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≪砂漠緑化のための“「マイクロ噴流潅水システム」”の性能≫ 

→→→→砂漠緑化に関わる、他の市販技術、植栽可能植物、必要水量等に付いて教えて下さい。 
 

////////////////////////////////////////// 
 

ＴＯ （ＨＵＤＳＯＮ） 香港誠和工業有限公司 代表取締役 林 志剛 様 
 

お早うございます。 

「私」は、あなたにお会いした当初から、あなたを、高く評価しております。すなわち、あなたは、人間的に

非常に誠実のみならず、能力も卓越していると評価しており、あなたを忘れた事は有りません。 

「私」は、２００７年１０月に、ＧＥ（ゼネラル・エレクトリック）から、日本で話を訊きたい“３３社（人）”

の一人に選ばれましたが、中国・シンセンで、初めてお会いした「私」を、あなたから即座に高く評価戴いた

事に勝る喜びは有りません。 

さて、あなたから戴いたご質問は、極めて広範に及び、完璧な回答をする事は困難ですが、下記に、簡単に、

回答申し上げます。 
 

（Ⅰ）≪この技術は、実際検証した事が有ったか？≫←←←←【即断回答】 当該「マイク

ロ噴流（均質）潅水システム」は、“あらゆる条件で最高の性能を発揮出来る多機能性｛＝水、気体、肥料、

薬剤等々を任意のサイクルで、任意の時間で、必要量を供給する｝”を満たしており、問題は、寧ろ、対象とする地

域にどのように適用するかに有り、その有用性を実証する必要性は存在しません。すなわち、対象とする地域

や植栽する植物等の条件に合わせた最適制御を行なう事

が可能で、その稼動方法を、個々に確定させる事が重要

です。 

【詳細回答】 すなわち、一口に、“乾燥地”あ

るいは“砂漠”と言っても、土壌や年間の気温、湿度変

化等々の環境が大きく異なり、ある地域での稼動実証が

出来たからと言って、 “同じ方法”で、他地域での性能

保証を行う事は出来ません。 

「技術」には、理論的背景から２つに区分されると考

えます。すなわち、「（ⅰ）理論的なメカニズムが不明

確な技術」と「（ⅱ）理論的に原理が明確な技術」の２

つです。前者「（ⅰ）」の場合は、適用するに当たり「潅

水」とその因果関係を研究調査し、その因果関係｛＝関

数系｝を明確にする事が必要です。 

しかし、後者の「（ⅱ）」の場合は、最適潅水｛＝必

要最小限の水量等｝に関するデジタル回答は困難ですが、

最良の方法は、表土付近｛＝例えば、≦５０(mm)深さ｝の

土壌湿度が任意の値に成る様にフィードバック制御すべ

きですが、植物に拠っても、その最適条件は異なり、一

方では、この方法では、最少水量に比べて、実際に供給

される水量が大と成る危険性が有ると考えます。すなわ

ち、最適潅水は、単純に、任意の土中湿度を制御するの

ではなく、（イ）育成する植物、（ロ）外気条件（土質、

季節、温度、湿度、日照等々）に拠っても変えるべきで、

対象が固定されていない条件で一つの答えを提示する事

は不可能と考えます。 

 
 

図１ シィ・シィ・エス（株）様のカタログ 

 

転載承認 by シィ・シィ・エス（株） 
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このため、『マイクロ噴流(均質)潅水システム』では、流量センサーや電磁弁を排除した「機械的且つ

高信頼性に優れるシステム」構成とし、植物育成に重要な「①潅水量、②肥料、③土壌改質剤等、④殺虫剤、

⑤有用気体」を、数百点に及ぶ潅水ポイントに対して、自在なサイクル且つ自在な供給量で“均質供給可能”

とさせている点に、大きな特徴が有ります。これを可能としている基本技術が、気体流量校正原器として、国

際的に認定されている“ソニック・ノズル”の応用技術で、当該ソニック・ノズルは、（株）技術開発総

合研究所の特許技術【特許第2534606】です。すなわち、『マイクロ噴流（均質）潅水システ

ム』は、植物の育成に必要な総ての供給系を、最適制御可能なシステムとして構成されております。 

“単なる砂漠緑化”の場合は、当該地域周辺部の植生を活かした植物の選定を行い、当該植物に合わせた潅

水を行うべきです。  

一方、当該適用地域の気候条件にも拠り

ますが、高温が期待される地域では、其処

を、優れた“果樹栽培工場”に変える事が

可能と考えます。その場合は、これまでに

当該果樹栽培に蓄積された栽培方法を基

本として、例えば、若葉が出て、花芽が形

成される成長期には、潅水量を大目に供給

し、結実して果実が成長する時期には抑制

した潅水量で、更には、果実が熟成する時

期には潅水を少なく制御して、糖度管理を

行なう等々が重要で、これらの制御を可能

としています。 

 前述のように、『マイクロ噴流（均質）

潅水システム』では、①潅水量、②肥料、

③土壌改質剤、④殺虫剤、⑤酸素等の有

用気体等々を、地中供給可能ですが、既存

の根圏域供給システムとして、潅水中に酸

素やオゾンを供給する―――図１に示

す「シィ・シィ・エス（株）様の“エアー

インジェクション・システム”」 

【http://www.ccs-agri.co.jp/sekaiozon.h
tml】が市販されており、その有効性がカ

タログ記載されております。その他の、他社商品でも同じ効能が謳われており、『マイクロ噴流（均質）潅

水システム』の効果も、その基本性能は、市販品と同じです。 

但し、詳細は割愛しますが、高圧液体中に、マイクロ・バブル状態で気体混入されているため、その効果

は、更に大きいものと推察されます。また、『根圏域局所施肥法』に関しては、図２に示すよ

うに、【http://www.ccs-agri.co.jp/konkeniki.html】のサイトで、その有効性が謳われております。 

 すなわち、「マイクロ噴流（均質）潅水システム」は、砂漠のような広域潅水を、多点均一に、任意の

供給流量と供給パターンで、５０年以上に亘る高信頼性で可能とする点が、新たな、優れた特徴ですが、潅水

に関わる基本動作とその効能に関しては、既存の確立技術と全く同じです。すなわち、「マイクロ噴流（均

質）潅水システム」の目的とする技術の効果は既知の事実で有り、敢えて、実証する必要が無い事を意味し

て居ります。但し、≧５０年の使用過程では、予測しないトラブルが発生する恐れが無い訳では有りません。

このために、システム構成を「The simple is the best.」の考えで構成して居りますが、予期しな

いトラブルに付いては、実際稼動の中で確認して行く事が重要と考えます。 
 

（Ⅱ）≪例えば、100平米で有れば、どんな水量？で、どんな植物が生きられるか？≫←←←

←【即断回答】 一言に、“乾燥地”や“砂漠”と言っても、貴国 中国の例で言えば、グルバンテュ

 
 

図２ 『根圏域局所施肥法』の有効性 
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ンギュト（古爾班通古特）砂漠〔中国・新疆維吾爾自治区〕、ゴビ砂漠〔モンゴル、中国・内蒙古自治区〕、バ

ダインジャラン（巴丹吉林）砂漠〔中国・内蒙古自治区〕、ホルチン砂漠〔中国・内蒙古自治区〕、ムウス(毛

烏素)砂漠〔中国〕等々が有り、また、世界に於いては、アフリカのサハラ砂漠、アメリカ合衆国ネバダ州の

ブラックロック砂漠・・・等々と、それぞれ固有の性質（＝環境）を有しており、それにより適用方法｛水量、

サイクル等々｝もそれぞれ異なります。すなわち、適用地域により、最適な植物や水量は異なり、画一的な回

答は不可能です。 

【詳細回答】 必要潅水量は、「（１）土壌への拡散」、「（２）地表面からの蒸発」、「（３）植物

の吸水」、の３つの要素により決定されます。すなわち、これ等の三要素が確定しない状態での回答は不可能

です。例えば、「（３）植物の吸水」と一言で言っても、育成する目的に拠っても最適水量は変わり、単純に

「①潅水量」を決定する事は困難です。すなわち、例えば、雑草育成の場合は、土壌湿度が乾燥気味でも大

きな問題は有りませんが、野菜栽培の場合は、商品としての“野菜”を育てる必要が有り、最低限、土壌湿度

≧１００(%)ＲＨ管理が必要です。「どんな植物が生きられるか？」の一例として、砂漠緑化団体「地

球緑化クラブ」【http://www.ryokukaclub.com/zukan/zukan1.htm】様のサイトで、内蒙古自治区に位置

する“庫布其（クブチ）砂漠”の環境に適した植生として、ポプラ、楡（ニレ）、沙棗(スナナツメ）、沙打旺

（サダワン）、沙蒿（サーホウ）、蓼子朴（リァオツーポー）、苦豆子(クードウツ）・・・等々が紹介されてい

ます。また、『中国砂漠植物の生理生態的特性の解析 

【http://www.alrc.tottori-u.ac.jp/ecophysiol/research%20about%20chinese%20desert%20plant.html】
』のサイトでは、アカザ科（Chenopodiaceae）の灌木で有る“梭梭（Haloxylon ammodendron）”が、殆

どの植物が生育できない――≪乾燥・塩性土壌≫でも生育することが出来、急速に広がる乾燥地を定着させる

植物として注目を集めているとの事で、同様に、アカザ科に属し、中国に自生する「Suaeda salsa」は、多汁

性の葉を持つ“食料または油料作物”として重要な中国の塩生植物との事ですので、非常に少ない潅水量でも、

砂漠緑化が可能と判断されます。 

上述のご紹介した事例から、対象とする地域に適

した植物が多数存在する様子ですので、先ず、“対

象とする地域の将来的なビジョン”を明確にして、

植栽の目標を定める事が重要と考えます。 

“どんな水量？で”との事ですが、植物が定

まれば、その植物に必要な最低量が決定されますが、

一つの目安として、日本の気象庁が、降雨状態を、

表１にように規定して居りますので、これを基にして概算して見ます。 

仮に、「❶弱い雨」状態で１００(m2)の面積を満たしたとしますと、「１００(m2)×３(mm/hour)／１００

０＝０．３(m3/hour)＝３００(㍑/hour)」が得られます。「私」は、植物の専門家では有りませし、また、植栽

植物等の条件が未確定の条件では、あなたのご質問に対する明確な回答は不可能ですが、空間蒸発の少ない―

―地中潅水方式の場合、１００(m２)当たり『０～１００(㍑/day)～３００(㍑/day)～』を想定して設備計画を進

めるべきと考えます。 
なお、この水量は、連続流量｛＝一日中、連続供給する｝で見た場合は、１００(m2)当たり『０～７０(cm3/min)

～２００(cm3/min)』に相当し、５(m)間隔で、９点の潅水ポイントで潅水した場合、一点当たりの潅水量は、

僅か、『０～８(cm3/min)～２３(cm3/min)』に相当します。 
 

（Ⅲ）≪砂漠の場所は、水が無いですが、水が別箇所から運搬しなければいけませんが、

どんな量の水、どんな面積で、何日間活用できるか！≫→→→→【即断回答】 前述のよう

に、実際の適用地域が確定していない段階で、お尋ねに答える事は、困難です。一つの例として回答すれば、

大凡、１００(m2)当たり『０～１００(㍑/day)～３００(㍑/day)』の水が必要で、「１００×１００(m2)＝１０

０(ａ)」当たりでは、『０～１０(m3/day)～３０(m3/day)』、すなわち、自動車輸送では、「１００×１００(m2)
＝１００(ａ)」当たり、毎日、あるいは、２～５日毎に、１０(ton)トラック一台で輸送しなければ成りません 

表１ 降雨状態区分 

 降雨区分 降雨状態 

❶ 弱い雨 ３(mm)未満 

❷ やや強い雨 １０(mm)以上２０(mm)未満 

❸ 強い雨 ２０(mm)以上３０(mm)未満 

❹ 激しい雨 ３０(mm)以上８０(mm)未満 

❺ 猛烈な雨 ８０(mm)以上 
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【詳細回答】「マイクロ噴流（均質）潅水システム」の場合、従来の潅水システムで有る、「①地

表灌漑」や「②空中潅水(散水)」、更には「③点滴潅水」に比べて、必要とする水量が少ない特徴を有します。 

このため、対応すべき土地の条件に合わせて、（イ）地下水利用、（ロ）≦５００(km)圏内の水源からの

ポンプ圧送、（ハ）海水の淡水化によるポンプ圧送、の三種類の方法の中から選択されます。 

何れの場合も、圧送ポンプを“潅水ポンプ”として併用可能なため、新たなポンプを設置する必要が有りま

せん。必要水量は、前述のように、対応する地域の条件により異なりますが、ご質問の表現から、仮に、自動

車で運搬する場合を想定しますと、１００(m2)当たり『０～１００(㍑/day)～３００(㍑/day)』の水が必要と

した場合、「１００×１００(m2)＝１００(ａ)」当たりでは、『０～１０(m3/day)～３０(m3/day)』｛→→→０

～７(㍑/min)～２０(㍑/min)｝と成ります。“１０(m3/day)”をポンプで圧送する事は容易で、価格も安価で

す。しかし、自動車輸送と成りますと、「１００×１００(m2)＝１００(ａ)」当たり、毎日、あるいは、２～５

日毎に、１０(ton)トラック、１台で輸送しなければ成りませんので、地域の経済的環境にも拠りますが、コス

トと手間の両面で非現実的ではないかと推察します。 
 

（Ⅲ）≪装置の中に市販品が有ったが、加工する用品も有ったが、どんな面積でどんな

投資が必要あるか概略で計算した事が有ったか！≫→→→→【即断回答】「マイクロ噴

流（均質）潅水システム」は、①潅水ポンプ（市販品でも可能ですが、専用ポンプを用意した方が、耐久性に優れ、

適切）、②ポンプを駆動する原動機（エンジンあるいは、電動モーターの中で、維持費等の観点から、太陽光発電等に

よる電動モーター方式を推奨）、③複数個の「メーターリング・ジェット」、④注入管等の流路（配管）から構

成されます。仮に、貴社で総てを製造すれば、極めて安価なシステム構築が可能です。問題は、『投資金額』

ですが、砂漠緑化の目的により大きく変わり、適用条件が確定しない状態での回答は困難です。このため、正

確な投資金額の計算は行なっておりません。只一つ言える事は、「マイクロ噴流（均質）潅水システム」

の基本構成は、５０年から１００年のメンテナンス・フリーを基本に技術構成されており、例えば、仮に、初

期投資額≦３００，０００(円)／１００(m2)｛潅水ポンプ＝１００，０００(円/台)、配管材料等＝１００，０００(円)、

埋設・設置費用・その他＝１００，０００(円)｝とした場合、５０年単位の初期投資金額は『３００，０００(円)

／５０(年)＝６，０００(円/年)』と概算されます。≪〔註〕貴社で製造した場合の、実際の販売価格は、恐らく、

上記の１／３以下と推察されます≫ 

【詳細回答】長期の性能保証のために、高精度且つ安価を可能としているのが(株)技術開発総合研究

所の特許技術【特許第2534606】で、ＳＵＳ３１６やセラミックス材料を使用する必要の有る部品は

この「③」のみです。すなわち、価格的に大きな問題は有りません。 

寧ろ、初期投資で大きな割合を占めるのが、「④注入管等の流路（配管）」です。長期耐候性に難が有り

ますが、ＰＶＣ樹脂製の場合は、比較的安価ですが、１００年単位の耐久性を考えた場合、地下埋設配管とし

ては、ＳＵＳ３０４製配管が、使用年数当たりで見た場合、コストが安価と判断されます。 

例えば、１００(m2)の土地に、面の潅水を図るための“５(m) 間隔潅水”の場合、「④注入管等の流路（配

管）」として、例えば、（イ）呼び径２５(ＶＰ２５)｛１(Ｂ)相当｝×１０(m) ×１(本)、（ロ）呼び径１３(Ｖ

Ｐ１３)｛1/2(Ｂ)相当｝≪φ８相当で可≫×５(m) ×２(本)×３(箇所)が必要です。 

一方、樹木の植栽のように、１００００(m2) ｛＝１００(ａ)｝の土地に、点の潅水を行なう場合は、“１０(m) 
間隔潅水”で充分と予測されます。この場合は、（イ）呼び径２５(ＶＰ２５)｛１(Ｂ)相当｝×１００(m) ×

４(本)、（ロ）呼び径１３(ＶＰ１３)｛1/2(Ｂ)相当｝≪φ８相当で可≫×１０(m) ×１１(本)×７(箇所)が必

要です。費用算定の原価計算は容易ですが、当該商品の展開を『 (株)つくばアグリサイエンス』様に委ねて

居る事も有り、販売価格との兼ね合いもあり、ここでの提示は難しいですが、それ程、大きな初期投資額は必

要ないと考えて居ります。また仮に、初期投資額が若干大きいとしても、電気制御部品が極めて少なく、５０

年単位の長期に亘って、メンテナンス・フリーで作動するため、耐用年数当たりで見た初期投資金額は、極め

て安価と考えます。 
 

（Ⅳ）≪先生の技術と、現在市販化した、似ている商品が有ったか！≫→→→→【即断回
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答】 技術構築のための特許調査及び既存技術調査では、類似技術は有りません。その背景は、多点均質潅

水を可能とさせている基本技術が、(株)技術開発総合研究所の特許技術【特許第2534606】で有る

事にも拠ります。 

【詳細回答】“乾燥地や砂漠”の緑化のための潅水システムとしては、現在、（１）地表灌漑≪

十分な水源が不可欠であり、地形などの制約も多く、水のロスも大きいが、最も簡便な方法で有り、導入・維持コストは安

い特徴を有する≫、（２）空間散水≪大規模な草地や農地を造る場合に有効で、コストも比較的安いが、蒸発に

よる水のロスも大きい≫（３）点滴潅水≪水のロスは少ないものの、設置・維持コストが高い反面、水の確保が

困難な場所で、特に樹木を育てる場合や、野菜工場に有効で有る≫しか、存在しません。 

これらの「（１）～（３）」の方法を基本としたシステムは、植物（野菜）工場でそれぞれの要求に対応

して、単独若しくは複合して使用されており、確立された技術です。 

その他に、（４）セラミックス等の多孔質（ポーラス）体を用いた湿式潅水≪原理的には、ポーラス状の

土壌中を、地中水が拡散する形態と同じ≫が提案されておりますが、設置・維持コストの問題のみならず、機能的

｛＝植物の育成に合わせた水量制御が出来ない｝且つ信頼性の面｛＝ポーラス体の目詰まりや土壌により左右される｝

でも、大きな問題を抱えて居ります。 

一方、（５）高圧地中潅水方式の――「マイクロ噴流（均質）潅水システム≪水のロスが極めて小さ

く、電気制御部品が殆んど無いため、５０年単位のメンテナンス・フリーが可能で、維持コストが極めて安価な特徴を有す

る≫」と類似の技術が存在するか否か等に関しては、技術構築のための事前の特許調査を行なっております。 

その結果、高圧で地中潅水する技術として、図３に示す『特開平９－９８７』の類似の例が有ります

が、“一点潅水”方式で有り、多面に亘って均質潅水を可能とする技術は存在しません。 

なお、参考に、技術構築のために調査した、関係“特許”の検索結果の一覧を、表２に示します。 

 
 

 
 

 

 
 

 

図３ 【高圧ジェットノズル 出願人＝有光工業(株) 特開平９－９８７】の例 

 

表２ 特許調査に見る類似技術の検索結果 

【キーワード；“潅水；ポンプ；地中”】↓↓↓↓↓↓↓↓ 
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【キーワード；“潅水システム”】↓↓↓↓↓↓↓↓ 

 
【キーワード；“潅水；地中”】↓↓↓↓↓↓↓↓ 

 

【キーワード；“水道；潅水”】↓↓↓↓↓↓↓↓ 

 
【キーワード；“高圧；潅水；地中”】↓↓↓↓↓↓↓↓ 
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（Ⅳ）≪この技術は簡単にCOPY出来るか！（心配）≫→→→→【回答】最高の技術は、“The 
simple is the best.”です。この技術も、乾燥地や砂漠と言った、厳しい環境の中で、５０年を越え

る高信頼性を、安価に確保するために、簡単且つ強固なシステムを基本としました。この結果、１００点を超

える多点均質潅水｛＝流量が同じで、然も、自由なサイクルでの流量制御が可能｝を可能としています。すなわち、

単純なシステム構成のため、『容易にCOPY可能』です。これを防止するために、当該技術の特許

申請を行っています。 

現在、貴国 中国も含めた特許申請を検討しておりますが、今後、「朱 濟 濟（Caidio  Chu）」様や「鍾 

成」様とも相談して、「林 志剛」と共同展開できれば、幸甚に存じます。 

なお、「COPY」し難くすると共に、更に優れた技術とするために、当該技術専用のポンプを整備する

事も、一つの方法かも知れません。 

 

（Ⅳ）≪もっと細かい情報の提供が出来ますか！≫→→→→【回答】今後の展開に拠っては、更

に詳細な情報提供、あるいは、参考に、現物提示させて戴きたいと存じます。 
 

先ずは、参考回答まで・・・・・敬具 
 

ＦＲＯＭ 本望 行雄｛技術開発総合研究所｝――「y-hommoh@advanced-techno-future.com」 

―――――――――――――――――― 
 

From: 林 [mailto:zhigang_lin@sz-hudson.com]  

Sent: Thursday, April 23, 2009 5:49 PM 

To: y-hommoh@advanced-techno-future.com 

Cc: y-hommoh@goo.jp; y.hommoh@gmail.com 

Subject: 答复: 0903281-「バクテリア（細菌）サンプリング装置」の特許申請の件 

 

本望様殿 

いつもお世話になっております。 

 

私は林志剛と申します。（忘れました？） 

2007 年の年末から、自分が独立して起業をしました。 

御参考に、添附頁に、弊社の紹介資料が御座います。 

 

先生の技術資料を拝読しました、非常に面白い技術ですね！ 

私も興味を持っております。 
 

中国は砂漠化がもっともっと厳しくなったが、政府に対しては、非常に困っている事である。 
 

拝読した後、質問する事項が有ったので、是非御返事して頂ければと思います： 
 

１． この技術は、実際検証した事が有ったか！ EX:100 平米で有れば、どんな水量？で、どんな植物が

生きるか？ 

２． 砂漠の場所は、水が無いですが、水が別箇所から運搬しなければいけませんが、どんな量の水、どん

な面積で、何日間活用できるか！ 

３． 装置の中に市販品が有ったが、加工する用品も有ったが、どんな面積でどんな投資が必要あるか概略

で計算した事が有ったか！ 

４． 先生の技術と、現在市販化した、似ている商品が有ったか！ 

５． この技術は簡単に COPY 出来るか！（心配） 
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中国での砂漠化の対応策として非常に興味を持った技術ですが、もっと細かい情報の提供が出来ますか！ 
 

私の基本的な考えは、市販化する商品の開発に、どんな資源が必要か細かく検討する必要が有りますね！ 
 

宜しくお願い申し上げます。 

色々誠に有難う御座いました。 

 

HUDSON 林志剛 

-----------------------------------------------------------------------------  

///////////////////////////////  忍び寄る―――地球の砂漠化の一例  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

――〔註〕朝日新聞編集委員 

武田 剛（たけだ・つよし）氏

―――記載より、抜粋 

 

 


