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資料の取り扱いについて 

この資料の全部または⼀部の複製、転載および引⽤等にあたって

は、必ず原著者の了承を得てください。 
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シンポジウム趣旨 

気象変動に対応しつつ⾼品質果実を安定⽣産するための研究が⾏われ、多く

の技術が開発されてきました。しかし、近年の豪⾬、旱魃、寒波といった気候の

温暖化の影響と考えられる気象の極端化は、⽣産現場において多くの問題を顕

在化させています。今後、⼀層の温暖化の進⾏が予想されており、これまでの技

術のみでは対応できないことが懸念されます。そこで、カンキツ産地が今後直⾯

する問題を認識し、これまで研究を進めてきた農地環境推定技術や最適施肥技

術等の情報共有を図り、温暖化を⾒越して適応するために必要な技術開発につ

いて、マーケティングの視点も併せて理解を深めます。 
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講演者紹介 

 
松森堅治    

植⼭秀紀 

川村秀和 

宮井浩志 

農研機構⻄⽇本農業研究センター⽣産環境領域 
⼟壌管理グループグループ⻑ 

農研機構⻄⽇本農業研究センター傾斜地園芸研究領域 
園芸環境⼯学グループ 上級研究員 

10 年以上⾏ってきた中国地⽅の中⼭間地域を対象にアメダスによる局地気象（主に気
温、⽇射量）の推定⼿法や 50m メッシュ気象情報の開発⼿法などの研究成果を活⽤して、
気象ロボットを設置することなしに、果樹園等の複雑地形地の気象を推定する”農地環境
推定システム”を開発。現在、精密気象情報の農業での活⽤について研究を⾏っている。 

農業の多⾯的機能に関する⽴地評価(⽔質保全、洪⽔防⽌、⽔資源保全、⼟壌侵⾷、保
健休養、⽣態系保全などの機能評価)に関する研究を各分野の専⾨家と協⼒して⾏ってい
る。その⼀つとして、周年マルチ点滴灌⽔同時施肥法（マルドリ⽅式）と地下⽔利⽤を
組み合わせた温州ミカン栽培法の現地試験結果を元に，ライフサイクルアセスメント⼿
法を適⽤し，窒素の排出による富栄養化への定量的な影響評価も試みている。 

農研機構⻄⽇本農業研究センター傾斜地園芸研究領域 
園芸環境⼯学グループ 上級研究員 

学校法⼈ 四国⼤学  
地域教育・連携センター 准教授 

 

⿅児島県農業開発総合センター果樹・花き部 
常緑果樹研究室室⻑ 

「⼤将季」の栽培技術等の確⽴を進めている。また、温帯から亜熱帯気候帯まで広範
囲に及び，年平均気温は 15℃から 23℃までと⼤きな差がある⿅児島県は、気候温暖化
の影響が最も顕在化しやすいと考えられ、現場の状況を把握し、対応策の検討を⾏う取
り組みを進めている。 

ミカンを中⼼とした果樹など地域農業の戦略、六次産業化を通じた地域活性化の⽅
策など、地域や企業と連携した教育・研究を⾏っている。特にカンキツ作については、
川上（産地）から川下（流通・消費）までの現地調査をライフワークとしており、カン
キツの供給不⾜時代の到来を予⾒して様々な問題提起を⾏っている。 
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⼟壌中の肥料の動態解析から⾒た気象に対応した最適施肥技術開発の可能性 

 
農研機構⻄⽇本農業研究センター⽣産環境研究領域 松森堅治 

 
 
１．はじめに 
 マルドリ⽅式の特徴は，マルチの下に点滴チューブを配置し，適切な⽔分管理によってウ
ンシュウミカンにおける⾼品質果実の割合を⾼められることにあり，また，このチューブか
ら液肥を混合した⽔をかん⽔すれば，施肥作業を軽減し，収穫後の樹勢回復にも顕著な効果
があるため，隔年結果を軽減することも可能とされている（齋藤ら，2018）。さらに，点滴
かん⽔施肥によって少量ずつ肥料が供給されるため，点滴かん⽔施肥による供給⽔の利⽤
効率は 75〜90％と⾼く，それに対して，通常の露地栽培の固形肥料施肥では降⾬量に⼤き
く左右されるが，施肥の利⽤効率は 58〜65％と低く，溶脱割合は施⽤化学肥料の約 40％
（22kg 施⽤で 8.8kg）と試算され，マルドリ⽅式での溶脱量は慣⾏栽培の 10％以下である
と推察されている（森永ら，2005）。 
 このように，マルドリ⽅式は⾼品質果実の安定⽣産と施肥作業の軽減などを⽬的に開発
されたものであるが，点滴かん⽔同時施肥の施肥効率の良さから窒素施肥量を削減できる
ため余剰窒素が少なく，かつ溶脱する窒素量も少ないため環境への負荷も⼩さい⼿法と考
えられる。しかし，カンキツの窒素収⽀やマルドリ等の点滴かん⽔に関する知⾒は未だ少な
い。そこで，マルドリ⽅式を導⼊した園地で浸透⽔の窒素濃度と⽔量を観測するとともに，
樹園地を含む流域内で浅層地下⽔の窒素濃度分布と年間変動を調査し，地下⽔窒素を窒素
施肥の⼀部として資源利⽤する可能性を検証する研究を実施している。 

本要旨では，マルドリ⽅式（マルドリ区）と固形肥料を⽤いた慣⾏露地栽培（慣⾏区）に
おいて，イオン交換樹脂埋設法により計測した窒素溶脱量（渡邊ら，2017）を中⼼に説明す
るが，講演では，それらに現在実施しているキャピラリーライシメータによる浸透⽔量と溶
脱窒素量の観測と降⽔量や地形条件の異なる３地区でのイオン交換樹脂埋設法による測定
結果を加えて樹園地の⼟壌中の窒素と⽔の移動について報告する。 
 
２．カンキツ園地からの⾒かけの窒素溶脱量 
 永年作物の根圏を不攪乱で⼀定期間に下層へ溶脱する窒素量を計測する⽅法に，イオン
交換樹脂埋設法がある（Barkley，1984）。イオン交換樹脂（Dowex Marathon MR-3 hydrogen 
and hydroxide form， Sigma-aldrich， USA)を，Barkley （1984）の⽅法に倣い不織布バッ
グ（市販のポリエチレン・ポリプロピレン製お茶パック）に包み，直径 2cm 程度の球状の
樹脂バッグを作成し圃場の異なる深さに埋設した。対照区では幹から 30 cm 離れた位置，
マルドリ区では点滴孔直下のそれぞれ深さ 10 cm，30 cm，50 cm に設置した（図１）。埋設
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期間は，春夏肥前後の 2014 年 3 ⽉ 19 ⽇〜7 ⽉ 29 ⽇，秋肥前までの 2014 年 7 ⽉ 29 ⽇〜
10 ⽉ 17 ⽇，秋肥前後の 2014 年 10 ⽉ 17 ⽇〜2015 年 3 ⽉ 4 ⽇の３回とした。 
 中⽣ウンシュウʻ⽯地ʼの 12 年⽣樹で、施肥窒素量は慣⾏区が 1 樹あたり春夏肥を 84g，
秋肥を 36g として，固形肥料を施肥した。マルドリ区は慣⾏区の 60%になるように 1 樹あ
たりの春夏肥を 50.4g，秋肥を 21.6 g とした。肥料は，⽔溶性化学肥料 OK スペシャルを⽤
い，春夏肥は液肥の窒素濃度を 90 mg L-1 として朝⼣各 7 分間，1 樹あたり 5.7 L d-1，秋肥
は，窒素濃度を 160 mg L-1 に調整し，朝 7 分間， 1 樹あたり 2.9 L d-1 をかん⽔同時施肥し
た。各深度別の⼟壌の体積含⽔率は，慣⾏区では深さ 50cm まで降⾬に対応して変動した
が，マルドリ区は降⾬による変動はなく，かん⽔スケジュールによって変動し 10cm では
⽇々のかん⽔によるピークが明瞭であった（図２）。 
 表層に近い深さ 10 cm に埋設したイオン交換樹脂に吸着された硝酸イオンの量は，マル
ドリ区で⾼く（図３），液肥かん⽔によって局所的に硝酸イオンが供給されたためと考えら
れる。慣⾏区では，春夏肥前後の期間の硝酸イオン吸着量が最も⾼く，次いで秋肥前後の期
間が⾼かった（図３）。施肥を⾏っていない秋肥前の時期にも硝酸イオンの吸着が認められ
た。マルドリ区でも，春夏肥前後の期間の硝酸イオン吸着量が最も⾼く，次いで秋肥前後の
期間が⾼かった。しかし，秋肥前の時期には硝酸イオンの吸着は認められなかった。 

地表に近い深さ 10 cm と，根域より下に位置する深さ 50 cm でのイオン交換樹脂に吸着
された硝酸イオンの⽐率は慣⾏区 20.0%，マルドリ区 2.6%となり，マルドリ区で⼩さかっ
た。ウンシュウミカンの根群分布については，深さ 30 cm 程度のところに多くの根が発達
するといわれ（駒村・関⾕ 1985），本試験地では 10cm までに多く分布し、30cm より深
いところに根がほとんど⾒られなかったことから，深さ 50cm のイオン交換樹脂に吸着され
た硝酸イオンは地下⽔等へ溶脱したと推定される。 

それを確認するために，平成 29 年 4 ⽉から愛媛県今治市上浦の現地圃場のマルドリ区と
慣⾏区の各２樹にキャピラリーライシメータ（深さ 50cm、断⾯積 0.18m2）を埋設して浸透
⽔量と窒素濃度の観測し、施肥窒素の⾒かけの溶脱率を求めた。慣⾏区は、窒素量換算で 

 
図１ イオン交換樹脂バッグの埋設位置    図３ イオン交換樹脂に吸着した 

（渡邊ら，2017 より）            硝酸態窒素量の深度別分布（渡邊ら，2017 より） 
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図２ イオン交換樹脂埋設期間中の⼟壌⽔分量と降⽔量の変化 
(A)対象区，（B）マルドリ区，（C）⽇降⽔量とかん⽔期間（渡邊ら，2017 より） 

 
129.6 N g 樹-1 になるよう５⽉中旬に固形肥料を施肥し、12 ⽉に 93.6 N g 樹-1 を追肥した。
マルドリ区は液肥の窒素濃度を 150 N mg L-1 として慣⾏区の７割の施肥窒素量になるよ
う５⽉から８⽉と 12 ⽉から１⽉に施⽤した。マルドリ区の窒素施⽤量は、液肥流量計とか
ん⽔流量計の読み取り値（平成 29 年 4 ⽉〜平成 30 年３⽉）から 156.4 g 樹-1 となり、慣
⾏区 223.2 g 樹-1 の７割であった。回収された浸透⽔量は、マルドリ区で 70.0 L、慣⾏区で 
141.5 L であった。浸透⽔の硝酸態窒素濃度は変動が⼤きく、マルドリ区で 15.4 〜 44.4 
mg L-1、慣⾏区で 6.8 〜 39.0 mg L-1 であった（図は省略）。 

窒素溶脱量を１樹当たりに換算すると、マルドリ区 12.7 g 樹-1、慣⾏区 138.1 g 樹-1 と
なり、⾒かけの窒素溶脱率はそれぞれマルドリ区 8.1％、慣⾏区 61.9％となった。仮に、施
肥窒素量から溶脱窒素量を差し引いた値を作物が吸収した窒素量と考えると、マルドリ区
は 143.7 g 樹-1、慣⾏区 85.1 g 樹-1 となり、マルドリ⽅式で施肥効率が⾼いことがわかる。
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さらに、慣⾏区の 85.1 g 樹-1 を作物に必要な窒素量と仮定すると、マルドリ⽅式で必要な
施肥窒素量は 97.8 g 樹-1 で、慣⾏の 43.8%の施肥量で⼗分ということになる。ただし、こ
れは、単年度かつ 1 地区の測定結果をもとにした試算であるため、今後、複数年および多地
点での施肥量を変えた測定をもとに検討が必要である。 

次に、溶脱する時期について⾒ると、慣⾏区、マルドリ区ともに降⽔量の多い 9〜11 ⽉
の期間に年間窒素溶脱量の 6〜7 割、3 ⽉に 2 割程度が溶脱していた（図は省略）。これらの
期間にはマルドリでもマルチしていない時期があった。また、5 ⽉から 7 ⽉の春夏肥の時期
は降⽔量が多いものの溶脱量は両区ともに⼩さかった。この期間は慣⾏区も肥料の流出を
防ぐ⽬的でマルチしたためと考えられる。12 ⽉から 1 ⽉の秋肥の時期は、⼤きな降⾬がな
くマルドリ区ではほとんど溶脱がなかったが、慣⾏区では値が⼩さいもののコンスタント
な流出が⾒られた。 

キャピラリーライシメータ（写真１，２）は、浸透⽔を逐次回収して測定できるメリット
はあるが、埋設作業や機材の費⽤から多くの地点での測定が困難であるため、⽐較的容易に
安価で測定できるイオン交換樹脂による測定を同時に⾏い、定量性の検討と地区間の⽐較
を⾏った。マルドリ区と慣⾏区の各 3 樹の深さ 10cm と 50cm に直径 10cm、厚さ 2cm のイ
オン交換樹脂カラムを埋設し溶脱窒素量を測定した（写真３，４）。愛媛県今治市上浦のほ
か広島県尾道市瀬⼾⽥，三重県紀宝町井⽥にも埋設し，降⽔量等の影響についても検討した。 

観測期間（2017 年 4 ⽉〜2018 年 3 ⽉）の最寄りのアメダス年降⽔量は上浦（今治市）
1,336mm、瀬⼾⽥（尾道市）1,211mm、井⽥（紀宝町）3,446mm であった。イオン交換樹
脂による各地の窒素溶脱量の観測では、⾒かけの窒素溶脱率の⼤きさに差はあるものの、 

 
 
 
 
 
 
 

写真１ ⼟壌を充填したキャピラリーライシメータ  写真３ イオン交換樹脂を埋設した⼟壌断⾯ 
 

 

 

 

 

 

 

写真２ キャピラリーライシメータの埋設     写真４ イオン交換樹脂の埋設 
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３地区ともにマルドリ区の⽅が⼩さく、今治市上浦でキャピラリーライシメータの値と⽐
較すると慣⾏区は約 3 分 2、マルドリ区は約 2 倍であった。 

3 地区の⾒かけの窒素溶脱率の⽐較では、マルドリ区、慣⾏区ともに、井⽥＞上浦＞瀬⼾
⽥の順で降⽔量と同じ順となった。上浦と瀬⼾⽥では、降⽔量が同程度であるものの瀬⼾⽥
の溶脱率はマルドリ区、慣⾏区ともに上浦の 1 割程度と⾮常に⼩さい値となった。瀬⼾⽥
は南東向き斜⾯で、北向き斜⾯の上浦に⽐べて傾斜度がやや⾼く、かつマルチの被覆率が
100%であるため浸透⽔量が少なかったと予想される。これら 2 地区に⽐べて、井⽥は降⽔
量が⾮常に多いためマルドリ区でも⾒かけの窒素溶脱率は 4 割を超えた。 
 

３．⾼窒素濃度の地下⽔の利⽤による施肥窒素農の削減の可能性 
カンキツ産地では，⼭麓の急傾斜地まで園地となっている場合も多く，他地域に⽐べて流

域に占める耕地の⾯積割合および流域への窒素負荷が⾼い場合がある。樹園地からの環境
負荷について、施肥窒素が⼀部カンキツ園から河川に環境基準（硝酸性窒素および亜硝酸性
窒素含量 10mg L-1）を超えて流出していることが指摘（梅宮・2004）されている。 
 これらの地下⽔をマルドリ⽅式の灌漑⽔源として利⽤できれば、施肥窒素量の削減が期
待できる。上浦のマルドリ区で使⽤した⽔源井⼾の地下⽔窒素濃度は、平成 28 年 4 ⽉から
30 年 11 ⽉の毎⽉１回調査の平均で 14.0 mg L-1 (11.6 〜 17.0 mg L-1)であり、年間を通し
て⾼濃度で安定している（図４）。灌⽔される液肥の窒素濃度が 150 mg L-1 のため約 1 割を
灌漑⽔窒素でまかなうことができる。瀬⼾⽥の⽔源の地下⽔窒素濃度は平均約 20 mg L-1 で、
⼤きな降⾬の直後に濃度低下は⾒られるが、濃度回復は速やかであるため 90〜110mg L-1 の
液肥濃度に対して約 2 割を地下⽔窒素でまかなうことができる。⼀⽅、井⽥は、窒素濃度が
1 mg L-1 程度の河川⽔を⽔源とするため、施肥量削減は期待できない。 
 マルドリ⽅式は、溶脱率が⼩さいために栽培⾯積が増加すると流域の地下⽔窒素濃度低
下が予想される。そこで、マルドリの窒素資源としての地下⽔の利⽤可能性を検討するため
に、マルドリの取⽔井⼾を含む深井⼾７地点（取⽔深度は-20〜-30ｍ）と浅井⼾７地点（取 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図４ ⽔源井⼾地下⽔の硝酸態窒素濃度の変化 

（上浦１は上浦マルドリの主⽔源,上浦２は予備、瀬⼾⽥は瀬⼾⽥マルドリの⽔源） 

2016             2017            2018 
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⽔深度は数ｍ以内）で採⽔した地下⽔について、CFCs 年代測定法により地下⽔の滞留時間
を推定した（図省略）。その結果、上浦のマルドリの⽔源地下⽔の滞留時間は深井⼾で 30
年程度、浅井⼾で 20 年程度と推定された。瀬⼾⽥の⽔源は浅く、約 20 年と推定された。
このように地下⽔の滞留時間は⻑いために現在⾼濃度の地下⽔が存在する場合には、⻑期
に窒素資源として利⽤することができることから、マルドリにおける地下⽔利⽤において
は、地下⽔窒素の濃度を確認した上で、液肥の窒素濃度を調整することが有効と思われる。 
 
４．カンキツ園地から流域への環境負荷 

地下⽔窒素利⽤では、どの地域で濃度が⾼いか知る必要があることから、⼟地利⽤の数値
情報よる予測⽅法を紹介する。4 つの⼟地利⽤(⽔⽥，畑地，森林，都市)の流域に占める⾯
積率と河川窒素濃度から重回帰分析により河川の窒素濃度を推定する⽔質予測モデル（望
⽉ら，2013）を⽤いて，樹園地が畑の主な耕地利⽤形態である地域について⽔質予測モデル
（表１）を構築した（松森ら，2016）。河川⽔中の窒素濃度は，式(1)によって求められる。 

Nr = a1 × Ap + a2 × Aa + a3 × Af + a4 × Au   (1) 
ここで，Nr は河川⽔窒素濃度（mg/L），a1 は⽔⽥係数，Ap は流域に占める⽔⽥の⾯積率，

a2 は畑地係数，Aa は流域に占める畑地の⾯積率，a3 は森林係数，Af は流域に占める森林の
⾯積率，a4 は市街地係数，Au は流域に占める市街地の⾯積率である。本モデルの係数の単
位は窒素濃度で表現するが，河川⽔窒素濃度への各⼟地利⽤の影響度合いを⽰すもので，数
値がマイナスとなることもある。実際の河川では，作物の施肥量や施肥時期によって窒素濃
度が季節的に変化し，また，降⾬や積雪融雪等によっても変動する。係数は，それらの変動
をすべて含んだ年間の平均値として表現されている。 

表 1 の地域は樹園地が主な耕地であるため，畑の係数は樹園地の係数と読み替えられ，
それぞれの地域の樹園地の河川窒素濃度への影響の⼤きさを⽰す。茶に⽐べて施肥窒素量
の少ないカンキツは畑の係数が⼩さい。年降⽔量との関係では，年降⽔量が少ないほど係数
が⼤きい傾向にある。よって，より年降⽔量の少ない地域ではさらに窒素濃度が⾼いと予測
される。⽔質モデルは，耕地から河川への環境負荷を予測するものであるが，溶脱した窒素 
を施肥資源として再利⽤する場合には，窒素資源の所在を予測することにも応⽤できる。 
 
表１ 樹園地地域各地の⽔質予測モデル係数（有意⽔準 *＜0.05，**＜0.01） 
 
 
 
 
 
 
 

8



５．地下⽔中窒素の施肥資源としての循環利⽤ 
 前に述べたように，樹園地が多い地域には，窒素濃度が⾼い河川もあり，樹園地から溶
脱した窒素により流域の地下⽔中の窒素濃度も⾼いことが予想される。瀬⼾内の島しょ部
のカンキツ園が多く分布する流域において施肥由来の⾼濃度の硝酸態窒素を含む浅層地下
⽔が存在することが報告されている（齋藤・⼩野寺，2009）（清⽔ら，2017）。 
 図５に 2 章でイオン交換樹脂の試験を⾏った樹園地の流域と井⼾の分布を⽰す。マルド
リ試験圃場と⽔源井⼾ No.8 との⾼低差は 46m あり，観測期間(2013.9-2015.8)の平均硝酸
態窒素濃度は 21.1mg L-1 であった（図６）。流域内の９つの井⼾は，窒素濃度に違いがあり，
上流部で低く中下流部で⾼い。これは井⼾の集⽔域の樹園地⾯積割合による。地下⽔⾯が地
表⾯から 0.5m〜3m 程度，⽔深も 1m〜3m で浅いことから，地表⾯の標⾼モデルから各井
⼾の集⽔域を推定して各井⼾の硝酸態窒素濃度と集⽔域内の樹園地⾯積率との関係を図７
に⽰した。直線で回帰され，傾きは 24.26 であるため，この流域では集⽔域の約 3 割が樹園
地であれば 10 mg L-1 以上となり，窒素資源として利⽤可能と考えられる。しかし，これら
の井⼾は数ｍ以内のごく浅い地下⽔であるため広い⾯積をかん⽔するためには⽔量が少な 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６ 流域内井⼾の硝酸態窒素濃度変化 
 (2013.9−2015.8) 

 
図５ ⽔源井⼾の平均硝酸態窒素濃度 
（数字は井⼾の地点番号で図５，図６と共通） 

マルドリ試験圃場と⽔源（No.8）の 
⾼低差は 46m，硝酸態窒素濃度の平均 
は 21.1mg/L． 

 
 
 

図７ 樹園地率と浅層地下⽔の硝酸態窒素濃度との関係 
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いことが懸念され、また，降⽔量が異なる別の地域では，窒素濃度と樹園地率の関係も変
わるため、地域ごとに調査が必要である。 
 
６．おわりに 

ここまで⽰した数値は，瀬⼾内の島嶼部地域と南紀州地域において調査した⼀例であり，
地域の降⽔量，地形，⼟壌，樹園地割合といった環境条件，品種，収量，施肥量，液肥濃度，
かん⽔量，マルチシートの開閉の期間などの管理条件によって異なる。今後，このような調
査・解析の事例が多くの地域で蓄積され，それぞれの地域や品種に最適な施肥・かん⽔⽅法
が開発されることを期待する。加えて，環境負荷の低い技術の適⽤拡⼤により流域への環境
負荷低減が進展することを期待する。 
 
引⽤⽂献 
Binkly D. (1984) Ion exchange resin bag: factors affecting estimates -of nitrogen availability. 
Soil Sci. Soc. Am J, 48, 1181-1184. 
駒村研三・関⾕宏三（1985）⼟壌⺟材,有効⼟層の差異とウンシュウミカン樹の⽣育及び根
群分布．果樹試験場報告 A (12), p79-92. 
松森堅治・清⽔裕太・望⽉秀俊（2016）⼟地利⽤数値情報を⽤いた樹園地を含む流域の河川
⽔質予測，⽇本⼟壌肥料学会講演要旨集，62，12． 
松森堅治・清⽔裕太・渡邊修⼀・笠原賢明・向井章恵・志村もと⼦（2017）点滴灌⽔同時施
肥に地下⽔窒素を利⽤した減肥可能性の検証，⽇本⼟壌肥料学会関⻄⽀部講要，113，50． 
森永邦久・島崎昌彦・草塲新之助・星典宏（2005）「カンキツ⽣産の新しい技術マルド 
リ⽅式−その技術と利⽤−」近畿中国四国農業研究叢書，1，131p． 
森永邦久・中尾誠司・吉川弘恭・村松昇・島崎昌彦・草塲新之助（2003）周年マルチ点滴灌
⽔同時施肥法（マルドリ⽅式）マニュアル．農研機構近畿中国四国農業研究センター． 
望⽉秀俊・髙橋英博・吉川省⼦(2013) ⼟地利⽤⾯積⽐率に基づく流域⽔質予測モデルの開
発，⼈間と環境，39，2-8 
齋藤仁蔵・島崎昌彦・星典宏・根⾓博久・上⻄啓資・須﨑德⾼・岡崎芳夫・兼常康彦・越
智英典・森康弘（2018）「団地型マルドリ⽅式」導⼊の⼿引き(第 2 版)農研機構⻄⽇本農
業研究センター．
http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/pub2016_or_later/files/6daae16a0f4e2905b6

65517c52c2b882.pdf 

清⽔裕太・松森堅治・廣瀬裕⼀・渡邊修⼀・笠原賢明・志村もと⼦（2017）カンキツ園流域
における浅層地下⽔中の硝酸態窒素分布特性，⽇本⼟壌肥料学会講演要旨集，63，12． 
渡邊修⼀・笠原賢明・松森堅治・清⽔裕太・向井章恵・⼩野寺真⼀（2017）周年マルチ点滴
灌⽔同時施肥法の導⼊がカンキツ園での窒素溶脱に及ぼす影響．⽇本⽔⽂科学会誌，46,249-
262． 
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傾斜園地に対応する農地環境推定技術の確立と今後の展望

農研機構西日本農業研究センター

植山秀紀

１．はじめに

近年、園地ごとの環境データを取得する意義が広く認識されるようになり、多くの企業等が気象

ロボットを開発し販売している。しかし、試験研究ではなく、実際の果樹栽培における気象ロボッ

トの利用例はほとんどない。これは、日本の果樹園地の多くが、傾斜地等の地形が複雑で多様な気

象条件を有する地域にあるため、多数の地点に測器を設置する必要があるほか、測定精度を維持す

るためのメンテナンスにかかる費用の負担に見合った効果が、見出されていないためである。この

ようなことから、農研機構では、アメダス等の公共のデータのみで、農地の気象データを安価に取

得できる、“農地環境推定システム”を開発した（植山ら  2018）。本講演では、農地環境推定シス

テムの概要と果樹栽培において提案する活用法について紹介する。

２．“農地環境推定システム”の開発目標 

 農地環境推定システムは、過去の経験や結果にもとづいて日々の作業を最適化し、生産性の向上

に有用な気象データとして提唱されている（Ueyama 2013；植山 2018）、“精密気象情報”の取得を

目的ととして開発された。精密気象情報の定義は、測定値の示す地点および誤差が明確であること、

そして任意の年月日のデータが取得できることであり、観測機器による測定値と同等のデータを意

味する。しかし、気象ロボットのような測器による観測の場合、設置日以前のデータがなく、現在

にフィードバックできるデータの蓄積にはかなりの時間を要する。また、センサーの精度を維持し、

同質のデータを長期間取得するには、専門知識を有する技術者によるメンテナンス費用のほか、デ

ータを常時監視するための費用を負担する必要がある。測器を必要としない、メッシュ気象データ

が実用化されているが、空間分解能が 1km であるため、土地利用型農業に不利な中山間地域や傾斜

地等で利用するには解像度が不十分な場合がある。そこで、農地環境推定システムの開発において

は、センサー類からでなく、どのような地形であっても近隣のアメダス観測値等の公共データから

気象値が推定でき、なおかつ設備投資が困難な中小の経営体であっても導入可能なシステムとする

ことを目標とした。そして、公共データによる気象推定のメリットは、以下のとおりである。

気象ロボット等の観測機器の設置コストが不要である。

センサーの精度維持のための日々のメンテナンスコスト、および観測値に異常がないかを監視す

るための人件費等が不要である。

 日本全国統一された規格で管理されたデータにもとづくことから、他地域との比較が容易で、地

域が違っても技術導入の指針となりうる。

農地環境推定システムは、数字にすぎない気象データを社会に有用な“天気予報”に翻訳して配

信しているのと同様に、精密気象情報の取得の他、気象データを農業に有用な情報に翻訳し、提供

する機能をもつ。多くの農業支援システムは、開発者側の設計思想に基づいて作られたシステムで

あるが、農業支援システムの成功事例は、開発段階から生産者と一緒に取り組まれたものであり

（Lindblom et al, 2017）、他の農業機械などと比べ、一つの農業支援システムの普及対象は限られた

ものとなる。特に園芸作物の場合、作物の種類によって必要とされる情報は異なる上に、たとえ同

じ作物を栽培していていも、産地が異なれば必要とされる情報も異なる場合がある。このことから、

農地環境推定システムにおける栽培情報は、ユーザーの要求に柔軟に答えられる仕組みとしている。 
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3. “農地環境推定システム”の概要

農地環境推定システムで取得できる気象データは表 1 のとおりである。基本的には、ポイントで

の気象を推定するシステムであるが、同地域の 20 地点程度でデータを取得していれば、50m メッ

シュデータ（植山 2019）を作成し、任意の地点のデータを取得することが可能となる。さらに、試

験研究目的等のため、センサー類から得られる土壌水分等の観測データを取得できる。

データの取得方法は、図 1 のように、パソコンでの利用を想定したシステムとスマートフォンや

タブレット等のモバイル機器用の 2 種類がある。農地環境推定システムは、OS やバージョンの影

響を受けない Web サービス型システムで、特定のアプリケーションをインストールするのではなく、

情報通信端末の Web ブラウザで利用するものである。

パソコン用のシステムは、国土地理院の地理院タイルを背景画像として、複数地点の情報を同時

に表示し、各地点の任意期間のデータのグラフ化などが可能である。モバイル機器用システムで扱

える気象要素はパソコン用と同じであるが、現場での利用を想定していることから、登録した個別

の地点における当日の観測値の他、前日から 2 日先までの気象要素をホーム画面に表示する。さら

に、ホーム画面には、当日の作業計画の立案等を補助するため、現在時刻から 6 時間先までの降水

量の予測値の他、当日～2 日先までの天気予報および風速の情報が表示される。そして、表示地点

の選択の他、データのグラフ化及びダウンロードの機能を有している。

表 1 農地環境推定システムで取得できる気象要素 

気象要素 出力データ

気温・湿度

日平均気温（℃）・日最高気温（℃）・日最低気温（℃）・日平均相対湿度（％）

＊1986 年以降のデータ作成が可能で、将来予測は 2 日先まで推定可能。  

＊ホーム画面には、昨日から 2 日先までのデータを表示。  

日射量 日積算水平面日射量（MJ/m2）  

＊1986 年以降のデータ作成が可能だが、当日以降のデータ作成はできない。  

蒸発散量 日積算基準蒸発散量（㎜）

降水量 日積算降水量（㎜）・6 時間先降水量（30 分毎，mm）  

＊2006 年以降のデータ作成が可能。当日分は、午前 0 時から現在時刻までの積算値  

図 1 農地環境推定システムのパソコン用画面（左）とモバイル機器用農地環境ナビの画面（右）

12



4．農地環境推定システムの活用と今後の展望 

生命維持に必要なエネルギー源となる、米や麦といった作物とは違い、嗜好品である果樹は、品

質への要求は非常に高く、そのための精密な栽培管理が求められている。精密な栽培管理とは、複

雑な工程を効率的に実施することであるが、これを実現する手法として、工業分野で実施されてい

る PDCA サイクルを農業に導入することが以前より提唱されている。しかしながら、農業現場への

研究成果の導入において、PDCA サイクルの考え方が実践されている事例は少ない。PDCA サイク

ルが回らない理由としては、“C”heck の部分がうまく機能していないことが考えられる。つまり、

成果が得られた時の気象環境とそれを適用する圃場の気象環境の違いが不明なため、適切な改善策

を選択できないことが要因となり、PDCA サイクルが十分に機能しないと考えられる。農地環境推

定システムは、この“Check”機能に貢献することで、過去の経験や結果にもとづいて日々の作業

を最適化し、生産性を向上させ、以下を実現するためのツールになることを期待している。

過去と現在の栽培状況の客観的な評価・比較が可能となることで、過去の経験を現在にフィード

バックすることが容易になる。

他の生産者（園地）の栽培状況との客観的な比較が可能となることで、共通の基準による情報交

換や地域の栽培状況に対する認識が共有される。

 過去の経験や知見が、客観的なデータとともに保存・継承されることで、産地で培われた技術や

知識が、産地全体の財産として共有される。

 公設試験場や大学等の研究機関で開発された技術や研究成果が、農業現場へ円滑に導入される。 

農地環境推定システムにおける気温推定では、短期間の現地気温観測データから、近隣のアメダ

スポイントとの気温地点間差推定モデルを作成することで、アメダスに準じた気温を推定している。

これは、日射量などとは違い、地形や土地被覆条件等の現地特有の地理要因の影響を強く受ける気

温については、現地観測値から理論式を補正する必要があるためである。理論値のみから、様々な

園地環境データが取得できることが理想であるが、実際には現場の様々な要因により、理論値と現

実の値が一致することは稀である。このことから、実用的なデータ活用の実践には、現地調査と気

象データを組み合わせ、現場にもっとも適したモデルを開発することが、真に有用なデータ活用を

可能にすると考えている。そのような事例となるよう、現地の土壌水分調査により作成した、土壌

の体積含水率の推定モデルおよび体積含水率を pF 値に変換する式を用いた、農地環境推定システ

ムの基準蒸発散量データによる土壌水分の変化のシミュレーションに取り組んでいる。図 2 は、農

研機構西日本農業研究センターで実施された、裸地区とマルチ区におけるシミュレーション結果で

ある。これと同様に、果実の糖酸度や果実肥大といった生理現象なども、現地調査結果と気象デー

タとの関係を解析することで、園地環境データにもとづく産地に適した栽培指針が作成されること

を期待している。実際、日本においては、各府県の公設試験場、普及所、そして生産者が一体とな

った取り組みが展開されており、園地環境データを活用した高度な栽培を実現する体制は既に存在

している。さらに、最近の著しい計算機技術の発展により、かつては大型コンピューターを有する

機関でしか実施できなかった、領域気象モデルによる気象シミュレーションが容易になっている。

アメダス等の特定ポイントの気象データから、任意地点の気象を推定する農地環境推定システムは、

領域気象モデルの計算結果と組み合わせることで、寒害発生などにおいて、より詳細で実用的な予

測の実現や高品質果実を安定生産する栽培システムの開発に貢献することを期待している。 
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図 2 農研機構西日本農業研究センターの試験圃場で実施された、土壌水分変化のシミュレーション 

5．さいごに 

これまで、公設試験場や大学等の成果を現場に適用する際には、開発現場とは環境が異なること

から、日々の栽培管理において何らかの調整の必要があり、上手くいかないケースがあった。そし

て、合理的な調整を行うためには、圃場において正確な気象データを取得することが必要である。

また、どのような環境において、どのような管理を実行すれば高収益栽培が実現できるかを明らか

にする試験等においても、正確な気象データとセットにしてマニュアル化することで、現場への適

用が容易になることが期待できる。また今後は、情報通信技術だけでなく、AI による栽培管理技術

の発展が期待されているが、AI 技術がいくら発展しようとも、AI による精度の高い予測には、圃

場の環境データは必須であり、AI/IoT 技術が発展し、データ社会へと変貌する過程においては、圃

場環境データはますます重要になると思われる。 
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気候温暖化に適応するための鹿児島県の取り組み方向

鹿児島県農業開発総合センター 

 川村秀和

１．はじめに

鹿児島県は，東西約 270km，南北約 600km に広がり，薩摩・大隅地方と種子島，屋久島，奄美群

島など薩南諸島の島々からなっている．気候は，温帯から亜熱帯気候帯まで広範囲に及び，年平均

気温は 15℃から 23℃までと大きな差がある．  

当県では，温暖な気象条件を生かして，多種のカンキツ類が栽培されている．地域別には，主要

な産地である県北西部の出水地域でウンシュウミカン，不知火，ナツミカン等，より温暖な屋久島

や奄美大島などでは，タンカン，ポンカンなど栽培適温の高いカンキツ類が栽培されている．これ

らの地域では，生産者が温度条件に適した品目を選定し，長年にわたり産地を維持してきた．

ところが，気候温暖化は，県内各産地でカンキツ類の生育や果実品質に影響を及ぼし，様々な問

題を発生させている．

国内においては，地理的特性からカンキツ類への影響を受けやすい当県の気候温暖化による諸問

題が，今後，全国各地のカンキツ産地で多発することが予想される．そこで，当県のカンキツ産地

の現状と温暖化に適応するための取り組み方向について紹介する．

２．当県の気候温暖化・変動の現状及び予測 

当県の気象観測地点における年平均気温は，この 100 年当たり，鹿児島市では 1.99℃，奄美市で

は 0.95℃上昇している（福岡管区気象台，2018）．気候変動の予測は，現時点を超える政策的な緩

和策を行わないことを想定した RCP8.5 シナリオによると，当県（奄美地方除く）の将来気候（2076

～2095 年）では，年平均気温は県本土（奄美地方を除く）で約 3.8℃，奄美地方で約 3.4℃上昇し，

季節を比較すると冬の上昇が最も大きくなると予想されている．真夏日，猛暑日も増加し，冬日は

減少している．年間の降水量は，当県（奄美地方除く）では約 260mm，奄美地方は約 148mm 増加

するが，有意な傾向ではない．短時間強雨の年間発生回数，無降水日数は有意な増加となっている

（福岡管区気象台，2018）．  

カンキツ類の生育では，大隅半島の垂水市において，発芽日および満開日が 1970 年代に比べて，

ウンシュウミカン「三保早生」で１～４日，ポンカン「吉田ポンカン」で５～７日早まっており，

吉田ポンカンでは，満開日が早くなることで，11 月下旬の着色歩合が高まっている（鹿児島県農業

開発総合センター，2010）．

カンキツ類の栽培適地に関する影響は，2051～2070 年には，国内でのウンシュウミカンでは，栽

培適地割合（栽培適域面積／県面積）は減少し，タンカンでは，現在の栽培適域である離島および

半島の沿岸部から，薩摩半島のほぼ全域と県の北部地域（内陸部除く）まで北上することが予測さ

れている（Sugiura.T ら，2014）．  

３．当県の果樹産地に及ぼす影響と適応に向けての動き 

１）気候温暖化・変動がカンキツ産地に及ぼすマイナスの影響

気候変動の影響は，県本土から離島まで県内全域に及んでいる．ウンシュウミカンでは，開花後

の高温による過剰な生理落果，日焼け果および浮き皮果など生理障害果の発生，収穫時期の着色不

良，タンカン，ポンカン，ナツミカンなどの中晩柑類では，様々な生理障害果の発生，秋枝の発生・

徒長，秋季の過剰な果実肥大による品質低下，隔年結果の拡大などが発生し，さらに，これらの問
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題は複雑に関連している．例えば，ポンカンでは，早期開花と秋冬季の温暖多雨により，収穫前の

果実に水腐れ症が多発して，産地に深刻な影響を及ぼしている．病害虫では，ミカンコミバエなど

南方系害虫の侵入機会の増加，かいよう病や黒点病（特に後期黒点病）による被害増加，病害虫の

発生期間の拡大が懸念されている． 

２）気候温暖化に適応した当県のカンキツ産地の動き

ａ．奄美大島における「津之輝」の導入 

 奄美大島では，主力品目であるタンカン「垂水 1 号」と収穫期が異なり，年末の需要期に出荷で

きる品種・品目の探索を 2009 年から実施して，「津之輝」の特性を調査した．具体的には，露地栽

培で 12 月には優れた食味と安定した果実品質になり出荷可能であること，温暖な奄美大島でも紅

の濃い果皮色であったことが確認された．その一方，標高が異なる園地において，クエン酸含量に

差異が見られた．これらのことから，適地性の評価が，島内でも標高によって異なることが示唆さ

れた． 

ｂ．果皮色の濃い品種・系統（紅系オリジナル品種）の導入推進 

カンキツ類では，成熟期の高温による着色不良が問題になっている一方，着色が早い，または，

果皮の橙色が濃いカンキツ類の品種，系統が，近年，相次いで育成，発見されている（第１表）．

各産地及び当センターでは，これらの栽培特性を把握して，商品性の向上を図るために栽培技術の

確立に取り組んでいる． 

第１表 鹿児島県で育成，発見されたカンキツ類の新たな品種・系統 

品目 品種・系統名 果実の特徴 育成経過 育成者 

不知火 「大将
だいまさ

季
き

」 「不知火」より果皮色が濃い橙色 枝変わり 個人

ナツミカン 「紅
べに

さわ香
か

」 「大野紅」より果皮色が濃い橙色 枝変わり 個人

タンカン 「平井
ひ ら い

Ｒｅｄ
れ っ ど

」 
「垂水１号」より着色・減酸が早い 

果皮色が鮮橙色 
枝変わり 個人

ポンカン 「ＫＰ
けーぴー

－２
に

」 
「太田ポンカン」より着色が早く，

果皮色が濃い 

珠心 

胚実生 
鹿児島県 

４．当県におけるカンキツ類の試験研究の取り組み 

当県では，地球温暖化に伴う高温障害，気象災害の増加など「生産環境の変化に対応した農業技

術の開発」を農業試験研究推進の基本テーマの一つとして，重点的に取り組んでいる． 

カンキツ類では，ウンシュウミカンの日焼け果発生の軽減，植物成長調整剤の活用，着色向上対

策に取り組み，極早生温州「かごしま早生」の日焼け果発生の軽減対策として，樹冠上部摘果法を

提案した（矢野・西田，2010）． 

2018 年度からは「気候変動等の影響を緩和する園芸品目生産技術の開発」の課題に取り組んでい

る．カンキツ類では，①加温ハウス栽培キンカンの年内出荷比率向上，②極早生温州の日焼け果の

軽減等に関する栽培技術の開発，改善に着手している． 

カンキツ類の育種に関しては，高温による着色遅延，糖度低下を改善でき，連年安定結果できる

品種開発に取り組んでいる．ウンシュウミカンでは，９月に出荷可能な糖度が高く，着色しやすい

品種の作出，中晩柑類では，秋季の高温による着色不良を改善する品種の作出に取り組み，「太田

ポンカン」に代わる品種として「ＫＰ－２」を育成し，普及を推進している（岩田ら，2018）．
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５．当事業における現地検討・意見交換会における主な意見 

１）出水地域（2018 年 8 月 30 日開催）

ウンシュウミカンでは，着色遅延の課題を抱える主力品種の極早生温州「かごしま早生」に比べ

て，早期に着色する品種の育成が望まれる．中晩柑類の問題としては，糖度の上昇不足および低酸，

貯蔵期間中の腐敗果の増加，秋枝の多発などが発生している．特に，秋季の高温多雨による影響は

深刻で栽培技術の改善では対応が難しく，生産現場の取り組みで解決することが困難な課題である． 

 病害虫の発生期間の拡大，生理障害の頻発により，対応策に要する作業量の増加が懸念される．

果樹農家の経営安定に向けて，園地の集積・基盤整備を実施することで省力化を図ることも重要で

ある． 

２）奄美地域（2018 年 10 月 29・30 日開催）

奄美大島では，新たな樹園地が標高 200～400m に造成され，既存の標高の低い園地との間で，果

実生育，品質に差異が見られる．タンカンでは，秋枝の発生・徒長により貯蔵養分不足によって，

翌春の発芽から新梢硬化まで樹勢を維持することが困難になっている．また，秋肥による果皮の着

色への影響も明らかになりつつあり，既存の施肥体系の見直しを検討すべきである．奄美大島では，

「津之輝」の導入を推進しているが，標高差に伴う温度の違いによる適地性の判断が重要である．

今後の温暖化の進行によって，栽培適地が移動することが予想されることから，カンキツ産地の維

持に向けて，将来を見据えた政策・適応策を実施して欲しい． 

６.今後の取り組み方向

１）農地環境推定システムの活用

 当県では，農研機構西日本農業研究センターと株式会社ビジョンテックの共同研究により開発さ

れた農業気象を推定するための気温データ自動収集装置（植山ら，2018）を設置し，農地環境推定

システムにより県内 7 カ所の観測地で気象データを取得している．

これまでに，タンカンの温度と生育に関する影響については，県内離島と鹿児島との比較では，

果実の発育は冬季温暖地域が良好で，果皮の着色は冷涼な地域の順に良好であること（平井ら，2005．

冨永ら，1995）．タンカン「垂水１号」では，秋冬季の気象条件が果実重や果実品質に強い影響を

及ぼしている可能性が報告されている（楊ら，2009）．

現在，奄美大島では，標高 30ｍ（奄美市住用

町），280ｍ（奄美市本茶地区）と 400ｍ（大和

村福元地区）の樹園地で気象データを推定する

ことができる．これらの樹園地間では，平均気

温で約２℃の差がある（第１図）．今後，気候

温暖化を前提とした栽培適地の判定には，植物

の生育と各園地の温度，日照，降水量等のデー

タを解析することが求められることから，農地

環境推定システムを活用することは重要であ

る． 

２）気候温暖化を見据えた新品種・既存品種の導入に向けての評価

杉浦氏は，果樹分野の温暖化への適応策には３つの段階があると提唱している（杉浦,2018）．最

初の段階であるステージ１「栽培技術による適応」は，すでに各地で取り組まれている．今後，次

の段階のステージ２「高温耐性品種への更新」およびステージ３「樹種転換」については，新品種
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や既存品種の適地性を評価することが求められる．例えば,当県においては,タンカン「平井Ｒeｄ」

および「津之輝」を県本土ならびに奄美大島の標高の異なる各園地に対象樹種を植栽して，生育状

況を比較し，農地環境推定システムを活用して，適地性を判断することが必要である．生産現場で

は，温度要求量の高い新品種・既存品種への関心が高まっている．一部の篤農家が自主的に新品種・

既存品種の栽培適性を検討しているが，十分な検証が行われていない．今後は，多くの樹種，品種

の栽培特性を速やかに評価できる体制を構築したい． 

３）当県に適応する育種の方向と園地整備による産地づくり

 当県では，気候温暖化の進行により，高い温度要求量，高温時でも着色良好な果実，果皮体質の

強化，隔年結果の軽減，病害虫への耐性など，気候変動の影響を受けにくい高品質な品種の育成が

求められる．また，県内各産地では，農家の高齢化，農業後継者の不足により，樹園地の荒廃も見

られる．新たな品種の導入に併せて，園地の基盤整備により，水源の確保，樹園地の集積を行い，

栽培管理作業の低コスト化を図り，さらに，省力化への取り組みとして，機械化，かん水施設，園

内作業道，省力樹形等の導入・整備を推進し，安定生産に向けて，マルドリ等の栽培技術を導入す

るなど，気候変動に適応した生産環境を整えることが必要である． 

７．さいごに 

気候変動に適応する当県の果樹栽培を推進するためには，県内各地域の生産現場におけるモニタ

リングの精度を高めることにより，樹園地ごとに品種の適性，栽培技術，省力化等の方向性を示す

ことが重要となる．南北に幅広い当県の地理的特性を生かし，国内のカンキツ産地と連携して，気

候温暖化の適応策への取り組みを強化したい． 

引用文献 

福岡管区気象台 .2018．九州・山口県の気候変動監視レポート 2017 

福岡管区気象台 .2018．九州・山口県の地球温暖化予測情報第２巻  

平井ら．2005．奄美大島，屋久島および鹿児島におけるタンカンの果実発育と成熟に関する比較研究 熱帯

農業 別 2：37-38 

岩田ら．2018．年内に適した早生ポンカン「ＫＰ－２」の特性 鹿児島県農業開発総合センター研究報告 12：

25-29

鹿児島県農業開発総合センター．2010．平成 21 年度普及に移す研究成果集：21-22 

鹿児島県農業開発総合センター．2014．鹿児島県農業試験研究推進構想

Sugiura.T ら．2014 Predicted Changes in Locations Suitable for Tankan Cultivation  Due to Global Warming in 

Japan. J.Japan.Soc.Hort.Sci.83(2):117-121 

杉浦俊彦．2018．温暖化シミュレーションによる果樹栽培適地の移動予想と懸念される果樹栽培上の問題 農

研機構「カンキツ新技術・新品種研修」第３回講演要旨：3-6 

冨永ら．1995．屋久島と鹿児島におけるポンカンとタンカンの果実発育と品質の比較 鹿児島大学南西地域

研究資料センター特別報告 6：15-22 

植山ら．2018．露地における精密な栽培管理の実現に資する農地環境推定システム 生物と気象 18：76-85 

楊ら．2009．タンカン（Citrus tankan Hayata）の果実発育，着色，果汁成分，砂じょう成長および呼吸活性の

時期別変化 園学研 8(2)：227-234 

矢野・西田．2010．気候変動にも対応できるうんしゅうみかんの高品質化安定生産技術の確立・普及 九州

農政局生産経営流通部園芸特産課：89-96 
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マーケティングの視点から見たカンキツ産地の現状と課題

四国大学地域教育・連携センター 

宮井 浩志

１．はじめに

選択的拡大以降のカンキツ産地を取り巻く環境とその対応については約半世紀近くに渡り、国産

果実の供給過剰と段階的な果実輸入緩和への対応としての需給調整と高品質化、そして零細分散錯

圃というわが国農業の構造問題への対応としての園地流動化と大規模化に焦点が当てられてきた。

前者については段階的な転換政策もさることながら、市場メカニズムによって産地や生産者の淘汰

が一定程度進んだ。その中で、銘柄産地を中心とする競争力優位の産地や生産者にカンキツに代表

される果樹生産が集約化されたことで、需給調整と高品質化の対応は一種の到達点的領域に達した

といえる。その一方で、構造問題への対応は遅々として進んでいない。特に長期的な国産カンキツ

類の市場縮小によって担い手の育成と継承が進まなかったことなどを背景に、生産者の減少と高齢

化が抜き差しならない状況に陥っている。カンキツに代表されるように、傾斜地や島嶼部など条件

不利地域で多く栽培される品目は特に生産基盤の弱体化が深刻で、2010 年代以降はついに国産果実

の「不足」があらゆる側面から明らかとなってきている。これまで過剰を一種の前提としてきたカ

ンキツ産地と生産農家にとって、この「不足時代」をどう理解してどのように対応するかは喫緊の

課題である。本報告では、この不足時代のカンキツ農業について、統計データなどの整理から現状

分析を行い、さらに代表的な産地や先進的経営へのヒアリング調査結果からカンキツ農業の今日的

かつ具体的課題を抽出して、今後のカンキツ産地の展開方向について考える。

２．国産カンキツ類の需給動向 

 代表的なカンキツ類であるミカンは、長年に渡り生鮮果実消費のトップに位置していた。ところ

が、果実輸入の増加や消費の変化などを背景に、購入数量で 2004 年にはバナナに 2015 年にはリン

ゴにも抜かれ、果実消費の中心から緩やかに後退し続けている。また、二人以上世帯当たりの生鮮

果実購入量に占める割合についても、1997 年には 19.2％であったのが 2017 年には 13.5％にまで減

少しており、この 20 年の間に 5.7 ポイント低下している。食料消費の多様化だけでなく、果実消費

の多様化が進む中でカンキツの相対的地位は年々低下を続けており、需要面ではこれまで通り非常

に厳しい状況にある。

 その一方で、需要と供給のバランスにおいては、これまでのような供給過多による買い手優位の

状況からは脱しつつある。オレンジの輸入自由化以後のミカン価格は 200 円 /kg 中心に推移し、特

に需給バランスの崩れる表年においては再生産価格の指標となる 200/kg 円を大きく割り込み、2000

年前後には 150 円 /kg 以下となる年もあった。ところが表年の生産量においても 100 万 t を割るよう

になった 2009 年以降は一貫して単価は上昇傾向にあり、2015 年産と 2016 年産の四大市場単価につ

いては、二年連続して 250 円 /kg を越えるなど、単価は上昇に加えて安定する傾向にある。こうし

た統計データに加えて主要産地の集出荷団体や市場関係者へのヒアリング調査、さらには後述する

生産・経営の動向などから今後のミカンを中心とした国産カンキツ類の需給バランスを勘案すれば、

当面は売り手優位の状況が続くものと考えられる。

こうした背景には、オレンジの輸入自由化がなされた 1990 年代以降のわが国における果樹の需

給構造において、一部高級果実とバナナを除いた輸入果実のほとんどが業務加工用あるいは果汁と

しての用途（加工用の割合は 59％）に特化される一方で、生鮮消費においては高品質な国産果実（生

鮮用の割合が 88％）が主要な地位を確保してきたという一種のすみわけ関係が存在している。しか
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しその一方で、こうした国産カンキツ類の「高値安定」の市況は消費者側からすれば必ずしも好ま

しい状態ではなく、こうした状況に対して国内の小売大手も既に安価な輸入カンキツ類の調達をは

じめており、一概に楽観的な見通しはできない状況にある。

３．国産カンキツ類の生産・経営動向 

 本節では国産カンキツ類の生産・経営動向について、土地・労働力・規模拡大の三点から検討す

る。周知のように温州ミカンを生産量の面で見れば 100 万 t を割り込むどころか、2015 年産の裏年

では 80 万 t を割り込むような状況となっており、選択的拡大以前の水準にまで後退している。その

一方で、温州ミカン生産後退の要因は先に示した需要の減少だけではなく、カンキツ類生産におけ

る温州ミカン離れが指摘できる。「果樹生産出荷統計」の温州ミカン結果樹面積と「特産果樹生産

動態等調査」のカンキツ類の栽培面積から温州ミカンを除くカンキツ類の栽培シェアを推計すると

（図１）、園転事業による改植園が成園化する前の 1975 年におけるシェアはわずか 4.8％であった。

元統計の捕捉対象の変化とその限界から累年統計による比較は推計の域を出ないが、カンキツ類の

栽培シェアは 1988 年には 10％、2001 年には 20％を越え、利用できる最新の 2014 年のデータでは

33.3％と、実にカンキツ類生産の 1/3 を温州ミカン以外の品種が占めるに至っている。カンキツ類

の生産においては面積減少というネガティブな状況以外にも、こうした多様化の進展や先に示した

単価の上昇など、ポジティブな指標も少なからずみられるようになってきている。

 労働力については、カンキツ類は西日本一帯で傾斜地など条件不利地域を中心に産地が展開して

きた歴史的背景から、後継者不足や経営主の高齢化、さらには地域の労働力市場がひっ迫してきた

ことで雇用労働力の確保が困難になるなど、労働力問題が深刻化している。こうした労働力問題に

ついてはカンキツ栽培農家のみに限った統計がなく、農業センサスから果樹栽培を行う農業経営者

の年齢層別のデータについて検討を行う。果樹栽培を行う農業経営者で 60 歳以上が占める割合は

2000 年には 57.5％であったのが、2015 年には 77.2％と平均して 1 年に 1%という急速なスピードで

その割合が増加しており、果樹部門で高齢化が急速に進んでいることがわかる。さらに、50 歳未満

の経営者が占める割合は 2000 年には 18.4％であったのが、2015 年には 6.3％と約 1/3 にまで減少し

ており、高齢化だけでなく若い担い手の減少も危機的状況にあることがわかる。

次に、わが国農業の構造問題における最大の課題、規模拡大についてみていく。これについても

カンキツ経営に限った統計は見当たらないことから、農業センサスの果樹の栽培を行う販売農家を
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対象に、都道府県別に栽培面積規模別の割合から大規模化について検討する。2005 年における 5ha

以上経営の割合はわずか 0.2（558 戸）であったが、2015 年には 0.4（968 戸）と倍近くに増加して

いる。特にリンゴの主産地である青森で 5ha 以上経営の増加が著しく、2005 年における 5ha 以上層

の割合は全国平均と同じく 0.2%（61 戸）であったのが、10 年後の 2015 年には 0.8％（110 戸）と

大きく増加しており、リンゴ産地ではいち早く規模拡大が進んでいると考えられる。その一方で、

最大のカンキツ産地である和歌山では同 2005 年は 0.1％（22 戸）、2015 年は 0.3％（46 戸）と一定

程度の増加は見られるものの全国平均を下回る状況にあり、カンキツ類における規模拡大が容易で

ないことがわかる。しかし、静岡では 2015 年の割合が 0.6％、熊本では同 1.0％と、全国平均を越

えて 5ha を越える大規模経営の割合が増加しており、平坦地が多く栽培条件に恵まれた産地と先進

的経営を中心に規模拡大は着実に進んでいるものと考えらえる。

４．主産地と先進的経営の動向 

果実輸入の増加と消費の多様化などを背景に国産果樹の相対的地位は年々低下しており、その中

で品質と生産性に優位性のある主産地に生産が集約化されている。例えば、比較的全国に産地が散

在しているとされる温州ミカンについても、1995 年の栽培面積に占める和歌山・愛媛・静岡・熊本

の上位四県の割合は 46.5％であったのが、20 年後の 2015 年には 54.1％と過半を越えている。こう

した状況から、カンキツ生産全体に主産地とその中心に位置する先進的経営が与える影響力は高ま

っていると考えられる。

例えば、他産地に先んじて大規模経営が増加している静岡県三ヶ日では、一戸一法人型の経営が

多く見られる。カンキツ類 10ha を経営する T 経営では、法人化した上で 6 人（うち 1 人が後継者、

1 人がフルタイムパート）を社員として通年雇用している。カンキツ類の生産量は 220～230t/年で、

内 20t（JA からの購入分 5t を含む）を利用した加工による六次化にも取り組んでおり、作業の周年

化を行っている。三ヶ日ではこうした 5～10ha 規模の一戸一法人型の経営であっても、加工・販売

事業を行っている経営が相当数存在しており、JA 三ヶ日でもそうした雇用労働力を要求する大規模

経営などへの労働力対策としてアグリワーク（無料職業紹介）事業を全国に先駆けて実施している。 

カンキツ産地としては国内最大とみられる和歌山県有田地域では、伝統的なブランドに依拠した

1ha～2ha 程度の安定した中農経営が多数を占めて園地の流動化が進まないことを背景に、加工事業

に重点を置いて必ずしも規模拡大を志向しない独自の法人経営が生まれている。また、当地では、

労働力問題などを抱える中小規模の経営に対して、光センサーなど最新設備を備えた JA 直営共選

などが中心となって組織化を進めており、家庭選別の受託を行う JA 直営共選や、家庭選別そのも

のを廃止する集落共選が出てきている。このように、従来は高品質化を目的に導入が進んだ光セン

サー選果機が技術的進歩によって省力化にも利用できる道が開けつつあり、長崎県佐世保ではロボ

ット選果の実証研究が進められている。さらに、有望な高糖度化技術の一つとされながらも普及が

進んでこなかったマルドリ栽培についても、福岡県八女ではコスト削減および省力化、規模拡大を

目的にした団地化と合わせて大規模に導入される事例が出ているなど、革新的技術や新品種の実装

が産地や経営の新たな展開に直結する事例が増えている。

5．さいごに ～マーケティングの方向性～ 

 本報告で見てきたように、カンキツ類の市況は「不足」が現実化したことで当面は売り手優位に

推移することが見込まれる。こうした状況においては、加工用など安価な用途には輸入果実、生食

用には国産果実とすみわけがなされている現状に加えて、主産地に生産が集約されたことで一層の

高品質化を図る必要がある。さらには、生産基盤の弱体化と大規模経営や企業的経営の増加によっ
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て労働力の確保が一層難しくなっている現状から、高品質化と省力化を両立する技術開発のニーズ

が高まっている。つまり、これまでのプロダクト・アウト型の技術開発では、ダイナミックに変化

するであろう「不足時代のカンキツ類マーケティング」に対応することが難しくなっており、産地

や先進的経営が主導するマーケティングの中に技術開発を落とし込んでいく「マーケット・イン型

の技術開発」を官民一体となって推進していくことが重要といえる。
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小田滋晃ら．2015．『進化する「農企業」：産地のみらいを創る』昭和堂  

徳田博美．2014．果樹農業における大規模経営育成の意義と課題．果実日本 69(5)：93-96 

徳田博美．2015．柑橘産地における規模拡大と経営対応 :熊本市河内・白浜地区を事例として．農業経営研究

53(2)．73-78 

宮井浩志．2018．国産果実「不足」時代の産地と流通の展開方向．果実日本 73(1)．102-104 

宮井浩志・辻和良．2018．園芸を取り巻く環境変化と産地の課題．藤田武弘ら『現代の食料・農業・農村を

考える』ミネルヴァ書房．136-152

22



カンキツ研究ネットワークの概要
「我が国におけるカンキツ⽣産の現場が抱える課題を把握するとともに、産学官連携に

よる研究資源の集中と効果的・効率的な運⽤により、当該課題における問題解決を図る」こ
とを⽬的として平成 29 年に設⽴された研究ネットワークです。

代表機関
国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構（農研機構）果樹茶業研究部⾨

拠点機関
関東東海ブロック    ：農研機構果樹茶業研究部⾨カンキツ研究領域
近畿中国四国ブロック  ：農研機構⻄⽇本農業研究センター傾斜地園芸研究領域
九州沖縄ブロック    ：農研機構九州沖縄農業研究センター

結成されている研究コンソーシアムと取り組んでいるプロジェクト
〇βクリプト周年供給コンソーシアム【⾰新的技術開発・緊急展開事業（うち地域戦略プロ
ジェクト）】
「β‐クリプトキサンチンの供給源となる国産カンキツの周年供給技術体系の実証」
〇カンキツ安定⽣産コンソーシアム【⾰新的技術開発・緊急展開事業（うち経営体強化プロ
ジェクト）】
「養⽔分制御を基盤とした樹体管理技術の確⽴による⾼品質カンキツ果実連年安定⽣産の
実証」
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⾰新的技術開発・緊急展開事業（うち技術開発・成果普及等推進事業）

カンキツ研究ネットワークシンポジウム

カンキツ産業における気候温暖化に適応するための技術開発に向けて

⽇時：2019 年 1 ⽉ 30 ⽇（⽔）

場所：ホテルグランデはがくれ（佐賀市）

実施責任者：森⼝卓哉
（国⽴研究開発法⼈農業・⾷品産業技術総合研究機構果樹茶業研究部⾨）

担当者：根⾓博久（農研機構九州沖縄農業研究センター）
中野正明（農研機構九州沖縄農業研究センター）
喜多正幸（農研機構⻄⽇本農業研究センター）
遠藤朋⼦（農研機構果樹茶業研究部⾨）

（事務局） 農研機構九州沖縄農業研究センター 産学連携室 坂本寛之
TEL 096-242-7512、FAX 096-242-7543
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