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技指論文
農業機械学会誌 73(6): 380~386， 2011 

パレイショ塊茎の肥大計測に関する研究*

計測方式の検討と装置の開発一一

荒木宏通科・柴田洋一*2t・鴫津光辰*1・片岡 崇*2・岡本博史*2

要
ヒ:::.
自

パレイショ生産の効率化に資するため，塊茎の肥大生長量をリアルタイムに連続的かっ非破壊的に計

測する手法を検討した。計測方式として，直径計測方式，周囲長計測方式を比較した結果，両方式とも，

その値から塊茎重量を高精度で推定することは可能であるが，塊茎基部一頂部を通る方向を測定すること

が条件であり，パレイショ塊茎の構造上，この条件を満たすのは周囲長計測方式であることを提唱した。

周囲長計測方式による装置安試作し，肥大生長の初期から生長が停止する時期まで安定して計測できる

ことを実証した。

[キーワード]生育情報，パレイシム非破壊，変佼センサ，収量予測， )収穫適賎精密農法

A Study on Measuring Method for Potato Tuber Enlargement* 

一一-Finding an Appropriate Measurement Method and Developing Measurement Devices一一一

Hiromichi ARAKγ1， Youichi SHIBATA*2t， Mitsuyoshi SHIMAZU*l， 

Takashi KA T AOKA六日iroshiOKAMOTO叫

Abstract 

In order to contribute in improving the efficiency of potato production， a non-destructive method 

which measures the growth of tuber， continuously， was examined. The measurement had two 

methods which were compared ; the first was to measure the diameter ; while the second was to 

measure the circumference. Results showed the possibility to estimate the mass of tuber accurately 

using both methods. 

The requirement， therefore， is to measure the length between the two ends of the potato 

However， considering the problem of irregulariti巴scaused by the stems， measuring the circumfer-

ence was found mor巴 appr命opriate.Therefore， a device which measures the circumference was 

developed and tested. It was able to estimate the tuber circumference from the early stage until full 

the growth is completed with stability. 

[Keywordsl growth information， potato， non-destructive， displacement transducer， yield prediction， proper time of 
harvesting， precision farming 

I 緒 冨
畑作物の 1つであり，輪作体系を維持する上でも重要な

基幹作物として位置づけられている。収穫部の塊茎は地

パレイショ CSolanumtuberosum L.)は北海道の主要 下部の茎が肥大し，塊状になったものである。パレイ
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ショの生育は，気温や地温などの環境要閣の影響を受け

やすいとされるが (Gregory，1956;佐藤， 1981)，塊茎

形成や肥大生長特性に関しでは未知の部分が多く，

特性の解明が望まれている。

パレイショの生育特性の解明を妨げる主な要因とし

て，収護部が地中で生育するため，その生育情報を視覚

的に捉えられないことがあげられる。近年，普及が進ん

できたリモートセンシング技荷は，取得した地上部情報

から地中の状況をある程度推定することを可能にした

が，その推定精度はパレイショ塊茎の生育特性を解明す

るために十分とは言えなL、。抜取調査は生育量を知るた

めの有効な方法であるが，供試個体は破壊されるので，

同一個体の連続的な計測ができない。地中に存在する塊

の生育情報を非破壊で連続的かっ正確に取得できれ

ば，環境要因と生育との関係が明らかになり，収穫適期

判定やI1又震予測につながる可能性がある。また，肥培管

理の最適化，ひいては生産性の向上につながる可能性が

考えられる。

これまでに，非破壊的な方法により作物の肥大生長量

を計測する方法が検討され，接触式センサを供試したも

のでは，ワタの茎の直f主計測 (Klepperet aL， 1971)や，

トマトの果実と茎の肥大変化 (Johnsonet al.， 1992)を

捉えた報告がある。また非接触式センサを用いた例では

Kitano et aL (1996) によってレーザ-hl空自信十を用いた

トマトの果実および茎の生育を捉えた報告がある。しか

し，これらは何れも地上部の部位を対象としたものであ

り，地中の根部の生長を対象としたものは少な L、。

Eguchi et aL (1996)は，レーザ、ーセンサによりカンショ

の肥大生長最安計測しているが，水耕栽培という特殊な

条件下であった。本研究の呂標は地中における計測手法

の確立にあるので，光や音響を利用した非接触の計測で

は，透過性に限界があるため国難であると考えた。そこ

で，嶋津ら (2008; 2010a)による接触式変位計を用いた

肥大計担IJ法の応用を試みた。鵠津らの方法は，主として

テンサイを対象とし，地中の根部側面に変位計を接触さ

せ肥大生長を連続計測するもの(以後， 1 点計測と記す〕

であり，根設の日変化を捉える等，テンサイの生育特性

を解明する上で有効な方法であることが示された。その

上で，より高精度化を図るために，変位計を根部の両側

から挟むようにあて，直径を計測する(以後， 2点計測と

記す〕と良いことを明らかにしたが装寵化には至らなかっ

た。鵠津ら (2010b)は，さらに，その装置がパレイショ

にも適用可能であることを実証したが，より信頼性の高

い計測を行うなめには，パレイショ塊茎の形態学的な知

見を基に最も適切な計測位置の検討を行い，利用自的に

沿った基準を定める必要があることを指摘した。また誤

差を軽減するためには，複数箇所での同時計測や円閣を

計測する方法の検討が必要であるとの提案を仔った。

本研究では，まず，当面の利用目的を収量予測とし，

塊茎質量に最も高い相関の得られる塊茎肥大の計測方法

の検討を行った。また，高精度の計測を実現するため，

1点計測， 2点計測による誼径計測およびワイヤで周囲

長を計測する方法を比較，検討した。

II 方法

1.計灘方法の検討

これまでに，パレイショ塊茎の把大の推移を形態学的

に調査した例は見当たらないが， I[l(護期に達した塊茎

は，品撞ごとに，縦長形，球形等，概ね同様の形状とな

ることが知られている(下野ら， 2001;入谷， 2005)。塊

茎が球形でない場合，直径や罵圏長を計測する方向に

よって，質量との相関の程度が異なる可能性がある。そ

こで，はじめに，適切な計測方向を検討し，次に，塊茎

の大きさを変位計で計る実用的な計測方法を検討した。

(1) 計測方向の検討

パレイショ塊茎は，茎から伸びたストロンの先端近く

が肥大して形成されたものであり，ストロンと塊茎の接

合部は基部，その反対は頂部と呼ばれる(栗原ら，

2000)。本調査では，函 1に示すように，基部一頭部方向

を基準方向 (Lo)とし， Loから 30
0
，60

0
， 90

0
ずれた方向

をそれぞれ L30，L60， L90とした。これらの 4方向で計っ

た塊茎の産後と質量との椙関，同じく 4方向で計った鹿

囲長と質量との相関を比較した。供試品種は男爵薯とし

た。パレイショは，慣行法に基づき栽培し，収穫期に達

した最大蔵佳 50mm以上の塊茎からランダムに選んだ

10個体を供試した。直径はノギスにより計測し周囲長

は計測方向に巻きつけた糸の長さを物差しで計った。

さらに，上記調査とは別に， 2481自体を供試し， L。方

向の直径と質量， L。方向の周囲長と質量の関係を調査し

た。本調査にあたっては，生育過程の個体を植え付け後

47日目から l週間おきに掘り取り，供試した。

L90 -

図 1 計測方向

Fig. 1 Direction of measurement 
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(2) 計測方式の検討

塊茎の大きさを変位計で計る方法として，直窪を測定

する方法と，周屈長を計測する方法のどちらが優れてい

るかを検討した。検討にあたっては，計測精震の他，賞

との相関，装置の設霞の容易さ，前項の検討で得られ

る適切な計測方向で計測可能か等の点を重視した。

直密計測方式では，接触式センサを塊茎側面に接触さ

せ誼径を計泌する 1点、計測と，塊茎の両側面から挟んで

直接を計測する 2点計測を想定した。間屈長計測ではワ

イヤ式変位計を用いて，塊茎の臆囲長の変化をワイヤ長

の変位により捉える方式を想定した。

2. 計測装置の試作

前節における計測方法の検討に基づいて，基部一頂部

方向の問問長を計測する 3種の装置を試作した。 3種は，

いずれも市販のワイヤ式変位計を用いることを基本と

し塊茎にワイヤを巻き付け，塊茎の膨縮を電庄に変換

して記録する。各装置の主要諸元を表 1Iこ示す。図 2に

は号機および 2号機計測部の概略図および設置闘を

示す。 ~2 において， 1号機は，地中部と地上部に分けら

れる。地中部は妨水を兼ねたプラスチック保護ケースに

収納された変位計と，伸ばしたワイヤと土との接触を最

小限に止めるためのプラスチック製ワイヤ保護管等から

成る。装置の大きさは，タト寸 W135mm  XH175 mm  XD 

70mmである。地上部は，データロガー (K社製 RMH-

210A)， PC，電源装置(外部 100V)で構成される。塊茎

へのワイヤの装着にあたっては，変位計ーからプラスチッ

ク製ワイヤ保護管を通して引き出したワイヤを塊茎の基

部一頂部方向に巻き，本体から出たワイヤと交差させ，先

端を装霞本体に国定する。塊茎が肥大すると，周囲長の

増加分だけ変位計からワイヤが引き出され，収縮すると

変位計に内蔵されたパネによって，ワイヤが巻き取られ

ることにより塊茎の膨縮量を計測する。

交差部には，ワイヤの摺動を円、漕にするため，滑車を

耳立付けた。図 3のように，交差部と塊茎の間隔が離れて

いればワイヤと塊茎の聞に非接触部分が生じ，計測誤差

は大きくなる。交差部と塊茎を近づけると，より正確に

周回長を計測できるが，装置が塊茎に接触して肥大を阻

るおそれがある。そのため 3号機では，これらの点

を解消する装置構造とした。

2号機の基本構造は l号機とほぼ同じだが， ワイヤ径

とワイヤの張力が異なり，塊茎に対する生育担害の影響

を 1号機と比較しようとした。また， 2号機では，ワイヤ

交差部を金属ピンとし，装置の簡略化を図った。

装置の設置は， 1号機， 2号機ともに装置を水平に静置

し，心土まで達する長さ 30cmの鉄ピンで 2箇所国定

するものとした。

図4には 3号機を示す。 3号機は，変位計，データロ

ガー，電池を内蔵する地上部と，塊茎を計測する地中部

および設置用支柱により講成される。支柱を除いた大き

さは，タト寸 W65mm  XH300 mm  XD220 mmである。1，

2号機との相違点は， 装置を一体化し取り扱いを容易に

したこと，外部電力を要しないこと，地面に直立させる

ので設置面積が少ないこと等，操作上，利用上の問題を

改善した点と， ワイヤの巻き付け方式である。 3号機の

巻き付け方式では，変位計から鉛直方向に引き出したワ

イヤを，最下部の滑主主により水平方向に変え，塊茎を一

周させた後，その先端を滑車とは 180
0

反対方向のワイヤ

間定部に閤定する。ワイヤ国定部は，塊茎を迂回するよ

うに伸ばした「コ」の字型のフレームの先端に位置する

ので，図 4在に示したように，1， 2号機のような非接触

部分が生じることはなく，かっ，装置と塊茎が接触し肥

大の障害となることもない。

3号機の竜源は， リチウム電油としたが，竜池の消耗

や気温の変化により変位計への印加電圧が変動し，出力

電圧に影響を及ぼす可能性がある O そこで， 2chのデー

タロガー (T社製， VR司 71)を供試し，嶋津ら (2010b)

の方法と向様に印加電圧と変位計からの出力竜正の 2つ

を記録し，その比をとることによりこれらの影響を排除

しfこ。

装議の設置は，支註を深さおよそ 30cmまで打ち込ん

で毘定した後，地上部本体と地中部を取り付ける。支柱

には， 4枚の羽状の板を取り付け，計ill.IJ中に外力が加

わっても回車示しないようにした。

3. 試作した装置による計部試験

温室に設置した土壌槽でパレイショを栽培し，試作し

た装寵による塊茎の閤囲長計測試験を行った。土壌槽は

200L (内すゆ535mm  X H 540 mm)の断面円形のポ

リエチレン製容器で，底面に排水穴を聞けたほか，側面

表 l 主要諸元

Table 1 Comparison between devices 

iil校IJ主主協
変{立dl

(ボえンショメータ)
分解能 ワイヤ張カワイヤ筏変{立計設鐙位霞

[口1m] [N] [mm] 

i号機 KU製 DTP-D-500S 0.27 0.8~ 1. 2 0.46 世間

2号機 C社製 MTA与し5KC-MB 無限小 0.2~0.4 0.62 地中

3号機 C社製 MTA与し5KC-MB 書!日袋小 0.2~0.4 0.62 池上

注意ー・ l号機でlJi試した変位言iーの分解能は，変佼計の計測1:長 500mmを変位計の分解能

1/1850 (カタログ縦〕で除した悩とした.

• 2号機. 3号機で供試したさE位計の分解能は，無限小(カタログ値)
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間 2 計測装霞 l号機と 2号機地中部先端(左 l号機池I令部，右 設震関，右上 2号機地中部先端〕

Fig. 2 Measurement device type1 and a section of measurement device type2 

ストロン
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l号機地中部先端

図 3 ワイヤ装替の問題点

Fig. 3 Problems of the wires attached to the device 

には塊茎生長の目視観察やワイヤの装着作業を容易にす

るための W250mmXH150mmの扉を 2ヵ所取り付けて

ある。土壌槽は 3槽供試し槽につき l種の装農を設

した。土壌槽け書当たり l個の種いもを深さ 5cmに

植付け，檀え付け後 60日目に手堀により塊茎を露出さ

せ，平均的な大きさである誼佳 30mm程震で，かっ，

部一頂部方向にワイヤを巻き付けやすい位置にある塊茎

を選び，ワイヤを装着した。パレイショ l株当りの栽堵

面積は 0.38m2であり，一般的な栽培面積 0.25m2 (4000 

株/10a)に比べて十分大きし、供試品種は，男爵薯とし

た。施肥，培土， I功除は慣行の栽培方式に基づいて行っ

fこ。海水は定期的に行った。土壌の極端な乾燥や謹潤状

態は生じなかった。

計測開始時と計測終了時に，糸を{共試個体の基部頂

部方向に巻きつけ，物差しで長さを計り，これを実測鴎

囲長とした。

III 結果および考察

1.計灘方法の検討

(1) 計測方向の検討

図 5に，調査により得られた誼径および周囲長と塊茎

との田端式から推定した塊茎質量と，実測鷲量との

標準誤差 (SEC)および誤差の標準偏差を計測方向別に

示す。鴎 5において，誼径，潤囲長ともに，標準誤差，

誤差の標準偏差は， L。方向で最小であり，計測方向が基

準からずれるにつれ大きくなり L90方向で最大となっ

た。このことから，直窪計測方式，周囲長計測方式に関

わらず，計測方向を基部一国部方向にすると，計j賠償のば

らつきは少なく，誤差平均も小さくできることが明らか

となった。

図6に，248個体を供試して得られたい方向における

と境茎質量，図 7には周囲長と塊茎質量との関銘を

示す。両国から，直径，周囲長ともに，塊茎質景との高

い相関が認められ，両者から，その時点の塊茎質量を推

定することが可能であると判断された。

(2) 計測方式の検討

前項において，塊茎慕部頭部方向の計測が高精度化

の条件であることが明らかになった。そこで，この方向

で，塊茎を計測することを前提に，直径計測方式と周囲

長計測方式の実用性を比較検討した。
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地上部

地中部

図 4 3号機(左側面悶，右平面写真)

Fig. 4 Measurement device type3 
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図 5 計測方式の違いによる塊茎費量推定の標準誤差およ

び誤差の標準偏差(供試個体数 10飼体〉

Fig. 5 standard error of caJibration and standard 

devi呂tionof mass巴stimationof potato tuber 

according to the difference in the measure-

ment methods 

直窪計測方式には，前述のように l点計測と 2点、計測

が考えられる。 l点計測については， テンサイを主な対

象とした鵠津ら (2008)の研究が詳しし、。これは，テン

サイ根部が断面円形であり，かっ，均等に把大するとい

う想定の下に計測する方式で，計測した変位量を 2告し

て得られた推定直径は， {固体質量と高い相関を示すこと

が実証されている。パレイショ塊茎の肥大生長パターン

に関する詳細は未だに解明されていないが，バレイショ

の場合は，基部一頂部方向に必ずしも均等に肥大せず¥基

部方向よりも頂部方向により多く肥大生長すると考えら

れる。この{反定が正しければ 点計測方式では推定直

径の誤差が大きくなると予想される O

また，塊茎基部中央からはストロンが伸びているた

め，変位計を基部中央に接触させることはできず，スト

ロンの脇にずらさざるを得なし、。 l嶋津ら (2010a)による

テンサイの中長窪言十測においては， センサのテンサイへの

接触部を半径約 8mmの円盤形とした。これは，ある程

度広い面で接触させることにより根部表面の小さな凹凸

の影響を回避し，変位計が受ける反力の方向が根部側面

と常にまE誼になるようにするためである O パレイショ塊

茎の表面にも大小の凹凸があり，根f主計測を行う場合

は，間接の対策が必要である。パレイショを 2点計測す

る場合は，頂部と基部にセンサを接触させる必要がある

が，基部においてはストロンを避けつつ同径程度の円盤

を接触させると，理想的な計測方向からのずれが大きく

なる。

これに対し，周囲長計測方式は，肥大方向の偏りに影

響されずに質量を推定することができる。また，想定さ

れるワイヤ直窪は 1mm未満なので，基部中央からのず

れは小さく，ほぼ理想的な方向で計測できると考えられ

るO

以上の理由から，周囲長計測方式を選択した。

2.試作した装置による計測試験

図8に 3種の試作装置による計測結果を示す。試作

した各装置において安定的に肥大生長を捉えることが可

能であった。供試塊茎の生長に個体差があること，また，

計iJlJJ期間が一致していないことから，必ずしも一定の生

長パターンは示されていないが，肥大生長の旺盛な時期
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から停止にかけての推移を捉えることができ，今後の

データ蓄積により収穫適期の判定等に利用できると考え

られた。

周園長計測方式で，高精度な計測を行うためには，

と接触するワイヤが円滑に動くことが重要である。嶋津

ら (2010b)は， 1点計測方式により，パレイショ塊茎が

日々膨張と収縮を規制的に繰り返しながら生長していく

過恕を捉えている。しかし，本試験においては，日々の

収縮を明瞭に捉えるには宝らなかった。 この原因は

点計測方式におけるセンサと土との接触長に比べ，周囲

長計担IJ方式では，ワイヤと土との接触長が長く，摩擦抵

抗により収縮時のワイヤの戻りが小さくなったことなど

が考えられたが，詳細な検証が必要である。

表 2に各装置による計測結果をまとめた。表 2から，

試作した 3種とも実測生長量よりも計測生長量の値が小
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園 8 周関長計iJtIJ方式による塊茎肥大計測結巣

Fig. 8 Results of circumfer巴nce length of potato 

tuber during growth using the circumference 

measur巴mentmethod 

さかった。この原因は，ワイヤがパレイショ塊茎に食い

込んだためと推測された。特に， ワイヤ張力の大きい 1

号機では，罰 9に示すように食込みが強く，実測生長量

から計測生長量を号iいた計決IJ誤差を実担IJ生長量で除した

誤差率は， 10.7%と最も大きくなった。 2，3号機の誤差

率は，伺れも 5%未満であった。ワイヤ張力による著し

い生育阻害は見られなかったものの，今後は計測の高精

度化を図るうえで，適正なワイヤ張力やワイヤ窪の検討

が重要である。
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表 2 計開結果

Table 2 Measurem巴ntvalue 

①実iJllj廃毘長(原始時)
②実瓜.IJ局間長(終了時)
③計測周殴!長(終了時)
③実泌生長量(②ー①)
⑤計測生長室(③ ①) 
⑥ili'i却l誤鐙(③⑤)絶対{霞
⑦誤差ネ (⑥/③x 100) 
⑧実測質;澄
⑨首十iJlIJ開始日
⑬計測終了日

図 9 ワイヤ痕の例(左 l号機，右 2号機)

Fig. 9 Mark of damages by wire 

[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[mm] 
[%] 

[g] 

また， 1号機， 2号機では，地中部のプラスチック保護

ケース内で結露が発生したが， 3号機には発生しなかっ

た。本装置の講造上，装置内部と地中を完全に遮断する

ことは困難なので，結露を防ぐためには 3号機のよう

に，変位計を含め主要部は地上に設置することが望まし

いと考えられた。

3. 今後の課題

開発した装霞の精度を検証するためには，実誤IJ値との

比較が必要であるが，今回の実誤.IJ回数は，計担IJの開始時

と終了時の 2回のみであった。この理由は，実測の際に

行う土の除去，塊茎の露出が生育に影響を及ぼす危険性

を考慮したためである。しかし，塊茎の把大特性を把揮

するには，より高頻度の実測が必要であり，今後，実測

の影響や実il'tIJ回数の限界を調査する必要がある。

本研究により，パレイショ塊茎の周囲長を計測できる

ことが示された。今後は，本装置を利用し，塊茎の肥大

生長に及ぼす環境の影響，地上部の生青と塊茎の把大生

長との関係性等に主眼をおき研究を進める。

IV 摘要

パレイショ塊茎の肥大生長量をリアルタイムに連続的

かっ非破壊的に計測する手法を検討し，以下の結果を得

た。

1)魂茎の藍径および周囲長から費量の推定を行う場合，

計測方向によってばらつきが異なった。ぱらつきの少な

いのは基部一頂部方向であり，塊茎質量との相関も

かっ fこ。

l号機 2 J号機 3号機

118.0 90.0 105.0 
133.0 97.0 132.0 
13l.4 96.7 131.1 
15.0 7.0 27.0 
13.4 6.7 26.1 

l.6 0.3 0.9 
10.7 4.1 3.3 
35.2 14.8 33.4 

2009. 7. 29 2010.3. 6 2010.3. 16 
2009.8.29 2010. 3. 15 2010. 4. 8 

2)塊茎に変位計のワイヤを巻き付け，塊茎の諺縮を電

圧に変換して記録する周囲長計測装置を開発した。

3)本装置にて，塊茎肥大の旺盛な時期から停止にかけ

て安定的に捉えることを実証し，その計測誤差率は塊茎

肥大停止期で 5%未満であった。

4)本装置による収穫適期の判定技術を開発できる可能

性がある O

References 

Eguchi、T・ー Kitano，M吋 Eguchi，丘町 1996.New system 0ぱfhyd出ro

poni比csfor growth analysis of sweet potato tuber. Bio苧

tronics. 25， 85-88. 

Gregory. L.， 1956. Some factors for tuberization in the potato 

plant. American Journal of Botany， 43. 281-288. 

入谷正樹， 2005.馬鈴しょ.水島俊一編，北海道の作物管理.北

海道協同通信社，札幌， 162-183. 

Johnson， R.， Dixon. M. A.， Lee， D. R..1992. Water relations of 

the tomato during fruit growth. Plant C巴11and Environ， 

ment. 15. 947-953. 

Kitano， M.， Hamakoga. M.. Yokomakura， F.. Eguchi.日..1996. 

Interactive dynamics of fruit and stem growth in tomato 

plants as affected by root water condition. Biotronics. 25. 

67-75 

Klepper. B.. Browning. V. Douglas. Taylor.H.M.. 1971. Stem 

diameter in relation to plant water status. Plant Physiol. 

48. 683-685. 

菜原 浩，蓬陳雄三，津野幸人，山田 !意. 2000.作物栽培の基

!謎.農村漁村文化協会，東京. 272-282. 

佐藤 俊. 1981気滋と地温の組合わせがパレイショの生育に及

lます影響. 日本作物学会誌， 50 (3). 267-275. 

I~鳥津光辰，柴田洋一，岸本正， Z長春峰，市橋沙菜， 2008. テ

ンサイ根部の精密計測手法に関する研究.農業機械学会誌，

70 (6). 97-104. 

嶋津光辰，柴田洋一，片岡 崇，陣本博史，柴山敦{壬， 2010a.テ

ンサイ根茎計i服装畿の開発研究.農業機械学会誌， 72 (2)， 

177-184. 

嶋津光辰，柴田洋一，荒木宏通，片岡 崇，関本博史， 2010b ノぐ

レイショ塊茎の肥大計測，農業機械学会北海道支部会報，

50， 13-18. 

下野勝EB，2001.北海道の作物品種ハンドブック.北海道協同組

合通信社，札幌， 44-59 

(受付:2011年 2月8日・受理:2011年 9月 14臼・

質問期限:2012年 1J'l 31日〕

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

