ， Cucu111is 111θ10 

L. var. reticulatus Naud' (以下，メロンと記

す)は， 2006勾ー現在， 殺I音百jj積 355ha， 生産

額 116億円と県内j農産物総出荷額の 4.7%をti

める~要な特産物である.

木県のメ ロンは 1 1~I 1. 5a 程度のスリ ークオ

ーク型ガラス 温室で税局・されるのが特徴であっ

たが，近年では建設コストと所要暖房エネノレギ

の低減に有利な， 一棟 20~30 a規模の大形?国

主導入が進行している o6) 大形メ ロン温室の例

を区14'1にボす.

一方，静岡県の現地調査結果 (2007)による

と，大形iI~1 室におけるメロンの防除作業時間は

J，r IMJ 13 0 H~î' 間 / 10a 程度に達してい る 57) 施設

栽府では，慣行の動力l噴霧機に よる手散布lの場

合，作業高の農薬被爆が多く 60).(51)，閉鎖・ 暑熱

といった作業環境の厳しさも相候 って， 大形 tf~l

室における防除作業の改善はl喫緊の献題であ

り，作業の無人化が実現できる自動防除機の開

発が強く求められている.

?正米，このような大規検胞設栽i音における |ジj

除労力の軽減三F-段として， ノズノレ懸垂式防除装

置や， 自主式ロボットスプレーカ与のl主動散布

装置が開発されてきた. しか し，運転するため

の設備が複雑で3 コードやホース類を機体移動

側面

主通路(幅 25加 mm，通路は企て踊滋)

図 4-1 大形メロン温室の外観と内部の例

(30 a規模.掛川市j中ノ 須，幅 48111X奥行 60111)

に付随して人力で、動かす必裂があり，作業性に

問題がある.また，ノズ/レのH長霧力 向は悶定さ

れており，手散布のようにノズルを振り動かし

ながら散布するこ とはできず，作物体の葉裏な

ど噴霧の影となる部分に液摘を付着 させること

が困難である.こ のため手散布に比べて|幼除効

前面 後面

図 4-2誌作した温室メロン用静電散布ロボットの外観 (単位 mm) 
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表 4-1静電散布ロボットの諸元

機体外寸 ・質五j; 機体長大、JiL(DWI-I)

機体質主(三日i)

静tE散布装fE 4!?電方式

イ|?電用高電圧発生装置

ノズル頭口数

ノズルピッチ

ノズル噴板型式

ノズル噴霧ノぞターン

峻誘方向

1止llJ盆 (1.5MPa， 1ノズル)

散布J]力(最大)

l噴霧車tf.f:壬(VMD)

f出.，~~印 }JII電圧

H主消比電有J

エアブロー装置 プアンJJj'{よ

アァン駆動 'L~hl動機

Hiib-;t c ，H!íli倣市持 li/~ i丘j 以を 11;ねる }

j殴大風iik
外信ilL:n風速

来彼ポンプ ・タンク 型式

!駆動エンジン

吸い込み*抗

タンク本坑

無人~と約十?京 JJ;~式

占i大-Iu'波長

誘導方式

走行時IdUnlよ!fiIJ機
応わ屯jlj-;(

忠一行速度

最大登Jbi角

路lili段差

述続A三1-11則的

設定経路フログラム数
j位大!日J(1:ステンア

防水対u名

1880 x 610 x 1980111111 

315 kg 

!R'1~伏屯似・誘導干:屯方式

由iffi高正支えー化活iDilI-ICZE-30PN 
8頭 1-1 (片側J4!iJl仁1X 2) 

400111111 

TXVK4 

q.，杢円割i'l噴霧

水平般向き

0.56υ111111 

1.5 MPa 

96μ111 

+4 kV 

0.45 111C/kg 

SW-120Y 

280 W (ACIOO V. 601-1九 2.9A) 

DC24 V (12 V 35 Ah x 2直ダ1))

1711)'/5 

4.2 nV5 

HPEI730E 

3.0 kW， 4サイク/レガソリン

13.5 Umin 

l80 L 

SAVIOB-RLMC 

400 kg 

lii!i.気テープ， 311'8'削!
DCブラシレスモータ 100W X 4 

DC24 V(12 V35 Ahx 2由:夕刊)

0~0.6 n内総1m内で100段階可会

10mm以内

&11キflflC;W，1主50%，0.25nvs) 

100経路
256ステップiij革路

11'54;11，拠 CIりj腔，同it飛沫)

27 

巣が不十分とされ，静岡県内のメロン栽結成家

への普及は進んでいない.

そこで本草Lでは，作業の大 11屈な省力化を実現

しつつ，作物体に対する良好な付着性能を確保

する技術と して，低濃度多量散布の静電散布装

置を搭載 したメロンsFJ陥篭散布ロボッ 卜を開発

した ここでは 3 開発機の概要，メロン11下落に

対ーする付着特性..， 答且Lに対する防|徐効果，及び

作業能率と作業精度を lサl らかに し，大規模n~! 室

メロン栽暗におけ る無人|幼除の実用化に資する

基礎データを得た.

機体質量は 315kgである.全11I高はメロン農家

rMl 室の畝間通路 11宿 750~950 mmに進入できる

寸法とした 薬液タ ンクや屯源は全て無人走行

台車上に装備 しており，電源コ ードや薬液ホー

ス類を機体移動に付随して人力で動かす必要は

2 材料及び方法

2-1試作した温室メロン用静電散布ロボ

ット

静電散布ロボッ卜は，静電散布装置，エアブ

ロー装置，薬液ポンプ，薬液タンク，及一び無人

走行台 LIIから構成される m~1 4-2，表 4-1).全

長 1880mm，全IIIIiI610 mm，全高 1980mm， 

書!~ ~、

図 4-3 エアブ口一機構を装備した

静電散布装置
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前電散ギ11装置は，動力l噴霧機用の中空円錐噴

霧ノズノレに段状誘導十ii電電極を組み合わせた構

造である(図 2-1参照)65).72).'計電電極への液滴

付着による漏電やコロナ放電の発生 46) を防ぐ

ため， 電磁外側を権化ヒcニノレ樹脂製の外筒で覆

い， i笥内に送風するエアブロー機構を付 1)11した

(図 4-3，前頁)エアブロ一機伊jは外筒内部に旋

|司気流を発生させ，外i語、l 先端i と環状定傾支持;~[I

の隙聞から気流をJ'Jf'Wする この節電散布装置

を，垂 l自の支持ねに 400m m間隔で片側J4個，

両側合計 8佃|装備した !噴霧方向は機体進行 方

向に刻 してノ:K.ijZi業向きとした目

本il争電散布装置の借電性能は，電極電FE+4目O

kV，散布圧力 1.5MPa，ノズ、/レあたりの止|一出量

0.56 Llminにおいて液消l比電荷は-0.45mC/kg 

である 祐:電)11電源装置は最大定絡 30kV， 7.5 

W の臨流高圧安定化電源を用い，電極印))11電圧

+4目okV，電極電流 1_:11良250pAに設定したー

エアブロ -t11送風フ ァンは 2台装備し，13-々

AC100 V， 2.9 A (60 Hz)，出力 280W の誘導

屯動機で駆動される.風韮;は最大 17m3/minで

ある 電動機電源は， DC24 V 苔電 池 か ら

DC-ACインパータで供給した

~i伐ポ ンプは 3.0 kWガソリンエンジン駆動

の動力l噴霧機刷 ポンプを刷いた 加j五されたjflS

液は機体進行力 向の左右各々の経路に分11皮し，

電磁締切弁を経由した後，各ノズルに分配され

る 電磁締切弁は走行Iljl胤If，l生からの指令によっ

て， I~I 動的に左右ノズルの散布開始・停止を行

うノズルは各々手動のボールバルブを装備し，

111][物体形状に合わせて散布ノズノレ数を手動設定

できるーょWiii長タンクは最大 180Lの樹脂製角形

タンクを搭載した

無人走行台車は工場j判然人搬送127車 (愛知機

械テクノシステム社製 SAV10B-RLMC) を改

良したもので，各部の防水対策は IP54

(IEC60529， 1幼塵|幼滴)に準拠した.駆動電動

機は直流ブラシレスモータを用い，駆動電源、は

DC24 V蓄電池を用いた. ;J三行誘導方式は，岡

場床面にWi{，jした 111]j¥50mm，厚さ1.0mmの N

極儲気テープをp 機体下部の非接触儲気センサ

で検出し追従走行ーする.左右分11皮，正逆転噴

霧開始・停ー11:ーなどのアクションは， S栃磁気マ

ーカ (50x 125 mm)を誘導磁気テープ近傍に

設置し，マーカ検出時に既定アクシ ョンを実行

する プログラムを走行 制往IJ~Ui内のメモリーに作

成したー 走行速度は 0~600 mm/sの範囲内で

任意に (6mm/sステッ プ)定速走行する 木

機は散布j主力がー定であるため， 単位面積あた

りの散布量は定行速度で設定した.

2-2試験方法

2-2-1付着性能

開発機のメロン群務に対する液滴付着特性を

明らかにす るため，群落内の各部位にJ惑71<.紙

(Novartis製 Watersensitive paper)を設置し 3

その付着度指数(生研センタ一作成の標準付治

度指標に準拠)を判定して付着特性を伺〈仰lし

た.付着度指数は，感水紙表区LI に液闘が全く 1!l~

い状態を 0 ，感*.fí;!:~の全面が液j肉に被覆され:ill~

れ落ちが生じる状態を 10とした 11段階の付精

度指標に従って， 3;:j名名f古1のj摂測R則別|リl定者でで、 目視判別し，

その平均{他|他由度一で、fi

{共E試式メロン1福El;箆尋，は， 的|刊lR12芸林J支術研究!すr1大]
のフェンロ~~)1M!室をよFJし、1こ ìÆt ~主の 寸法は床間

寸法 18X18 m， !Fl高 3.5m，棟前 4.0mで， 3 

|丘町に分割された姐室内の 115<:画 (6x 18 111， 

栽Jfi:I以4畝)を使J+Jした.通路はコンクリート

舗装であった.

散布条r'i

表 4-2 付着性能試験条件

Jj!( 1ヰ ;Jdl~ 

WC!Ji :it: (LlIOa) 100， 200， 300 

走行速度 (mllホ) 247，124，82 

i技(ii)Jμ、 11か ~tL l\X .fij ， ，1!tf;Mf屯ii士イli

1放イli圧力(i'vIPa) 1.5 

'I~五極印力ll"iljJf (kV) +4 (静也)， OO!!¥荷電)

倣11i作業ITni(Ill) 

!i!.~水紙設置位置散布距附(Illlll) 310，610‘910 

ifJiさ(Illlll) 卯 O‘12(泊， 1500

イ可着特性試験の散布条件を表 4-2に示す 散

布処理は， i夜 i~誌に帯電させて散布する ii1， 屯散布1

(以下，静電散祈?と記す)，及び開発機の電憧電

源を切って散布する無荷電散布 (以下，無1¥す屯

散布と記す)の二処烈を設定し，エアブロ一機

構の送風機は静電散布 3 無術電散布共に作動さ

せた 単位面積あたりの散布量は，我が国の農

薬施用方法において標準的な 200Ll10aを基準

に， 100 L， 200 L， 300 Ll10aの 37Jd告とした.
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図 4-4 付着試験実施時におけるメロン群落の寸法形状と感水紙設置位置(単位 mm)
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{Jl試作物体の試験11寺(定値後 45 Iヨ)におけ

る寸法形状と j'J..~7K紙の設置位世を |豆1 4-4に示

す.放地様式は約岡県農林技術研究所慣行に従

った. i'.!..~ ノk紙の ;没 i~位置は，ノズノレ l噴口 からの

散布距離 310mm  (m:蕗手前)， ~J 610 mm  0洋務

中央)，1百J910 mm  Cll下総奥)の各位置に グラス

フ ァイパ 製支柱 を 殻置し， 支柱の l也 -' ~. (~，ij 

900，1200，1500 m mの三筒所へ 3 縦 38mmX梢

52 mmの感水紙を金属クリップで装着こした.

感7K紙の瓜iブ'JI古!は，メロ ン苦虫の殆どが柴の

裏面に正|息すること から，地面に主E由:かつノズ

ノレ噴霧!IfuけJ向にJE対する平面の裏側(以ド，*

直裏面と記す)，及び地Iffiと平行な平日11の下似11

(以下，水平|、面と記す)の二方向に感7l<而を設

定した目これらの感水紙は救1;4.ベ ンチ上に長手

方|古12m 間隔で 4反復設置した

2-2-2防除効果

開発機を):1れ、て，病答虫を接続 した メロン株

に対する防除試験を行い，慣行手散布と比絞評

価した

|坊除対象は，荻i常現地で最も大きな問題とな

っている英fil幼|徐害虫のミナミキイロアサ、ミウマ

， Thrips palmi Karny' 以下，アザミウマと

記す)とした.fj全試固場は，付着性能試験と|訂l

じフ ェンロ型温室をJ'I~ し 、た 供試作物はアザミ

ウマを苦手 ~I~ さ せたポ ッ ト摘のメロンを用 い，図

4-4と同様に技培ベンチ上へ株|尚 35cmで設置

した.4L試作物の状態は草高 550mm， 本業の

展開枚数 10枚で， 通常栽上音の移植後 15 日経

過脱皮に相 当 した.

1坊除試験の散布条件ーを表 4-3に示す.単高が

小 さかっ たため，ロ ボッ 卜のノ ス、/レは一部を閉

塞して下位の 4ノス、/レ (片側 2ノズノレ)のみ散

布を行い，散布長を 125Ll10a相当とした 散

布薬剤はエマメクチン安息香般腹 20%溶液

(商 1!，7，::s:アファーム) 1000倍希釈械を朋し、た.

Mx布処sI!は，開発機による静電散布， 同無荷電

i放;{fj，手散布の三処J:!f!を設け，ー処理に 10株

を供試した.開発機に よる散布は， 通路Jt1J1.11か

ら一回定行散布した. 比較対照の手散布 は手勤

務圧:x¥:の肩掛I¥X;{fj機 (HS-401)を)fJい，全ての

禁裏に均一に付希させる よう T・2事に散布した

表 4-3 防除試験条件

試験区
静電散布，姉、荷電散布，

手散布

550 

木;J't1 0枚

4 

1.5 

98 

610 

125 

工"?j'Jfン安息、呑酸頃

IOOOf告j容j伐

メロン草i高(111111) 

メロン葉齢

散布ノズノレ数'

散布圧力 (MPa)

走行速度 (111111/S)事

散布距離 (111111)• 

散布最 (LI1Oa) 

散布薬剤

半 手散イliを|徐く

防除効果の判定方法は，散布前と散布一後のア

ザミウマ幼虫頭数を問視言|数した さらに，無

処J:!I!でも頭数が自然変動する影響を有IJIEするた

め，調査した害虫頭数を冗に補正密度指数 69)
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を王て 3-2により併出した

2-2-3作業能率と精度

開発機の作業能率と精度を明らかにするた

め，大規模械室メロン農永.において，作業中の

帯電状況，作業速度，走行性能を調査した.

{共試岡場は，農家岡場(静岡県磐岡市向笠)

の大規模フェンロ型メロン嵐2藍を用いた.温室

の企bk凶積はが)20 aで.6区画に分割されてお

り，1 I孟函寸法は lO.4X35，0 m であった e 通路

部分は全てコンクリ ー トで平滑に舗装されてい

た.この 1区間 (救地面積約 3.3a) を矧い，開

発機の走行誘導用磁気テープ，及び動作指示用

磁気マーカを設置 した.

走行経路は，主通路から分11皮し畝聞に進入後，

前進 (400mm/s) で畝末端まで回送走行し，進

行方向逆転と同時に設定散布速度で後退しなが

ら散布作業を行う その後，主通路で散布遮断

し，スイッチパジクして次の畝間に入る.

~''t'，:屯状況は ， 散布作業u寺における帯電用喧極

の電似地Rと4屯傾電流の経HJt変化を，直流高圧

翁源の11.1)Jモエタ端子からデータロガ (1=1世屯

機 8842)に記録し評価した.散布液体は，電解

質が主成分で‘水溶液の導電位1:が高いエマメクチ

ン安息苓献I菰 20 %i~jj主 1000 倍希釈液 (商 品

名:アファーム)を用いた.

また ， B争 ~f;J 県温室農業協 l ， iJ組合の協力を得て ，

大m温室導入メロン農紘 11判を集めて節電散

布ロポッ トのi副足状況を公IJf1し，作業性等に自主!

して農家意見の聴取を行った.

3 結果及び考察

3-1メロン群落に対する付着性能

試験時 (2009年 3月 4日，定1直後 45日経過)

のメロンi洋港問iさは地七市'i2000 mm，築数 23

土2枚で， 一株あたりの葉面積は，約 10500........ 

11500 cm宝であった.築の多くは通以側へ展開

し，策面は水平~下向きの角度を呈した

3-1-1群落内の高さ及び散布距離と付着

度指数の関係

開発機における，付着度指数とメロン群落内

の高§の聞係を|誼4・5に示す.ここでは散布距

離 310111mのデータを図示した.

妥凶:裏面に対する付着は (図 4・57.主).静電散

布の場合，全ての高さにおいて付着度J旨数 8.8

以上 I ~~聖tl!l偏差が平均値Ï O.5 以内と良好なやI

~を示し ， 1!!~荷電散布の 4.3""'5 . 1 に対し明らか

に高かった また静屯散布.熱荷電散布ともに

高さによる付 着l支指数の差は無かった.

水平下面に対する付着は (図 4'5右)，垂直栗

山の場合と問機 に， 11~電倣布は企ての高さで

8.0以上を不し無桁屯散布より明らかに高かっ

た 無荷電散布は荷iい位置ほど付精度指数が低

く，Atiさ 1500111mでは 1.3と殆ど付着しなか

った.これらの高さと付着度指数の関係は，散

;{jj ~é降If 610 111m及び 910mmでも同棋であっ

た.

以上から，開発機による静電散布は，垂直裏

面，水平下面ともに昨落内の山さの違いが付着

度指数に;影響せず照桁J電散布より ~ìt~ に高い十l

者度指数が得られた. 静電散布では電街により

I夜摘に上向きの力が作用し) .nty'存内の市位置の

. . . 同-~置さにおける無荷電散布に対し有意書E有り

，-，山'.1'<0.01両側倹定

(
E
E
)
 IF
 

口無荷電散布

ぷ連判
ロ静電散布

引J

傾 1:':-:':-:':':-:';':';':-:-:-:':-:':.:-:.:-:.:.:.:.:.:.:.:止1.
駐細J 1ロ20∞oI '.川.

~，κ 〈

業 lL パ lまsoを示す耗 』

E話 。o1 ♂ー 治ト
| ー←『 本

o 2 4 6 8 10 

寸着度指数

義直裏面

， u . 本本

っ 1500 f.....(.........γ一ιγ寸
J 

E ト斗 13静電散布

石 卜 口無荷電散布

詰'川弓開…nn I 必♂必
E密~ …ι山νV L一--.tt 

E ! ?一一献す
900にヨー 1 材

o 2 4 6 8 10 

付婚度指数

水平下面

図 4-5 メロ ン群落内における高 さ別の付着度指数
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H 同一散布施厳における無荷電散布に対し;有意差有り，

HCSL. p<O.OI荷直'1検定

ロ静電散布 ロ無荷電散布

1¥ーはSDを示す

10 

8 

eo 

議

担

時
叫
時
制
隅
由
主

ロ無荷電散布

1 ¥ーはSDを示す

ロ静電散布

10 

8 

R
HV
 

制

制

課

刷

国

併

な
4 

910mm 610mm 

散布短~

310mm 

。
910mm 610mm 

散布鐙盤

垂直裏面

310mm 

。

水平下函

メロン群落内における散布距離別の付着度指数

り，特に 310mm と 910mm では ~!\~術電の 2

倍以上と大幅に絞れた .7/<半下回りゃj着度指数

と散布距離の関係(凶 4-6右)も，垂直裏面の

場合と同 傾向をiT-したー

この結呆から，附先機の静屯散布iによ る付着

j主指数と散布距離の関係は ， 散布距liil~の短い ノ

スノレ近傍のlr平蕗手前で高い傾向を示し，散布距

離が長くなる併協中央及びit~落拠ではイマ!耕民τ指

数 4 以下に低 I~ したが ， 静電気 fjP屯の却1)*に よ

り}般利J'，'主散布と比べて常に付着L主婦数は高かっ

た，

3-1-2散布量と付着性能の関係

静7丘散布ロポッ トにおいて，散布;車;を 100...... 

300 LllOaの範囲で変化した|際のメロン群落に

対する付着性能を|翠4-7に示す

霊i lli(裏面 に対する 付着二度指数と 散布量の I~j係

図 4-6

水平下面にも良好に付着したと考えられた

次に，付荷J主指数と散布距離の関係を図 4-6

に7J'す.ここでは各散布距酬における企ての高

さのH精度指数を 平均 してプロシ トした.

垂直裏面のやJ'者度指数と 散布距離の関係は

(図 4-6左)，散布距離 310mmで付着度指数が

晶も日く ，610mm及び 910mmでは低かった

附電散布は散布距離 310mmのlt'f.i客平副Iで付着

度指数 9.4と著 しく高く， f日1610mmは位、激に

低下して 3.4となったが，910 mm は 3.9を示

し. 610 mmと付着度指数に表がなかった.ー

ブJ ， 無IHf泣散布は散布距ドII~の噌大に{すって付着

度指数が低下し， 310 m mでは付着度指数 4.5

を示 したが，610 mmで 2.6に低 卜し，910 mm  

は1.4と位Lかな付着であった 静電散布は全て

の散布距離で郷、荷 '，~11 散布 の付治 度指数をヒ 1 !2I

1¥ーは母平問の95・.信頼区

聞を示す
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メロン群落肉における散布量と付着度の関係図 4-7
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温室メロンに寄生したミナミキイ口アザミウマに対する

静電散布ロボッ卜の防除効果

表 4-4

散布方式

手散布

静危散布

無荷電散布

!!Th処QU

有意表 n.5. 

泊)im数{土メロン-.1;(;の木iil!3枚に寄jミしていた幼虫頭数

本 同列 JI~ r~F ~j 聞に干:(.Zi!: 差有り. pく0.05 Tllkey'5 method， ~I ;j 削，11検定

村 同列J民1':F号問にイT意差有り， p<O.O 1， Tllkcy's methocL pl，j削IJ険定

61=1後

so 補正惰J..lt指数

3.4 

3 ~I 後

so 補正純度指数

4.3 

散布前 1:1

頭数 so 
43.2 

頭数

1.1 a 

ITfj数

1.5 a 

3.5 a 10.7 

1.1 

3.0 3.6 a 9.5 

1.2 

2.3 

15.8 

45.3 

30.8 

ハU
ハリハUl

 

6.7 

23.5 

b ハU
ハリl
 
32.8 

ー〆*

22.9 
日

unu 
nu 

5.8 

18.8 

b 8.1 

35.7 

* 

43.7 

44.1 

3-3作業能率と精度

3-3-1静電散布装置の液滴帯電状況

開発機の農薬散布11与における電係電流及び電

脳電j止の経H寺変化を[~[ 4-8にボす.

〉
三

一
「
吋
一
円
高
一
泊
い

10 

C九輪後1'1': ~1:l llII I. 5 ~，fl'a. a;:~;a.u主叫 o kV. 

(Ð"w.l !eli ~ ，';-0 .4 5 mCiJ.: g，山J)tlllll~'百 JOOms
I~(，iil'< : '"マメ タザン・点目1引をj担J%手L月111000問的il主
J!litノズル主主 l阿

三男。

8 

0 

180 

'~!盃篭流

/ 

ムロ
t
n
M
'
 

1
1
 

4
4
l
 

設

I
l
l
i
-
-
v

日0

。
。

ハU

ハ
U

n

U

0

5

0

 

り

L

I

l

-

-

(
〈
ユ
)
慢
司
令
{
盟
川
一
円

は，静電散布の場合 ， il平務手前及び11平務 B~ にお

いて散布量を士自力11するとイ寸肴度指数は高まっ

た.判に 11干法手前の付~'ì:度指数は， 100 Lの 6.6

に対し 200Lは 9.0と感水紙表面の大部分を被

摘が被覆し 3 さらに 300Lでは 10.0とl:l¥7)<:紙

の全市iが被覆された状態になった.これに末、jし

群落中央では3Ij予定散布の十j- ~言度指数は散布量

をよ将力11させても 3I:jij後で変化しなかったが，同

一散布量の 1!l~州電散布よりイ主主:に高かった 無

イ市電散布では，全ての測定位置において，散布

盃 のよ開川|に対しイ寸 ~I'Î: 度指数のイ与吉、な変化が 正[c:じ

なかった

水平 |ご箇に対する付着度指数と噴霧量の関係

は，静電散ヰ11 ではi洋祐:手前及び11干潟;奥は :TIi~直裏

面と同信[1合lであったが，群7体，t，:9<:では散布量を

噌)JIlしても付ー着度指数は増加せず 1!l~有If電と差

が J!\~ かった

1 ~O 

静電散布装置の電極電流と

電極電圧の経時変化

散布開始後 l分以内で，エアブロ一機補外筒

の外fJ{I)全面が波滴で、覆われi!ffi.i悶な状態になった

が，電1W;"N由工は+4.0kV に保たれ，電極'~iifE は

5 )lA以下の低い値であった. また，市電包;陣表

面では付着した液ir，ifj同士が結合 して或る程度の

大きさに成長すると 3 主気流によって吹き飛ば

される様子が観察され，屯1~[i支H}i[í )i!ij 辺及び外

i三i内部は乾燥した絶縁抵抗の高い状態を維持し

ていた この結果;から，試作したエアブロ一機

60 90 120 

i波打illijlHJ(5) 

10 

図 4-8

構により漏電を防 l上し，導:電佐1:液j市jの散布 H寺に

おいても安定的な荷電状態を維持で、きることが

f確認できた なお，送風がノズノレのl噴霧バター

ンに与える影響はなかった.

3-3-2走行性能

実験は 2009J，F-7月 8日に測定を行い， その

3-2防除効果

|坊|徐効果の結果を表 4-4にポす.散布前のメ

ロン株に笥:生したミナミキイロアザミウマ幼虫

頭数は 3 木業 3枚あたり 45頭前後と各処迎!問

で差が~、く，葉裏へ日密度に生息 している線 下

が観察された，

農業散才li処βj!を行ったところ，古l'電散イfiの生

{4:頭数は 3日後， 6日後ともに手散布と有意な

差が無く 4頭程度と低く抑えられた ーブJ3

1!\~荷電散布は生 存l'iJi数，補 :iE密度指数ともに前

電散イliや手散イliより大111mに劣り 6 日後には頭

数の土問加傾向が認められた この結果から，開

発機による前電散布は， ミナミキイロアザミウ

マに対し年散布 なみの優れた答虫、防|徐効呆を/~

した.
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図 4-9 メロン防除ロボッ卜の作業状況(左 旋回中，右 畝間作業中)

後も供試岡場の農家によって繰り返し作業を行

ったが，天候，通路の乾illll等に関係なく，誘導

経路j主~J日tやマーカ検土|川、良，障手7物接触などの

定行具常は発生 しなかっ た.ロボットの散布l作

業状況を区14-9に示ーす

散布 仁1" の ;t行 速度一は，散布l 開封lI~i の満載状態

(150 L) と， iiれ(I-j終了時(技液約 5L)において

速度差 1.2%であり，jJt度制御精良:は良好であ

った |噴霧開始・停止などのアクションに誤動

作や動作欠拡が発生することは無かった.

3-3-3作業能率

11i初日量 450LI10aにおける開発機の作業能率

測定結果を表 4-5に示す

表 4-5 静電散布ロボットの作業能率

試験条件 散布主主 (LlIOa) 450 

散布作業速度 (m/s) 0.09 

作業幅 (m) 2.6 

理論作業主 (a/h) 8.4 

作業前積 (a) 3.3 

測定結果 全作業時間 (h) 0.87 

散布作業H寺問 (h) 0.48 

旋回・移動時間 (h) 0.25 

~被準備時間 (h) 0.08 

片づけ 3 洗浄H寺問(h) 0.06 

国場作業量(a/h) 3.8 

悶場作業効率(%) 45 

測定 1:1: 2009年7sJ 8円

Ji'iJ辺作業者の安全性及び畝進入時の走行精度

確保のため，旋回速度と移動速度を各々 0.09

m/s， 0.40 m/sに設定した 散布量 450LI10a， 

散布作業速度 0.09m/sにおいて rmL主一|ヌ:I.r!ii

(3.3 a)の作業時間は 0.87hであり，岡場作業

iIEは 3.8a/hを示した.岡場作業効率は 45%で

あった.

本機を使JIJする農家からは，走行性能が非常

に安定していること，電源コードや散布ホース

の取り回しを気にする必要が無いことから，安

心して無人作業が任せられる，あるいは，本機

の散布 I'IJに別の作業を進められるといった高い

評 1dli が 1~J られた.また，意見聴取した大規模J自

主メロン農家からは， 1IIl1~作業主が低くても，

J!\~人で散布ができれば良いという ÞI評価が多く

11tlかれた

4 総合考察

開発機の温室メロンに対する付着性能は， 'f.'J 

に群紘手fÌÍi で無荷電散イ1I よりも非常に I~:I く， 1坊

|徐効果も生育 11lWJの柿物体に対しては手散布に

近い良好な性能を示した.

メロン大J;Ji1実JEI室の慣行の動的ーによる散布作

業時間は年間 130IIN間110aであるがれ) iJlIJ噴

散布作業のlilll場作業効率は通常 50%科度であ

ることから 78)，準備や片づけを|徐いた散布作業

11寺間は年間 65附問110aとJ在百|される. したが

って 30a 規模の悦室農家の場合 3 年間 195I時

間程度を要している慣行散布作業H寺間を，開発

杉並によって無人イヒで、きると考えられる

これらの結巣から，静電散布ロボットにおけ

るやj者性能向上，Jijj除効果，及び省力化に対す

るイ有効性が実証 された目

静電散布ロボッ卜の群7誌に1".9企及び:fl'(o落奥にお

ける付着は無荷電散布を 1..同るものの，付着度

指数は 4以下にとどまった 1¥下落奥における高

い|切除効果を得るには，条の反対側の通路から

再度散布する作業=f".)I!良が必要と考えられる~見
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状の大形メロン温室では， iiij積利用効率向上の

ために 3 作業通路間に 2畝の栽i吉ベンチを密着

して配列する事例が見られる.ロボッ卜導入に

あたっては，各畝に作業通路を総保し 1木の

畝に両側から散布する作業行I孟をとることで 3

良好な付着が期待できるー

低濃度多量散布lの静電散布において，群落中

央や群落奥の付着を改善する方法として，外部

電界方式 30)の併用が考えられる.群落中央や群

落奥は静f12散布装置:ノスルからの散布lffi離が速

いためil刻尚比電荷は減少しており佑;電電極と

被散布物聞に形成される JI~8:3il.も弱い.この部位

に 官j電庄の被覆電線を張る等の力法で外部電

界を形成しておけば，弱い電if:fの液iiIfjであって

も始i'~li界 ItJ におくことで大きなクーロンカを発

生 し，付着地点11が期待できると考えられる.

また，静電散布にエアアシストを併)f-Jすると，

l噴霧の貫通性が I高まり群落内部への付着が向と

することが知られている .1，1).7-1).1)(，1発杉並のエアブ

ロ一機構の送風量を噌加することにより，ノズ

/レ軸方向のエアアシスト効果を発生させ噴霧

波滴に大きい通勤エネノレギを与えれば，群落奥

により多くの信:電i夜j尚が到達して付着を改蕃で

きると考えられ，今後の課題である
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第V章総括

木研究の目的は，低濃度多量散布の静電散布

技術を開発することである目この目的を達成す

るため，始めに国内農薬散布作業における現状

と問題点を明らかにし，既往の濃厚少量散イ1Iの

静電散布技術に閲する研究成果を分析した そ

れに1;15づき， 国内の低濃度多量散布に適合する

静電散布技術の開発を研究課題に取り 上げ，同

分野における現在の研究状況を示 した.

つぎに，低濃度多量散布の静電散布装置の試

作を行い，その他造と多呈目立布彼消によJする市

電特性を明らかにした

統し、て同装置を撚載したブームス プ レーヤを

開発し，室内失験によるキャベツ模擬作物体へ

の何者性能と，露地キャベツ回以Jにおける防除

効果の実証試験により，静電散布による露地結

球野菜栽前の農薬散布量減量化の可能性を示 し

た

さらに，同装置を搭放した狙室メロン則的電

散布ロボットを開発し，メロンJ作法への付着特

性及び|幼|徐効果を明らかにすることで，施設栽

培の無人散布装置に対する静電散布の有効性を

示した

木研究で得 られたこれらの知見は，静屯散布

装置の実用化に貢献すると共に，各農業機械メ

ーカの静電散布装置開発における基本的な設計

指針となっている.

以下，本研究の内容を総括して述べる

1 農薬散布の現状と取り上げる静電散布

の概要

(1)匡l内の畑作，果樹園，施設栽i脊における農

薬散布は液剤散布が一般的であり，農薬を 500

~5000 倍に希釈し， 70~800 LllOa散布する低

濃度多量散布が行われている.液剤散イ11の三r段
には1IVJ力噴霧機(動l頃)が広く使用されてい

る しかし動噴散布は付着率が 30%程度と低

く3 農薬の無駄を減 らし効率良く付 務 させる散

布技術の開発が望まれている

(2)付着性能を改善し，農薬散布量削減及び防

除作業の省力化が可能な散布技術のひとつが静

電散布である.悔外を中心とした既往の研究成

果から，濃厚少量散布の節電散布装置に関して

は付着改善による散布量削減の効果実証と市販

機の開発が完了しているが， [宝|内の慣行である

低濃度多量散布に適合する静電散布装置の開発

は端緒についたところであり，その基本的都電

村ーがlや悶場の作物に対する実際の付着特性，防

除効果などの研究は未着手である

(3)本研究は， [宝l内の低濃度多量散布で使用で

きる静電散布技術の開発を目的とし，研究対象

に露地野菜栽培と施設栽培を取り上げる 露地

野菜栽l音で、は農薬散イli回数 3 散布毘;ともに多い

ため p 付着の良い散布技術の開発により， i}U'I 

の防|徐効栄を品IiJ"irしつつ農薬散布最をi'ilJ減する

ことが望まhているーまた施設栽t-ttでは，殺J告

の大規模化と厳しい作業環境のため散布作業の

労働負担が非常に大きく， 省力的で付一着性能の

良い I~I tfVJ散布装置の実用化が求められているー

(4)木研究を開始するにあたり ，i}くの仮説を提

案した 低濃度多民散布のノズノレはl噴霧粒径が

100~200 11mと大きく， "出-電させても液i尚の比

電荷はIJ、さいと 予怨され，濃厚少tE:散布に比較

して持活による付新改善効果が得にくい懸念が

ある しかし， 池子径の大きいノズルでも噴霧

液滴中には一定書IJ合で微粒子が含まれており，

市電させることによりこれら微粒子の付析が増

))1吋一る可能性がある. また，比吉区イrrlの低し、i夜滴

でも，多fE:散布することで尖用的な付 着改持や

防除効果の向 l二が期待できると考えられる 低

濃度多量散布の静電散布技手|付'1徒主できれば，

国内の慣行多量散布体系で使用できる散布号kì ~ílJ 

減技術や， rりJ除作業省力化機械の設計開発に貢

献すると考えられるー

2 低濃度多量散布における静電散布装置

の帯電性能

低濃度多量散布で使用できる付;守効率の良い

静電散布装置の開発を目的として，吐出量 O目56

~2.6 Llminの動力噴霧機用 流体ノズノレ散布

液滴に静電気を市電させることが可能な，環状

電極・誘導帯電方式の静電散布装置を試作し，

装置の電短やノズノレの物理的条件がl噴霧液滴の

帯電特性(比電荷)に及ぼす影響を明らかにし

fニー

cl)開発装置の比電荷と電磁印加電圧の関係

は， ノズノレにより呉なるが;惚t111存+4kVまで，電
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j王土昇に対応、して比電荷は増加した. +4 kV以

1-.では電極濡れに起因する漏電，&び電極に付

着 した液滴による コロナ放電や火花放電が発生

し帯電を阻害するため，比電荷は+6~8.5 kVで

最大値を示した後に減少した. したがって，開

発装置は多量散布液摘に刻して， +4 kVまで電

位印加電圧に対応した比7釘苛が得られた

(2) ノズル吐1:1:l量，散布圧力及び電版印JJII電圧

が|訂l の条件では 3 扇形l噴霧に対して1'1コ空円錐

l噴霧の比'屯荷が常に高かった この原Itlは， 真

円形状である環状電極に対し，中室内錐l噴霧で

は噴霧パターンの液滴分裂音1¥位が均一に近依す

るため と考え られる

(3)同一l噴霧パ ターンのノズルでは， l !l~ Ili.ikが

少ないものほど比屯術は高かった.ま た， 同一

ノズノレで散布圧力上昇により吐出量を僧加 させ

ると ，比電併は減少した ノズノレ111:出量と比電

荷の関係は 0.6Llmin以下の少量散布ノズ/レで

は既に解明されていたが，本研究により 0.6~

2.6 Llminの各積多費散布ノ ズノレにおいても，

少量;散布ノズノレと IflJ-'傾向をぶすことを明らか

にした.

(4)電極と l噴霧液滴間のギャッ プ距離は噴霧

が電極に触れない状態で最小と したと きIiEも比

電荷が高かった ギャップ距離がl.6mm拡大

する侮に，液ýf;?，j の比'屯有J は 13~18%低下した

(5) !岐 にlからの散布距1i.!!E 30 0~ 800 mmの範liEI

では，距ii抱一の拡大とともに比電術が減少した.

l院に|から近距離ほ ど減少率が大きく，遠距離で

の減少率は小さい この傾向は1l1:出量の小さい

ノズノレほど顕著で・あった

(6) 試作した都電装置に吐出量 0.56~ 2.6 

Llminの動11責m~I] 空間鍬 l噴霧ノズノレを伎‘用した

場合 3 電極印加電j王+4kV，散布圧力l.5MPa， 

散布 距離 300mm の条件では 0.20~ -0.45 

mC/kgの比'[ill:荷が得られた

3 キャベツに対する付着性能と害虫防除

効果

認j也野菜作において，付着効率が良く農薬散

布量をi'iiJi妓できる農薬散布装置の開発を 目僚と

し，開発した低濃度多量散11:jの静電散布装置を

ブームスプ レーヤ型IVi除機に組み入れ，キャベ

ツに対する I1責霧イ、H奇特性を， 1:英JtE作物体をj利い

た室内杭験にて明 らかにした また慣行 よりも

単位面積あたり散布盆を 30%減量した条件で，

キャベツ悶場にて作j~1 を通した長期の防 |針~ 5Ìf:在

試験を行い 3 前首散布の散布理:減量化に対ーする

実)'/1性を評価した

(1)開発した低濃度多量散布の静電WX1fj装置に

おける噴霧粧任分布及び体積中位符は，無荷電

散イ11と始ど同ーであり ，部:電がl噴霧粒子径に与

える影響は無かった. したがって，約電散布で

ドリフトが増加する恐れは無く，同程度の噴霧

粒径を持つ慣行ノズノレ散布とドリフト防止に関

する取娘性は変わら ないと考えられた

(2) キャベツ模擬作物体に対する静電散布の被

覆箇積率は， 1百j一散布蓮;で比!I決した場合，無許iY

電散布と比較 して結球側面及び外業裏面で有意

に高かった 特に結球側面でその差は顕著であ

った.噴霧量 140Ll10aにおける結球側jJiiの被

覆面:rJlii:4~ は， 1!lt荷'，fむ散布の 30.5%に対し，古静争7

;協倣忠放(布でで、は 50.4%にJm白j川JI川nした噂 また静電散イliの被

覆面積率の変動係数は19liiHJ電散布よ りもノトさ

く， 作物体のj>':l¥位に よるぱらつきの少ない均一ー

な付粧 を示 した

(3) !'i'(1電散布の散布量 140Ll10aにおけるキャ

ベツ模擬作物体への被覆l面積率は，1!Vi前'，:.註散布

の 200L/10aと同笥であった

(4) 静電散布では感;k紙上における 0.1mm2 

以下の付着政lが，1!Vi荷;屯徴ギiiよりも大111Mに僧加

したが 3 この現象は，ノス/レの体積[1:1位径より

も小さ な粒子径 7011m 以下の微粒子成分の付

治増加に坦因すること を明らかに した

(5)露地キャベツ IIDI場での長期にわたる防除Z信

託試験の結巣，鱗盟 国を主 とする結球部食害害

虫の補正密度指数は，慣行比 30%減量の静電散

布と慣行散布で差が認められなかった 節電散

布による収穫物の収量， 品質は慣れ散布と 同等

であった.この ことから，静電散布による 30%

減最散布の実現可能性が示唆された.

4 温室メロン用静電散布ロボットの開発

重労働かっ多大な作業H寺間を!Jkiしている大規

模メロン恒三主の防除作業を省力化し，かっ良好

な付着特性が街られる防除機として，開発 した

多量散布の静電散布装置を絡i!設する静電散布ロ

ボッ卜を試作した.問機のメロン群協に対する

ヤl芯性能，防除効果，作業精度及び作業能率を

明らカ当にした.

(1)問者E機は， T令業JI'lの担巨人走行台車に，低濃

度多量散布の節電散布装置とポンプ及び薬液タ
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ンクを搭il.i¥i:した梢造で，走行路 |こ の磁気テープ

により自動走行し，散布作業を無人で行う 電

淑コードや薬液ホース類などのやl棉:装置は一切

無く，開発機単体で;1!!~人作業する 20 a規模温

室における走行試験の結果，走行速度制維11の精

度は薬液タンク満載時とさ芝草H寺の廷が土1.2%以

内と高中i!?度で，走行誘導も終路逸脱等は一切発

生しなかった.

(2) メロン昨夜に対する開発機の散布距離とf.J

精度指数の関係は，近距離で ~~'M'に高い傾向を

示 したー 散布距離 310m mにおいて，垂直裏目i

及び水平下面ともに付精度指数 8，0以上と高か

った.散布起8[1.1佐610mmと同 910mmでは 2.4

~3 ， 9 に低下するが，問一散布距舶における 1!日

桁屯散布よりも有意に付着度指数は高かった

静電散布では， ~洋務内の FJi さによる付着度指数

の差は 1H~ く，均ーな付着が得られた

(3)静電i放布では散布量を 100L~300 Ll10a 

の範囲で精力日させると， 11宇務手ffIi及びlt'I:稀:!J~ の

イ、j-;tr:i主指数は有意に首iまった 群落 '_1-'央では付

精度指数の土問加傾向は見られるものの， fl女平fi奇

I'I¥'Jに有志、な差は無かった.

(4)開発機の防|徐効果は，本業 10枚展開程度の

生背中期のメロン作物体に需生 したミナ ミキイ

ロアザミウマに対し，手散布と同等の市川、殺虫

効果を示した

(5)開発機の|首1:場作業最は散布最 450Lll0aに

おいて 3.8a/hであり， 1道l場作業効率は 45%で

あった 試験逆転で、開発機を導入した燦家にヒ

アリングを行ったところ，安定的に 1!l~人散布作

業ができること，ホースやコード主?を走行にイ'1:

い処丘11する必要がない ことに関 して高い評価が

待られた白

以 tの-iiliの研究を通して s 従来未着予であ

った低濃度多量散布j刊の静電散布装置を試作

し，帯電特性を定量的に明らかにすると共に s

i夜滴に高い比電仰を与えるための設計指針を示

した また館地野菜栽培を対象とした付着試験

により，被覆面積率増加と助一化の向上を明ら

かにし，語:1¥1幼|徐効果の評価により ，静電散布

による農薬散布量減量化の可能性が示唆され

た.さらに施設栽培mの静電散布ロボットを試

作し，付着皮肉上と均一化， 三F散イfii1Eみの|切除

効果，1えび作業の省プJ化が実前Eされ，無人1汝:111

機に対し静電散布の適合性が高いこ とを示 し

た.これらのことから，低濃度多量散布の静電

散布の実用的な有効性を明らかにした.

5 今後の課題

本引先では，路地結球野菜栽培，及び1ffil室メ

ロン栽培に対する低濃度多量散布の静電散布の

付新特性を Iy~ らかにした.この結果は同係の1\:f

落構造を持つ作物殺情に対しでも適用 でき るも

のと考えられる しかし群落の立体構造が大 11屈

に典なる;)c稲や，棚栽i告の果樹などに対する静

電散布の付 *i:!tif'IJ:解明については今後の課題で

ある また， ダイズの ように1汗終草冠部が客;に

繁茂する作物では，草:冠it¥Sを機械的に閉口して

散布する方式や，エアアシス卜などの併用につ

いて1iJF究する必裂がある.
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Summary 

The objective of this 1'esea1'ch was to develop an elect1'ostatic pesticide sp1'aying system fo1' 

low-concent1'ation， high-volume applications in o1'de1' to deposit much pesticide with little effo1't fo1' the 

chemical cont1'ol of pests. We made a p1'ototype of the elect1'ostatic sp1'aying equipment fo1' 

low-concent1'ation， high-volume application and investigated its cha1'ging mechanism and pe1'formance 

Next， we made a boonrtype field sp1'aye1' and a g1'eenhouse sp1'aying 1'obot using the elect1'ostatic 

sp1'aying equipment， and tested the p1'acticality and effectiveness of these p1'ototype machines fo1' pest 

cont1'ol in labo1'ato1'Y ancl actual field tests 

1. Charging performance of an electrostatic pesticide spraying system for low-concentration 

and high-volume applications 

We clesignecl a system which hacl an oute1' annula1' incluction cha1'ging elect1'ocle a1'ouncl a high 

flow-1'ate hycl1'aulic nozzle ancl inv巴stigateclits cha1'ging cha1'acte1'istics. When the voltage appliecl to 

the elect1'ocle was g1'aclually inc1'easecl up to +4 kV， the cha1'ge to mass 1'atio (CMR) of sp1'ay cl1'oplets 

inc1'eased without clischa1'ge 01' electric leakage f1'om the electrocle. On the othe1' hancl， the CMR 

clec1'easecl when the applied voltage exceeclecl +6 to 8.5 kV. The CMR with hollow-cone nozzles was 

constantly highe1' than that of flat-fan nozzles. When the gap between the sp1'ay cone ancl the elect1'ocle 

was wiclenecl by 1.6 mm， the CMR clec1'easecl by 13 to 18%. The CMR obtained by this system was 

0.20 to -0.45 mC/kg at +4 kV with the high flow-rate hollow-cone nozzle of 0.56 to 2βL/min. 

2. Deposition properties and effect on pest control in cabbages 

An electrostatic boom-type fielcl sp1'ayer was clevelopecl to apply la1'ge volumes of a pesticicle at low 

concent1'ations. ancl the aclhe1'ence p1'ope1'ties ancl pest-cont1'ol effect of the pesticicle on cabbages we1'e 

investigatecl目 1na labo1'ato1'Y expe1'iment using image analysis ancl water-sensitive pape1' placed on an 

a1'tificial cabbage c1'op， the elect1'ostatic spraying methocl showecl increasecl aclhe1'ence of fine-grain 

clroplets smalle1' than 70 pm. The cove1'age 1'ate on the sicle of cabbage heacls when using the 

electrostatic methocl at the application rate of 140 L/10a was equal to that of a non-electrostatic 

spraying method at 200 L/10a. Mo1'eove1'， the electrostatic methocl showecl a smalle1' coefficient of 

va1'iation in the cove1'age 1'ate， and pesticide cleposition was also mo1'e uniform. 1n a field expe1'iment， 

the elect1'ostatic methocl at 140 L110a p1'oclucecl no significant clifference in the clensity of insect pests 

on cabbages comparecl to the conventionalmethocl at 200 L/10a. The quality ancl yielcl of cabbage c1'ops 
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we1'e the same fo1' the two sp1'aying methods， suggesting the potentia1 of the e1ectrostatic sp1'aying fo1' 

1'educing the application of pesticides on vegetab1e fie1ds. 

3. Development of an electrostatic spraying robot for melon green houses 

A sp1'aying 1'obot fo1' g1'eenhouse me10ns with 10w-concentration， high-volume electrostatic spl'aying 

nozzles was developed and tested. At the spraying rate of 100 to 300 Ll10a， the cleposition indexes of 

e1巴ct1'ostaticsp1'aying in f1'ont of and behind the me10ns were significant highe1' than those of 

non-e1ect1'ostatic spraying. The deposition indexes of e1ectrostatic sp1'aying we1'e unifo1'm 1'egarclless of 

the height of the me1ons. 1n the fie1d test， the1'e was 110 significant differenc巴 inthe effect of cont1'olling 

the insect pest 'Thrips pa1mi karny' between the robot spraying and the conventiona1 manua1 sp1'aying 

method. The effective fielcl capacity of the 1'obot was 3.8 a/h. 

4. Conclusion 

These 1'esu1ts clal'ified quantitative1y the charact巴risticsof the e1ectrostatic pesticide spraying 

system fo1' 10w-concentration， high-vo1ume applicatiol1s. 1n addition， the vegetable field test indicated 

that this system cou1d reduce the 1'ate ofpesticide application. Moreover， the greenhouse test using the 

e1ectrostatic sp1'aying 1'obot showed that the system imp1'oved the sp1'ay deposition and wo1'k efficacy 

These findings will he1p manufacturers to design e1ect1'ostatic sp1'aying equipment that deposits 

much pesticide with litt1e effo1't fo1' the ch巴mica1cont1'o1 of pests. 
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調t

木論文の取り まとめにあたり，当初より 懇切

なる御指導を頂き，公私にわたり研究推進に御

協ノJ下さいました筑波大学大学院生命環境科

学研究科 先端農業伎術科学宮11府届志教授(独

立行政法人農業・食品産業技術総合研究機桃生

物系特定J産業伎や|刊uf究文援センタ ー)に心より

深く感謝致します.

筑波大学大学院生命環境科学研究科 生物資

源科学専攻長瀧川具弘教授 3 筑波大学大学院

生命環境科学研究科先端農業技術科学:平版作

之教授(独立行政法人出業 ・食品産業技術総合

イリ|究機梢中央農業総合研究センタ ー)，筑波大

学大学|抗生命環境科学研究科先端農業技術科

学乙部不11紀惟教授(独立.行政法人農業 ・食品産

業技術総合研究機構 1-1-1央農業総合引先センタ

ー)には貴重な倒l助言と 御校閲をl!易りました.

読んで、感謝の意を表します

本研究の 当初より御助言御指導を頂いた元静

岡県j員業試験場小野)83'5J正に深く感謝の意を

表します.

本州先で汗lit、た試作機の製作設計と実験機材

の調達にあたっては， π株式会社共立宮卜進|専

士(故ノ，J，弘中長f[l!!，氏， L¥:I i、l駿介氏，株式会社

やま びこ農業機械本部開発音1¥ 湯木正一博士に

多大な御指導と御援助;を l長!きました 皆保に感

謝致します

百字

本研究は，独立行政法人J農業 ・食1171産業技術

総合研究機構野菜茶業研究所本多健一郎チー

ム長， JitE日光能博上，独立行政仏-人農業 ・食1111

産業技術総合研究機術生物系特定産業技術研

究支援センタ一宮原佳彦|専ー1-:，独立行政法人農

業・食品旅業技術総合研究機構中央農業総合研

究センタ 一筋政秀文研究員の御指導，御協力を

いただきました ここに謝意を申し上げます

本研究の実験問脊は， 111'同県農林技術研究所

大須1-!{隆司研究員，青!llf守研究員，大村平日宏研

究員斉木千忠子似究員，ド司鳥辛jぶ技能長，鈴

木礼三技能長，大柿みどり氏， III'~] 柊了一氏， IJ 1 

}fl決栄氏の献身的な待11協力により行われました.

また現地試験に|探しては，的岡県iMl室農業協同

組合の皆保，ならびに泊三年:メロン農家の鈴木恵

佑氏と払11家族に多大な1MI助言と御協ノJを頂きま

した ここに i~~ く!\l..\謝の 15、を表 します.

本1UI究は，独立行政法人農業 ・食品産業技術

研究機桃の交付金プロジェク卜研究「消費者に

信頼される正u主体制を支える精給対I川一農業技術

の IJ~I 発 J ，および静岡県産業音1\ の プロジェク卜研

ヲtI未来!?告業を志向した市i級メロン超低コスト

生産システムの開発Jの一環として取り組んだ

ものです.記 して|剥係科イ立に謝意を表 します
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