
パルス発信式流量計を組み込んだ流量制御点滴灌水施肥装置の開発
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施設栽培における点滴灌水施肥に用いる、低コストで精度の高い点滴灌水施肥装置摘要：

を作製し、その精度とトマト－メロン栽培での実用性を検討した。装置は、パルス発信式

流量計、電子カウンタ、２系統24時間タイマー等を使用した流量制御方式であり灌水の精

度は、７日間で変動係数が0.17％と極めて正確であった。トマト－メロン栽培では、慣行

のタイマー灌水に比べ収量品質の向上がみられ、タイマー制御方式の点滴灌水装置に比べ

操作が簡易であった。また、農家のアンケート調査では、装置がコンパクトであるため設

置面積を取らず、操作が簡単であるとともに安価であることが高く評価された。

点滴灌水施肥栽培、流量制御、灌水量キーワード：

Development of Flow Control Device for Drip-fertigation that Incorporated
the Flow Meter that Transmits the Pulse

KAWAI Jin and SUGANUMA Kenji

We make the high drip-fertigation-device of accuracy with a low cost andAbstract：

examined the accuracy and practicality of the device with tomato and melon
cultivation. This device is the flow control that incorporated pulse transmission flow
meter and counters and 2 ch-time switch. The fluctuation coefficient for 7 days is 0.17%
and the accuracy of the device was very exact. With tomato and melon cultivation, the
yield and quality became better in comparison with the irrigation by a conventional time
control. Operation was easier in comparison with the time control device for
drip-fertigation. In the result of the questionnaire survey that went to the farmer where
used this device, it was estimated that it is cheap that the operation is easy and can use
anyone, without taking the place because the device is compact.
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緒 言

施設栽培において高性能のディスクフィルターや大容

量のサンドフィルター１）が普及し、浮遊物質（SS）を効

率的に除去できるようになった。これにより精度の高い

点滴灌水チューブ２）を目詰まりなく長期に利用できるよ

うになってきたことから、点滴灌水施肥栽培（養液土耕

栽培）の実用性が高まり、近年導入する農家が増えてき

ている。

しかし、現在導入されている点滴灌水施肥装置は、流

量をコントロールする制御器の多くにマイクロコンピュ

ーターを利用しているため、装置に慣れるのに時間を要

し、農家の中でも使える人が限られてしまっている。ま

た、装置の設置に広い面積が必要であること、施設が数

か所に分かれている場合は、面積当たりの価格が高くな

るなどの問題がある。

そこで、操作が簡単で、価格が安く、機械の設置に広

い場所を必要としない、精度の高いパルス発信式流量計

を組み込んだ流量制御点滴灌水施肥装置を設計・試作し、

その実用性を確認したので報告する。

材料及び方法

試験１ 流量制御点滴灌水施肥装置の試作

市販されているフィルター、減圧弁、パルス発信式流

量計、電磁弁、液肥混入機、２系統24時間タイマー、電

子カウンタ及び制御用リレーを用いて、操作が簡単で安

価に自作できる流量制御方式の点滴灌水施肥装置を2000

年に設計・試作した。

試験２ 制御方式の違いと試作装置の灌水精度

試作装置の灌水精度についてメロン栽培温室の中で調

査した。点滴灌水チューブにエデンＡ（口径:φ17 mm、

流量:1.6 L/h/ドリップ、ドリップ間隔:20 cm）を用い

た試作の流量制御点滴灌水施肥装置（以下流量制御点滴

装置）、同じ灌水チューブを用いたタイマー制御方式に

よる点滴灌水施肥装置（スプリンクラーシンカー（サン

ホープ株式会社））（以下点滴タイマー制御装置）及び

対照として慣行栽培方式である散水チューブ（エバーフ

ローＳ型）を用いたタイマー灌水装置（オートレインタ

イムスイッチ（スナオ電気株式会社））（以下、慣行タ

イマー装置）について比較検討した。試験日は晴天日が

続いた2000年７月９日から同年７月16日までの７日間行

い、灌水量及び回数は流量制御点滴装置及び点滴タイマ

ー制御装置では、１回当たり48 Lに設定し１日５回、慣

行タイマー装置では散水チューブによる灌水ムラを防ぐ

ために240 Lを１日１回とした。

試験規模は、１区を17 mの長さの畝を３畝とした130

㎡の１区制で行った。

灌水量の調査は、すべての灌水が終了した夕方に装置

の元に付けた流量計の数値を読んで行った。

試験３ トマト栽培における流量制御点滴装置の実用性

流量制御点滴装置の実用性について検討するため、各

装置を用いてトマトの促成栽培を行い比較検討した。

試験区として、試作した流量制御点滴装置区、点滴タ

イマー制御装置区及び慣行タイマー装置区を設定した。

なお、灌水チューブの組合せは試験１と同じとした。

桃太郎ヨーク（タキイ種苗）を2000年８月30日には種

し、９月７日に9 cmの黒ポリポットに鉢上げした。９月

28日に畝幅200 cm、株間40 cm、条間40 cmの２条で定植

し、12月７日に６段で摘心した。流量制御点滴装置区と

点滴タイマー制御装置区の窒素施用は、朝８時と10時に

生育ステージ別に尿素を用いて表１の濃度の給液を株当

たり0.2 L 行った。灌水は13時に株当たり0.2 L 行い、

雨天や曇天日は13時の灌水を行わなかった。流量制御点

滴装置区と点滴タイマー制御装置区の灌水量は、すべて

同量に設定した。また、流量制御点滴装置区と点滴タイ

マー制御装置区は定植直後から装置を用いて点滴灌水を

行った。慣行タイマー装置区はロング肥料（140日タイ

プ14-12-14）を用いて元肥施用のみで行い、灌水は２日

間隔で１回に株当たり1.8 L 行った。定植後の灌水は１

週間は手灌水を行い、以後はタイマーで灌水を制御した。

試験区は、35 ㎡の１畝を１区とし80株を植え付けた。

畝の中から生育がそろっている２か所のそれぞれ10株に

ついて、生育状況並びに収量及び品質を調査した。

試験４ 温室メロン栽培における流量制御点滴装置の実

用性

試験３と同じく流量制御点滴装置の実用性について検

討するため、各装置を用いて温室メロンの栽培を行い比

較検討した。試験区の設定は、試験３と同じとした。

夏系15号（豊橋種苗）を2001年４月26日には種し、５

月16日に畝幅200 cm、株間40 cm、条間40 cmの２条植え

表１ 点滴灌水施肥法によるトマト促成栽培におけるステージ別窒素日施肥量と施用窒素濃度

制御 窒素日施用量／ 第3花房 第3花房 第5花房 収穫 収穫 収穫 総窒素

方法 窒素施用濃度 定植～ 開花 ～ 着果 ～ 着果 ～ 初期 ～ 中期 ～ 終了 施用量

流量制御 日施用量(g/株･日) 0.04 0.10 0.20 0.20 0.15 0.05 8.3

点滴装置区 施用濃度(mg/L) 100 250 500 500 375 125

点滴タイマー 日施用量(g/株･日) 0.04 0.10 0.20 0.20 0.15 0.05 8.3

制御装置区 施用濃度(mg/L) 100 250 500 500 375 125

タイマー制御慣行区 （ロング424(140日) 14-12-14 を全量基肥で施用） 10.4

りん酸（腐植りん:P15）と加里（ケイ酸加里特号:K20）は元肥として施用
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表２ 点滴灌水施肥法による温室メロン栽培におけるステージ別窒素日施肥量と施用窒素濃度

窒素日施用量／ 1次肥大 収穫 総窒素

制御方法 窒素施用濃度 定植～10日 ～摘果 ～ 終了 ～1週間前～収穫 施用量

流量制御 日施用量(g/株･日) 0.01 0.06 0.02 0.01 0 2.00

点滴装置区 施用濃度(mg/L) 33 200 66 33 0

点滴タイマー 日施用量(g/株･日) 0.01 0.06 0.02 0.01 0 2.00

制御装置区 施用濃度(mg/L) 33 200 66 33 0

タイマー制御慣行区 （有機ペレット 8-4-5 を全量基肥で施用） 4.50

りん酸（腐植りん:P15）と加里（ケイ酸加里特号:K20）は元肥として施用

で定植した。交配を６月10日から14日に行い、８月６日

に収穫した。流量制御点滴装置区と点滴タイマー制御装

置区の窒素施用は、朝６時に生育ステージ別に尿素を用

いて表２の濃度の給液を株当たり0.3 L 行った。灌水は

８時、10時、12時、14時の４回を基本として株当たり0.

3 L 行い生育や天候によって変化させた。流量制御点滴

装置区と点滴タイマー制御装置区の灌水量はすべて同量

に設定した。また、流量制御点滴装置区と点滴タイマー

制御装置区は定植直後から装置を用いた点滴灌水を行っ

た。慣行タイマー装置区は有機ペレット（8-4-5）を用

いた全量基肥のみの肥料で栽培した。慣行タイマー装置

区の灌水は１日１回９時に生育に合わせて行い、果実肥

大期には株当たり1.6 L 行った。定植直後の灌水は１週

間は手灌水で行い、以後はタイマーで灌水を制御した。

試験区は、35 ㎡の１畝を１区とし80株を植え付けた。

畝の中から生育がそろっている２か所のそれぞれ10株に

ついて、生育状況並びに収量及び品質を調査した。

試験５ 農家ほ場での試用事例と問題点

流量制御点滴装置を導入した６戸の農家に対して装置

の操作性等に関するアンケート調査を行った。

試験結果

試験１ 流量制御方式点滴灌水施肥装置の試作

10 aの施設で点滴灌水チューブ（エデンA 17-1.6)を

使用するときの装置として、表３のような部品を図１の

ように組み合わせることによって、図２のような装置を

試作した。吐出量0.13 L/minの点滴灌水チューブを用い

た時の10 a当たりトマト又はメロンを2400株定植した時

の灌水量は、62.4 L/minとなるため配管に使用する主管

径は25 mmとした。使用する部品も最大流量が62.4 L/

minを超えるものを選定した。

流量の制御はパルス発信式流量計からのパルスを電子

カウンタで読み設定水量に達したら電磁弁を閉めること

によって行った。

フィルターは点滴チューブの目詰まりを防止するため

に必要であり、使用する水源の水質や必要な流量に合わ

せた機種を選定する必要がある。丈夫で洗浄も簡単なデ

ィスクフィルターでフィルターのサイズは、＃80を使用

し、最大流量は100 L/minの容量のものを使用した。

点滴チューブからの吐出量の均一性を確保するため、

水圧を確認する圧力計が必要である。圧力計は、使用水

圧（0.4～3.5 kg/cm２等）の範囲をモニターできる密閉

Ａ型60×7Ｋ（計測範囲0～7 kg/cm２）などの機種を使用

した。

農業用水は地域や時間帯によって水量（流量）や水圧

の変動がみられることから、液肥混入機は水量や水圧が

変化しても水力で常に一定の希釈率を保つことのできる

無電源流量比例混入式（倍率50～500倍程度）の機種

（ドサトロン DR-8、口径30 mm、最大流量133.3 L/min

など）を使用した。

制御盤の電圧は２心線で配線が行いやすく安全な100V

とした。液肥と灌水の開始時刻と回数の設定を行うため

に、抵抗負荷容量が10Aの２系統24時間タイマー（2CH A

UTO RAIN スナオ電気など）を用いた。

液肥と灌水の量を設定するために、電子カウンタ（松

下電工：LC4HW-R6-AC240Vなど）を２台使用した。

パルス発信式流量計は無電源の羽根車方式（ＬＮ25Ｒ

Ｃ（Ｂ）25Ａなど）で、1 L 流れると１パルスを発信す

る機種を使用した。

液肥と水の流れを制御するために電磁弁（GSV25Ａな

ど）を２台使用した。

水源の圧が点滴チューブの使用水圧を超える場合に減

圧するため、水圧を調整できる減圧弁（ＲＤ－26など）

を使用した。

試作装置の特徴は、液肥と灌水の開始時刻、量及び回

数を分けて設定することができることである。具体的に

表３ 流量制御点滴装置の部品

品 名 規 格 個数

ディスクストレーナー AR-311 １個
圧力計 密閉A型60×7K １個
液肥混入機 ドサトロンDR-8 １台
パルス発信式流量計 LN-25RC １台
電磁弁 GSV25A ２個
減圧弁 RD-26 １個
ボールバルブ Z-400 １個
逆止弁 15A １個

点滴灌水制御盤
リレー HC4-H-AC100V ６個
2系統24時間タイマー TB262201 １個
安全ブレーカー HB-1E 6A １個
電子カウンター LC4H8-R4-AC240V ２個
パイロットランプ 100V ３個
プラボックス １個
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①ストレーナー、②減圧弁、③圧力計
④パルス発信式流量計、⑤流量比例液肥混入機
⑥液肥タンク、⑦電磁弁、⑧制御板、⑨点滴チューブ

図１ 流量制御点滴施肥装置の接続模式図

（左：装置全体、右：制御盤内部）

図２ 流量制御点滴施肥装置

（上：制御盤内部、下：装置の設置状況）

は、24時間タイマーで任意に設定された時刻に電磁弁が

開き、液肥や水の量が施用され、その量が設定された量

に達すると電磁弁が閉まり、１回の施肥や灌水を終了す

る。

操作法は、①制御盤前面の２台の電子カウンタにそれ

ぞれ１回当たりに施用したい液肥又は水の量を設定する。

②制御盤内の24時間タイマーに、液肥と灌水を設定する

２種類の異なる色の端子をそれぞれ施用したい時刻にセ

ットする。③液肥混入機の希釈倍率を設定するという３

段階で極めて簡便である。

装置は、制御盤と液肥混入機を合わせて40 cm×20 cm

の広さがあれば設置可能である。なお、この装置の製作

河合・菅沼：パルス発信式流量計を組み込んだ流量制御点滴灌水施肥装置の開発
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に要する部品代は約27万円であった。

試験２ 制御方式の違いと灌水精度

温室メロン栽培中の、７日間の制御方式の違いによる

灌水量を表４に示した。灌水量の平均は、慣行タイマー

装置区が他の区よりやや多かった。また、灌水の変動係

数は、流量制御点滴装置区が他の区に比べて極めて小さ

かった。

試験３ トマト栽培における流量制御点滴装置の実用性

灌水施肥装置の違いによるトマトの茎葉の形状につい

て表５に示した。茎径は、点滴タイマー制御装置区がや

や太く、流量制御点滴装置区と慣行タイマー装置区はほ

表４ 制御方式と灌水精度

灌 水 量 変動
制御方式

最小 最大 平均 係数

L/日 L/日 L/日 ％
流量制御点滴装置区 240 241 240 0.17
点滴タイマー制御装置区 238 246 242 1.19
慣行タイマー装置区 240 260 252 2.75

ぼ同等であった。茎重は点滴タイマー制御装置区が最も

重く、次いで流量制御点滴装置区、慣行タイマー装置区

の順であった。葉の大きさに差はなかった。

収量と果実品質について表６に示した。平均収量（重

量）、平均果重、良果率及び平均糖度のすべてについて、

慣行タイマー装置区は他の区に比べて劣っていた。

試験４ 温室メロン栽培における流量制御点滴装置の実

用性

灌水施肥装置の違いによる温室メロンの茎葉の形状に

ついて表７に示した。生育は開花期・果実肥大期とも区

による差は少なかった。試験打切り時の茎長、茎径はい

ずれも点滴タイマー制御装置区が太く、茎重は点滴タイ

マー制御装置区が最も重く、次いで慣行タイマー装置区、

流量制御点滴装置区の順であった。

収穫果の形状及び品質について表８に示した。平均果

重は、流量制御点滴装置区及び点滴タイマー制御装置区

が1800 gを超えたが、慣行タイマー装置区は1582 gであ

った。果径比は、流量制御点滴装置区と点滴タイマー制

御装置区が1.02と1.03で、やや縦長であったが、慣行タ

表５ 制御方式の違いとトマトの茎葉の形状

茎 径２) 葉の大きさ３)

試 験 区 茎長１) 茎重
１段 ２段 ３段 ４段 ５段 ６段 葉長 葉幅

cm mm mm mm mm mm mm g cm cm
流量制御点滴装置区 171 12.7 11.9 11.3 10.0 9.3 10.8 243 45 46
点滴タイマー制御装置区 170 12.2 13.2 11.8 11.7 11.1 13.1 265 44 47
慣行タイマー装置区 172 12.0 12.2 12.0 10.3 9.6 9.7 209 44 46

注 1)６段花房直上まで、2)果房直上の茎の太さ、3)５段花房直上の葉の大きさ

表６ 制御方式の違いとトマトの収量及び品質 表７ 制御方式の違いと温室メロンの茎葉の形状

収量/10株１) 平均 良 果 平均 茎 径 天葉の大きさ
制御方式 制御方式1 茎長 茎重

個数 重量 果重 果重 率 糖度２) 12節 24節 葉長 葉幅

個 kg g g ％ ％ g cm cm cm cm g
流量制御 流量制御216 30.0 139 145 86.0 6.0 171 11.2 8.0 28 30 194
点滴装置区 点滴装置区

点滴タイマー 点滴タイマー212 29.3 138 146 89.5 6.1 179 12.6 10.1 29 30 234
制御装置区 制御装置区

慣行タイマー 慣行タイマー214 26.1 122 138 70.9 5.1 169 12.1 9.7 27 28 212
装置区 装置区

注 1)２区の平均収量、2)２月９日調査、10果の平均糖度 試験打切り時調査

表８ 制御方式の違いと温室メロンの収穫果の形状及び品質

一果 果肉厚 平均
制御方式 果高 果径 果径比２)

重１) 赤道 果頂 糖度３)

g cm cm cm cm ％
流量制御点滴装置区 1827 15.5 15.2 1.02 4.2 2.5 15.1
点滴タイマー制御装置区 1800 15.5 15.0 1.03 4.0 2.8 14.5
慣行タイマー装置区 1582 14.3 14.6 0.98 4.2 2.7 14.5

注 1)20果の平均、2)果高/果径、3)10果の平均糖度

表９ アンケート調査結果

作目 栽培面積 導入比率
１)

流量制御点滴装置についての意見

Ａ農家 トマト 40a 100 ①設定変更が簡単 ②設置場所が少ない ③装置のｺｽﾄが安い
Ｂ農家 トマト 30a 30 ①装置のｺｽﾄが安い ②設置場所が少ない
Ｃ農家 トマト 50a 60 ①設定変更が簡単 ②装置のｺｽﾄが安い
Ｄ農家 アオジソ 30a 30 ①設置場所が少ない ②操作が簡単 ③設定の確認が簡単
Ｅ農家 アオジソ 40a 50 ①操作が簡単 ②設置場所が少ない ③系統が少ない
Ｆ農家 アオジソ 60a 30 ①設置場所が少ない ②操作が簡単 ③誰でも使える

注 1)本流量制御点滴装置の導入面積割合
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イマー装置区は0.98とやや扁平であった。糖度は、流量

制御点滴装置区が最も高かった。

試験５ 農家ほ場での試用事例と問題点

栽培期間中の操作性等についてのアンケート調査結果

を表９に示した。トマト栽培農家３戸では、設定変更が

簡単とする意見が多く、アオジソ栽培農家３戸では装置

の設置面積が小さいとする意見が多かった。

考 察

点滴灌水施肥栽培に用いられている灌水施肥装置は、

制御の方法によって流量制御方式とタイマー制御方式に

分けられる。流量制御方式は、複数の施設の施肥灌水量

を流量で直接設定管理するため、コンピューターや専用

の制御装置での操作が必要であるなど、現状の装置は複

雑で高価なものが多い。タイマー制御方式は独立した施

設で使用されることが多く、施肥灌水量を時間で設定す

る間接管理のため、装置は比較的単純で安価である３）。

しかし、タイマー制御方式は灌水量を時間で設定するた

め、水圧の変動による灌水精度の低下が起きやすい。ま

た、温室メロン栽培のように、天候や生育ステージに合

わせて灌水量や液肥濃度設定が煩雑である。

今回、タイマー制御方式の灌水施肥装置より精度の高

い装置を安価に作ることを目標として、パルス発信式流

量計と電子カウンタを用いた流量制御点滴装置を開発し

た。試験結果からも本流量制御点滴装置は、点滴タイマ

ー制御装置に比べ１日当たりの灌水量の変動係数が10分

の１と小さく、本流量制御点滴装置の灌水精度が十分に

高いことが確認された。タイマー制御方式が灌水量を時

間に換算しタイマーを設定する必要があるなど煩雑なの

に比べて、本装置は電子カウンタに灌水量を入力するだ

けであり簡単である。

市販の点滴灌水施肥装置は、液肥の混入に電動式のポ

ンプを用いているものが多く、液肥混入後ミキシングラ

インを必要とするなど大型化する原因となっている。本

装置では無電源の流量比例液肥混入機を用いているため、

装置の小型化を図ることができた。

伊藤４）のスプレーギクによるコスト試算によれば、

270万円程度の装置の導入は、施設面積15 a 以上の場合

に適切であるとしている。本装置は1/10のコストで導入

が可能であることから、コスト低減に貢献するものと思

われる。

促成トマト栽培において、長岡ら５）や荒木ら６）は養液

土耕栽培の試験で、慣行栽培よりも糖度の向上と増収が

可能であることを報告している。今回の試験でも流量制

御点滴装置と点滴タイマー制御装置を用いた点滴灌水施

肥栽培は、慣行タイマー装置を用いた慣行栽培に比べ糖

度の向上と収量の増加がみられた。また、８月収穫の温

室メロン栽培において、川嶋ら７）が養液土耕栽培の特徴

を生かした少量多回数灌水により、果実肥大と糖度の向

上を報告している。今回の試験でも流量制御点滴装置を

用いた場合、慣行タイマー装置を用いた慣行栽培に比べ

果実重及び糖度が向上した。一方、点滴タイマー制御装

置を流量制御点滴装置を用いた場合は、果実重は増加し

たが糖度の向上はみられなかった。これは、点滴タイマ

ー制御装置区では天候や生育ステージに合わせたタイマ

ーの調整に手間がかかり、灌水の時期や量に誤差を生じ

た結果ではないかと思われる。

本装置を導入した施設栽培農家のアンケート調査では、

使いやすく、装置の設置に大きな場所を必要としないと

いう点が評価された。特に、灌水量と灌水開始時刻の設

定及び灌水の取り消し操作が簡単であることが高く評価

された。しかし、アオジソ栽培のように、棟ごとに栽培

時期を変えている施設では、系統数が足りないとの指摘

があった。

本装置は、電磁弁と電子カウンタを増設することによ

り、系統数の増設が可能である。また、24時間タイマー、

電磁弁及び電子カウンタを直流12 V又は24 V駆動のタイ

プに代えることにより、水源さえあれば電灯線のない施

設での流量制御点滴灌水施肥栽培が可能である。

以上のことから本流量制御点滴灌水施肥装置は、低コ

ストで精度が高く操作が簡単なことから施設栽培に有効

な装置であると思われる。
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