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　世界の淡水利用の 7割を占める農業用水の利用効率改善は、水不足と食料不足が
危
き

惧
ぐ

されている今日、地球規模の緊急な社会的課題となっています。水資源の偏在や
環境保全への配慮、および乾燥地などにおける有効な水利用を考えますと、ダム建設
や灌

かん

漑
がい

施設のような供給力の強化のみでなく、作物に必要な水を適切に供給する需要
対応型の節水農業が期待されます。
　そこで本研究課題では、乾燥地で利用可能な高効率水利用の節水農業技術の開発を
試みました。開発した基礎技術は、作物の吸水に対応して微少な毛管給水ができる節
水地中灌漑システム、植物工場稼働のための省エネルギー水利用システム、そして高
効率な水管理システムによる節水栽培技術です。
　応用場面を想定すると、次のような姿になります。少量の水を毛管給水して湿った
土壌領域をつくります。周囲は乾燥しています。そこに作物を育てます。根域のみを
湿らすように作物の吸い取った水量に応じて、給水を続けます。音波振動を使って土
中の湿った領域を観測し、給水に無駄のないように管理します。また、音波振動を使っ
て茎葉部の水ストレスを検知し、給水の程度を管理します。温室は、作物生育に効率
のよい温度・湿度の管理がなされ、バイオ資源を利用した使用水や汚染水の浄化と水
循環が実現されます。このような温室が複数無駄なく管理され、水の供給が困難な地
域でも食料生産が行われます。
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空中放射音波による茎葉振動計測と
植物水ストレス

　空中放射音波※1を用いた葉や茎の振動計測により、非接触・非破壊的
に育成中の植物健康状態に関する情報が得られることを、世界で初めて明
らかにしました。

　水資源の少ない極限状態を想定した節水農

業技術の開発にとっては、給水量を少なくして

いった場合の植物の健康状態を迅速に判定す

る技術が特に重要になります。従来は、篤農

家などの卓越した経験者の目視や接触による判

断に依存し、最終的には植物の葉や根圏土壌

を切り取って観測判定する破壊的検査によっ

て、植物の状態を確認していました。破壊的

検査には分量にも迅速性にも限界があります。

　そこで、我々は超節水精密農業を実現する

基盤技術の一つとして、植物の健康状態を非

破壊的に検査できる手法の検討に乗り出した

のです。当初は植物の健康状態を葉の色や温

度で調べることを試みましたが、水ストレス

に対する反応を適切に評価することができま

せんでした。さらに、顕微鏡を使った葉の気

孔の開閉も検討しましたが、結局破壊的にし

か調べることはできませんでした。そのため

なかなか良い結果が出せずに苦しんでいまし

たが、切り取った葉をいろいろと調べている

うちに、葉の共振周波数※2が葉の質量（水

分）と密接な相関関係にあることが分かりま

した。葉の共振周波数は葉の大きさにもより

ますが、10Hz 以下と非常に低い周波数であ

るために通常の音源では振動を起こすことは

図2　葉と茎の振動計測による植物健康状態の非接触・非破壊評価
右が実験セットアップで、葉の上面に向けて超音波音源とレーザ変位計が配置されている。左は共振周波数の測定結果で、青線が常時灌水したもの、赤線が灌水しなかったもの
（しおれ時にのみ灌水）を示す。

困難でしたが、非接触音響探査用に使用して

いた超音波音源を用いれば容易に低周波を発

生させられることが判明し、長期間自動計測

が可能となったのです。

　この非破壊検査法（図2右）により、小松菜を
用いていくつかの興味ある現象を確認しました。

　個葉のみ振動するように植物体を支持した

場合、断水とともに若葉の共振周波数は質量

減少に比例して急速に低下し、しおれ具合も

すぐに観察できました。それに比べて、老齢

の葉では共振周波数の低下としおれ具合も比

較的緩慢でした。給水を開始すると質量増加

に比例して共振周波数が高くなり、葉がピン

となりました。乾燥プロセスと吸水プロセス

の共振周波数の変化にヒステリシス（履歴現

象）※3はありませんでした。

　自然状態で葉だけでなく茎まで振動すると、

様相が異なります（図2左）。常時灌水の場
合、葉と茎の共振周波数は昼夜の日周期をも

ちながら徐々に低くなることを観測しまし

た。一方、しおれ時のみ灌水の場合、灌水を

停止すると、日周期の変化が小さくなり、か

つ、共振周波数が高くなりました。明瞭にし

おれを確認したところで灌水しますと、日周

期の変化が回復するようになります。葉の成
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表紙：左写真：ファイトトロン植物培養ガラス温室。右写真：超節水条件で実ったトマト。

図1　研究の全体像

長に伴って質量も増えますから、共振周波数

が低くなることは容易に予想できます。また、

昼間の共振周波数が高いのは葉の質量が小さ

くなるからで、蒸散により水分が少なくなる

ことを観測しています。

　葉と茎の共振周波数の変動が日周期および

長期変化をもつことは、植物の生育状態を非

破壊的に検査することに貢献可能です。節水

栽培を目指して、灌水量や灌水のタイミング

を判断するときの重要な参考指標になると考

えています。光合成活性などの植物生理との

詳細な関係の解明が期待されるところです。

　実際場面での利用を考えますと、計測装置

としては、超音波音源とレーザ変位計が必要に

なります。計測アルゴリズムや計算方法を工夫

すれば、振動源としては小型の扇風機、また変

位計測にはウエブカメラ、という簡単な組み合わ

せでも実現できるのではないかと思っています。

※1 空中放射音波…音波振動を用いた計測は、空気中のみなら
ず水中や固体中でも行われる。ここでは、空気中に放射さ
れた音波により非接触計測を行っていることを明示するた
めに、あえて空中放射音波という用語を用いている。

※2 共振周波数…物体がもつ振動しやすい周波数のこと。こ
こでは葉に音波をあてて自然に振動させているが、葉そ
のものよりも主に茎による共振振動が支配的である。

※3 ヒステリシス（履歴現象）…例えば、物体に外力を加えひ
ずませると、外力を取り去ってもひずみが残ることがあ
る。このように、周囲の状態が元に戻っても、物体の状
態は完全には復元せず、その状態に至る前の状態（履歴）
に依存してしまう現象をいう。
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音波振動の伝搬音速計測による
地中水分の分布の可視化

　非破壊検査用の音響探査技術を応用して、地中を伝わる音波振動の伝搬音
速計測により、非破壊的に育成中の植物の根の周りの地中水分分布を「見え
る化」することができました。

　節水精密農業技術の中心課題は、植物根域

で吸収利用される水の量に対応して局所的に

毛管現象を利用した灌水を実現することで

す。それには根域に存在する水の分布を知る

必要があります。周囲の土壌は乾燥していて

も、植物の根が存在する領域にのみ水が供給

されれば、節水栽培が可能になるからです。

このため、音波の伝搬計測による地中水分分

布の「見える化」を実現しました。

　音響振動の伝搬速度は、伝播媒体の組成や

密度により変化します。例えば、大気中で

はおよそ 340m/s ですし、水中ではおよそ

1500m/s です。実際には、測定したい部分

をはさんで音響振動源と振動センサを配置す

ることで音響伝搬速度を測定します。その伝

搬音速の変化から水分分布を推定できます。

通常、植物の根系近傍の水分分布を知りたい

場合、多数の水分センサを配置する必要があ

ります。定置観測になるからです。

図3　音波振動による根域土壌の水分分布の可視化および体積含水率と伝搬音速の関係
上段：音波振動を用いた砂層における水分分布の可視化例。
下段：小松菜栽培中の培養土における体積含水率と伝搬音速の計測結果例。

　図3上左のように音響振動源と振動センサ
を複数配置して、地中の二次元的な水分分布

を観測しました。粒径の揃った海岸砂を用い、

砂槽上部より給水して砂槽側面に多数配置し

た音響窓（砂がこぼれないようにラップでカ

バー）の振動をスキャニング振動計（SLDV）

により計測しました。音響振動源には平面ス

ピーカを用いました。観測結果からは、見事

に水分分布の時間変化を伝搬音速の変化とし

て「見える化」ができました（図3上右）。
　小松菜を栽培中の根系近傍土中における伝

搬音速の変化も計測してみました。植物の根

が吸水する様子を観測するため、透明な小型

のプラスチック容器内で小松菜を育成しま

した。小型の超磁
じ

歪
わい

振動子※4を振動源に用

い、プラスチック容器の側面に配置した音響

窓（培養土がこぼれないように薄いフィルム

でカバー）の振動をスキャニング振動計で数

点計測しました（図3下左）。その結果、培
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省エネ環境制御モデルによる
高湿度・高生産性栽培

　中高温用の高潜熱蓄熱材による夜間エネルギーの蓄熱、太陽熱による吸
収冷凍除湿機、水分ロス最小かつ低消費エネルギーの空調システムなどを
統合して、高湿度条件の節水栽培の環境管理法を構築しました。

　乾燥地特有の熱環境を念頭においた省エネ

ルギー型の節水施設の設計を行いました。

　熱の蓄熱材の選定では、物質の相変化によ

る潜熱利用方式を利用した中高温範囲の高潜

熱蓄熱材を用いることで、氷蓄熱のような夜

間追加エネルギーの投入の必要がなく、蓄熱

媒体の熱エネルギーが蓄熱できることを目指し

ました。また、太陽熱を利用できる吸収冷凍

機の機能を応用してエネルギー低消費の除湿

機を開発し、冷凍機内に温室内空気を送風さ

せることで除湿と冷却を可能にしました。

　次に、節水施設内の熱・水収支に基づいた

ダイナミックシミュレーターを構成し、その

ソフトウェアで計算された結果を施設の効率

的運用や最適運転の解析ツールに利用するこ

とで、施設内の水分ロスを最小にし、かつ消

費エネルギーを低減させる空調システムの設

計を行いました。評価関数として消費電力量

と損失水分量を一元化した新たな関数を導入

することで、施設内の温度と相対湿度を作物

の適切育成環境に合わせた各種空調システム

の最適設定の実現を目指しました。また、研

究協力機関における栽培試験準備を実施し、

節水温室内での節水精密農業の模型実験を行

いました。

　閉鎖型環境管理条件下における栽培特性解

析のため、比較的大きな温室内に小規模のビ

ニール温室を数台配置し、ミスト発生装置、

ヒートポンプ（ファンコイルなど）、側窓自

動制御、天井カーテン制御などの設備の設置、

節水条件で、安定した高湿度環境を実現しま

した。実測データに基づき、目的とする栽培

環境を再現するダイナミックシミュレーター

を構築し、栽培試験計画を提案しました。

　高湿度空調条件のキュウリ栽培では収量最

大の相対湿度が存在し、通常栽培に比べて

30％収量増の実績を得ました（図4）。具体
的には、小規模のビニール温室内にて、平均

気温 26.5℃、および平均相対湿度（74.5%、

86.0％、97.8％）で 10 日間の栽培試験の

結果、乾物収量（平均相対湿度）は 4.59g

（74.5％）、6.02g（86.0％）、5.40g（97.8％）

となりました。特に平均相対湿度 86.0％での

収量は、通常栽培の相対湿度（70～80％）

である平均相対湿度74.5％での収量に比べ、

31.2％増加しました。また、カビ等防止のた

めには適切な循環気流の提供が重要でした。

　上記栽培実験は、光合成プロセスのうちの

同化回路（カルビン・ベンソンサイクル）の

みを湿度環境などで直接刺激する戦略仮説が

効果のあることを示しました。同化回路では、

気孔から拡散吸収される二酸化炭素と、根か

ら吸収される水を原料にしてグルコースを合

成します。しかし気孔開度を大きくした結果、
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図4　省エネルギー型節水温室と高湿度空調条件におけるキュウリ栽培の結果

養土中に配置した水分センサの示す体積含水

率の変化と伝搬音速の変化に見事な同時性の

観測を実現しました（図3下右）。
　小松菜を栽培中に照明をオンオフすれば根

の吸水速度が変化します。また、植物の根の

繁茂状態により吸水速度が変化します。この

ような変化は、音速値の傾きの違いとして計

測できます。ビニール温室内の実用栽培に近

い簡易検証実験でも、照明のオンオフによる

吸水速度の変化を音速値の差として確認しま

した。

　根の吸水作用には、蒸散作用に伴う水ポテ

ンシャル※5差を利用した受動的吸水と、浸

透圧差を利用した能動的吸水のあることが確

認されています。本実験で観測された吸水速

度差は受動的吸水作用の変化であり、代表的

な植物生理現象のリアルタイム計測例として

特筆すべき成果です。

　上述のように地中の水分分布が伝搬音速の
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変化で「見える化」できれば、植

物の根の周辺に必要な水を適量だ

け送ることが可能になります。植

物の健康状態に合わせて、必要な

水だけを植物の根に送り届けるこ

とが可能となり、すなわち超節水

精密農業が実現できることになり

ます。温暖化による気候変動の影

響で、水不足が予想される中でこ

のような技術が実用化されれば、

極めて効率的な水利用が可能とな

ることが期待されます。

蒸散量が増えて乾燥すると開度は小さ

くなります。高湿度にすると蒸散量が

抑えられるので、気孔の高開度を維持

できます。また、高湿度を維持するこ

とは、潜熱の放散を抑制することにも

なります。本栽培提案は、光環境を

制御して電子伝達回路を刺激する従

来型の光合成活性化の考え方とは異

なります。

　提案したダイナミックシミュレー

ターを用いて、中高温範囲の物質の相

変化による潜熱利用方式の高潜熱蓄熱

材の利用は夜間のエネルギー投入の必

要がなく、また、太陽熱を利用した吸

収冷凍機能をもつ除湿機の開発はエネ

ルギーの大幅な削減のできることを予

測しました。これらの各要素技術を統

合させ、植物の吸水特性データと連動

する節水栽培管理システムとして、乾

燥地用植物工場向けの仕様設計が可能

となりました。

※4 超磁歪振動子…通常の磁歪素子に比べる
と、磁場の変化による材料のひずみの大
きさが100倍程度大きい超磁歪素子を用
いた振動子を超磁歪振動子と呼ぶ。電歪
素子に比べると低周波数の駆動時におい
て、小型で大きな変位を出せるという特
徴をもっている。

※5 水ポテンシャル…植物や土壌の水分保持
力を示す数値。単位はPa（パスカル）で、
水の化学ポテンシャル（J/mol）を水の部
分モル体積量（m3/mol）で割った熱力学
的ポテンシャルエネルギーと定義される。
水は水ポテンシャルが低い方に流れ、こ
のポテンシャル勾配は、根による吸収か
ら葉による蒸散に至る植物の水の流れの
原動力の一つである。
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作物吸水ニーズに対応した
地中毛管灌水システム

　作物吸水ニーズに応じた灌水制御を行うことで、極めて給水量の少ない
節水栽培技術を開発しました。節水栽培技術の限界を探るために、枯死寸
前まで給水量を絞った極限状態下で作物を栽培する観測実験を行いました。

　本研究が目指した超節水型の精密農業技術

は、作物が必要とする最小限度の水を適切、

的確に与えることで、水の利用効率を最大限

化するものです。作物の吸水ニーズを知るた

めに、地中毛管灌水方式を用いて灌水タンク

の微小な水位変化を精密に計測しました。微

小な水位変化が植物吸水量を示します。また、

水位変化に対応してタンクに加水すると、自

動的に灌水が行われます。すなわち、灌水タ

ンクの水圧と根域の水圧の毛管現象を通じた

釣り合いを利用した灌水方式なのです。

　次いで、地中灌水方式のシミュレーション

モデルを作成し、最適な給配水アルゴリズム

を作成しました。このアルゴリズムにおける

制御パラメータを求めるため、実験温室設備

内（ファイトトロン）にて大玉トマトの栽培

実験を行いました。本実験において、地中毛

管灌水方式は、表面灌水法に比べて給水量

10％を実現しました。また、イスラエルな

どの既存の効率的な温室節水栽培に比べて

30％の給水量であっても、既存農法と遜色

のない糖度 9度の果実が得られたことを確

認しました。節水レベルは、極めて高効率と

して知られているオランダの高度制御温室

と同等のものとなります。灌水量は地下水位

に相当する灌水タンクの水位制御で実現しま

した。

　さらに節水限界を知るための実験をした

ところ、通常灌水量の数パーセントである

１日あたり20mL の灌水にて枯死寸前でし

東京農工大学 
大学院農学研究院 
産学連携研究員

小平 正和
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研究成果

図6　栽培節水限界を知るための大玉トマト（桃太郎）の栽培実験
乾燥した土壌に大玉トマトの苗を植えて栽培実験を実施。ここでは、トマト苗の根の部分に限定的に水を与えることのできる
点滴型の地中灌水装置を設け、日々、トマトの成長状態を観察、確認しながら、手動で極めて少ない量の水を与える栽培方法
を試みた。このように給水量の少ない栽培方法では、トマトは枯死寸前のぎりぎりの状態で生きているが、開花し果実が得ら
れている。上記のグラフは、トマト苗の種まき（播種）から果実が得られた栽培実験終了までの、のべ給水量を示している。

たが果実を収穫できました。作物の成長状態

を日々観察し確認しながら手動で極めて微小

な量の水を1日に数回、点滴給水することで、

枯死寸前のぎりぎりな極限状態で生育しまし

た。多くの失敗がありましたが、このような極

限状態であっても、植物の成長、開花、果実

の結実が可能なことを確認しました（図6）。
この実験では、土中に給水された水分が根域

の球状領域にとどまり、実験用の小さな容積

バイオ資源を利用した
水浄化技術と資源リサイクル

　植物や藻類を炭化した安価なバイオ資源利用の吸着材により、微量な重
金属および希土類元素の除去あるいは回収を行うことができました。また、
凍結浄化法により、海水濃度から農業に適する淡水に近い塩分濃度の氷を
作製できました。

　節水農業技術が求められる代表的な地域は

砂漠などの乾燥地です。地下水は高濃度の塩

類が溶け込み、またヒ素やクロムなどの重金

属も高濃度に含まれる場合が多く、農業用に

利用するためには水質浄化が必要になりま

す。植物工場内で使用水を再利用する場合に

も、水質浄化が必要です。そこで、水中から

の重金属除去や希土類元素（レアアース）を

回収するため、安価で効果的な環境配慮の活

性炭およびバイオソープション（微生物が金

属イオンを吸着する現象）を利用した吸着技

術を開発しました。

　低濃度（1000 ppm以下）の重金属の除去

や希土類元素回収としては、膜分離法、イオ

ン交換法、吸着法などがあります。本研究で

は吸着法を用いました。廃棄物である安価な

植物資材や藻類を炭化して吸着材を製造し、

バイオソープション法による吸着を試みまし

た（図5の1）。吸着材としては、廃棄物で
あるバナナの皮、パイナップルの葉、ミカン

の皮、イチョウの葉、食用とならない藻のパ

ラクロレラを乾燥あるいは各種温度で炭化し

て使用しました。炭化は、窒素ガスを吹き込

むマッフル炉に 15分から 1時間程度、材料

を入れて炭化させ、炭化温度により細孔径と

分布は変化させました。また、パラクロレラ

は、セルロース、へミセルロース、リグニン

のほか、カリウム、リンなど各種の無機イオ

ンを含み、大量培養して乾燥あるいは炭化し

たものを吸着材としました。ベトナムの希土

類元素を含む土を 2 wt％の硫酸アンモニウ

ムで浸出した各種希土類元素イオンを含む水

溶液にて吸着実験を行いました。

　一方、太陽熱を利用しアンモニア吸収冷凍

機にて－10℃程度の冷たい空間中に塩水を攪
かく

拌
はん

しながら低速度で入れていき氷を作製し、

氷中の塩分濃度を下げる実験を行いました

（図5の2）。その際、氷中の塩分を下げるに
は氷結する界面での塩濃度を拡散するための

攪拌が重要であり、ここでは攪拌により生成

する氷内部の塩類を低減させました。攪拌速

度が分離結果に影響を示しますが、約 1m/s

の速度以上で攪拌させると氷中の塩分濃度は

低下し一定となりました。

　成果は次の通りです。廃棄物である植物残
ざん

渣
さ

や藻類を炭化して安価な吸着材を製造し、

微量な重金属および希土類元素の除去あるい

は回収を行うことができました。バイオ資源

利用の吸着剤は広範囲な地域での水再生に利

用可能です。

　冷熱空間中における塩分除去技術では、海

水濃度から農業利用に適する塩分濃度の氷を

作製できました。氷の溶解でより淡水に近い

水が得られ、同時に、氷の冷熱エネルギーに

よる温室環境の冷却に活用できます。水と冷

熱の同時生産です。攪拌エネルギーは太陽電

池や風力で得ることも可能であり、従来の膜

法、蒸留法による淡水作製に比べて低エネル

ギーで淡水が得られることが期待されます。

節水ハウスへ、以上のように重金属および塩分

を含まない浄化水を供給するとともに、5ペー

ジで示した、空調、湿度調整と組み合わせ、

省エネルギーと節水を同時に達成する最適設

計が行われました。

研究成果
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図5　安価な吸着材による重金属の除去（1）と、太陽熱を利用した吸収冷凍機による低塩分の氷作製 （2）

の培地であっても乾いた土の領域と

湿った土の領域が分かれて存在する

ことを確認しました。水の供給を操っ

て土の中における乾湿の状態を制御で

きることを示しています。

　また、異なる研究協力機関におけ

る個別の節水型技術の統合化の試

み、栽培環境計測データを共有する

ためのネットワーク型栽培環境を実

現しました。これにより、農作業の

遠隔操作が可能なバーチャル農場シ

ステムへの展望が開けました。

　バーチャル農場システムでは、実

際に作物が栽培される圃
ほ

場
じょう

や温室

のリアルな場とその環境を制御する

ためのデジタル空間を切り離して扱

うことが可能になります。仮想現実

です。仮想化は、環境制御系を栽培

の現場とは離れた遠隔の地に置くこ

とが可能になることであり、作業プ

ロトコルの標準化と雇用確保、農業

知の分散と集約あるいは共有と創造

など、農業が抱える問題の解決に役

立つものと考えられます。
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