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（１） 研究背景・動機（１） 研究背景 動機

（２） 本技術の基礎となる研究・技術（２） 本技術の基礎となる研究 技術

（３） 技術パッケージのフィールド試験（３） 技術パッケ ジのフィ ルド試験



乾燥地の分布

（１） 研究背景
乾燥地の分布

P   ；降雨量
可能蒸発散量

極乾燥地（ P/PET < 0.05 ） 乾性・半湿潤地域

（ 0 5 P/PET 0 65 ）

PET ；可能蒸発散量

（United Nations Environment Programme；ＵＮＥＰ, 1993） を加工

乾燥および半乾燥地域

(0.5 < P/PET < 0.65 ) 
湿潤地域

（ 0.5 < P/PET < 0.65 ）





「砂漠化」砂漠化」
乾燥地域、半乾燥地域および
乾燥半湿潤地域における種々の
要因（気候の変動および人間活動を

砂漠化防止

要因（気候の変動および人間活動を
含む）による土地の劣化

砂漠化防止
・砂漠緑化技術の開発

「貧困」・「飢餓」

乾燥地にある国々・・発展途上国
農林業・牧畜業が基幹産業

食料安全保障や環境保全と食料安全保障や環境保全と
密接な関係

持続性のある
農業技術の開発



エネルギー資源の確保

日射エネルギー量の分布

（乾燥地のエネルギー利用）

日射エネルギー量の分布

ア リカ 中東
中 国

アフリカ・中東
中 国



世界人口の爆発的増加

・食糧不足・水不足の危機

・エネルギー消費量の増加、エネルギー資源の枯渇ネルギ 消費量の増加、 ネルギ 資源の枯渇

新たな食糧生産・エネルギー生産拠点の創出

広大な乾燥地の利用に注目が集まっている。

水資源・エネルギー資源をいかに確保するかが鍵となる水資源 ネルギ 資源をいかに確保するかが鍵となる



農業用水は，地下水，湖の水，沼地の水，河川
水資源の確保

農業用水は，地下水，湖の水，沼地の水，河川
水から利用できるが，近年、農業生産にとって、
水不足と水質の問題が注目されている。

湖水は17万6000km3のうち，淡水が9万1000km3で，淡水 利用しやす

乾燥地の灌漑による問題

湖水は17万6000km のうち，淡水が9万1000km で，
沼地の水は 1万 1500km3が淡水，河川水は
2120km3が淡水である。したがって， 合計の10万
4620km3が淡水として利用可能である。

水の種類

淡水

(万km3)
利用しやす
い量(万km3)

地下水 1053.0

土壌水 1.65

氷河 2406.4

（出典 水土の知を語る，２１世紀は水の世紀）

地下水を水源とする農業用水は，不足している。過
去20年間に，中国中央部と北部，インドの北西部と

永久凍結層
内の地下水

30.0

湖の水 9 1 9 1

南部，パキスタンの一部，アメリカ中西部などが，
地下水の枯渇という深刻な問題が発生している。

湖の水 9.1 9.1

沼地の水 1.15 1.15

河川水 0 212 0 212河川水 0.212 0.212

生物中の水 0.112

大気中の水 1.29大気中の水 1.29

合計 3502.9 10.462 ナイル川の取水堰 （近代的な河川からの取水方法）

（写真 井上光弘）



排水設備のない畑地に 過剰な灌漑を行うと地下水が上昇する問題

乾燥地の過剰灌漑による農地の塩類化の問題

排水設備のない畑地に，過剰な灌漑を行うと地下水が上昇する。

地中の毛管上昇水が地表に届き，蒸発すると，地表面に塩分が残る。

問題

塩類集積塩類集積

年前ま 畑 塩類集積による農地 放棄３年前まで畑，塩類集積による農地の放棄

水利用，pH，透水性などの程度や，
必要経費を勘案して，有効な方法を
併用して除塩する。

（写真提供：本名俊正）

併用して除塩する。

巨額な経費と膨大な時間を要する。
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乾燥地における作物生産に向けた課題

○乾燥地農業における灌漑技術

大規模灌漑による地下水の枯渇大規模灌漑による地下水の枯渇

過剰灌漑による農地の塩類化

○資金力に乏しい途上国でのエネルギー利用

電力網の未整備や高価な電力利用料金等の制約

作物栽培に必要な灌漑水を供給するための電力が取得困難

乾燥地での持続的な植物生産実現に向けて、
電力と灌漑水を地産地消できる完結型供給システム
が必要 あるが必要である。



（２）本技術の基となる研究成果・技術の紹介



熱電変換素子を利用した
大気中水分の結露装置の研究開発大気中水分の結露装置の研究開発

・多面形流路構造
・カートリッジ化

発明の名称： 「造水装置」 出願番号： ２００４－ ９８８８８号
発明の名称： 「造水装置」 出願番号： ２００６－２７６１９２号（特許第４７１４８８０号）



乾燥地の温度，相対湿度を模擬した環境
下における実験下における実験

4段式造水装置
送風量

0.0037m3/s

4段式造水装置

タイプ3(向流，ダクト付き)

出典： NPO法人緑の地球ネットワーク



造水量の計測結果
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ペルチェ素子の極性を反転させることで，
ペルチェ素子の冷却面と放熱面が入れ替
わるため着霜した霜を融かすことが可能わるため着霜した霜を融かすことが可能。



砂丘地における 気象観測機器

フィールド試験

鉛直軸風車鉛直軸風車

太陽光発電パネル
結露装置

太陽光発電 ネル



（３） 現状の取り組み（ ） 現状の取り組み

省資源型作物栽培の技術パッケージの構築

農学的手法

超節水型灌漑栽培

工学的手法

自然エネルギー発電

省資源型作物栽培 技術 ッケ ジ 構築

超節水型灌漑栽培

耐塩性の野菜・樹木の栽培

自然エネルギー発電

造水技術
（空気中水分、海水淡水化）

・水資源や土壌などの保全を考慮した「環境的持続性」

・現地のインフラ構造、社会的・経済的条件に適応した

「経済的持続性」「経済的持続性」



・乾燥地における自然エネルギー
利用による造水システム

・リサイクル資材の節水灌漑
適用技術による野菜栽培利用による造水システム 適用技術による野菜栽培

（乾燥地研究センター
井上光弘教授）井上光弘教授）

廃棄されたタイヤ ゴム製多孔質管結露装置 廃棄されたタイヤ ゴム製多孔質管結露装置

自然エネルギー発電によるフィールド試験
節水型野菜栽培の実験



省資源型作物栽培の
技術パ ケ ジの実証試験技術パッケージの実証試験

○垂直軸風車
○太陽光発電
○気象観測装置

海水ポンプP
気象観測装置

電力供給の流れ

貯水タンク
バッテリー

海水・灌漑水供給の流れ
○ハウス内水分結露装置
○節水型野菜栽培

P

P

P

○小水力発電機

○灌漑水生成システム
（海水淡水化装置等）

海水



砂丘地における実証試験サイト

乾燥地研究センター
敷地内

200 m 150ｍ
敷地内

50 m

130ｍ
P

送水パイプライン

P P

送水ポンプ

取水
井戸

貯水タンク 太陽光発電
風力発電設備

送水ポンプ
ビニルハウス
節水灌漑栽培

井戸

風力発電設備



砂丘地における実証試験サイト

約３０約３０ｍ



太陽電池150W（50W 3枚）

P PP P

直流ポンプ
定格 １２V ６A
全揚程 25m全揚程 25m

取水井戸
内径50mm

送水チューブ
内径 18mm

貯水タンク
容量 500ℓ

貯水量 50ℓ 揚水量 約 5ℓ/min



ゴム製多孔管による節水灌漑栽培

予備実験
ビビニルハウス（20ｍ×5m）内、
トマトの点滴栽培（30cm×17m×4列）
灌漑時間 10分～30分/日（朝7分 夕3分）灌漑時間 10分～30分/日（朝7分、夕3分）
灌漑量 約12ℓ～40ℓ/（列・日） （水＋養液）



ゴム製多孔管による
節水灌漑栽培節水灌漑栽培



今後の試験予定

○太陽光・風力発電による海水揚水試験
・気象データ、発電電力量、海水揚水量およびポンプ気象デ タ、発電電力量、海水揚水量およびポンプ
消費電力量などの運転データの解析

○ゴム製多孔管による節水灌漑栽培○ゴム製多孔管による節水灌漑栽培

・塩水栽培の実施
灌漑水 供給に必要な消費電力量 解析 栽培施設・灌漑水の供給に必要な消費電力量の解析、栽培施設への
灌漑水の供給時間、供給量、水質などの解析

システム全体の運転制御についての検討へ

（課題） 海水の脱塩処理
システムの制御 自動化システムの制御・自動化



産学連携・研究ネットワークへの期待携 究 期

関連分野の技術を有する企業との共同研究を希望します。関連分野の技術を有する企業との共同研究を希望します。

・海水淡水化技術、システムの制御技術

・リサイクル資材利用

・節水灌漑技術、作物生産、農業機械

途上国における自然エネルギーや水資源の有効利用、

農業技術開発などの分野への展開を考えている企業との農業技術開発などの分野 の展開を考えている企業との

情報交換、連携協力などができると有り難いです。



本技術の応用分野
植物 場

途上国での農業開発
植物工場

屋上緑化システム 異空間（宇宙・海底）での作物栽培

(左下)鹿島建設 ホームページより http://www.kajima.co.jp/tech/env_planning/roof/roof03.html

（右上）農林水産省ホームページより http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/plant_factory/index.html （右下）JAXAホームページより http://jda.jaxa.jp/
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お問い合わせ先問 合わ 先
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