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果樹の樹体内水分動態特性

－ 樹体内における水の動きを考えた果樹園の水管理 －

次世代カンキツ生産技術研究チーム
平岡 潔志

１．マルドリ方式
－マルチと点滴(ドリップ)潅水同時施肥装置により土壌養水分環境を制御する技術－

透湿性マルチを敷いて根域土壌が乾燥すると、細根表面に接する土壌水分は減少して吸水

量が低下します。このとき、気孔を開いたままでは樹体内の水分が減少するため、葉は気孔を閉

じて水分の消耗を抑制します。この結果、大気中から二酸化炭素を取り込むことができなくなり、

光合成速度は低下します。このように、マルチを敷くと、樹体内水分の減少と光合成産物生産

量の減少がおきると考えられます。ところが、カンキツ栽培では、マルチを敷くことによって高糖度

の果実を生産できることが明らかにされたことから、マルチを効果的に利用する技術の開発が進

められてきました。しかし、本来、マルチを敷いて根域土壌を乾燥させることにより樹体内水分と光

合成量の減少が起きることから、樹体の生育と果実生産とのバランスが乱れ、果実の生産量や

品質が大きく変動（隔年結果）したり樹勢が低下することが問題でした。そこで、必要以上の根域

土壌の乾燥を防ぐために、マルチに点滴潅水を併用したのがマルドリ方式です。

マルドリ方式では、マルチによる地上部から土壌への養水分の進入抑制とマルチ下の点滴チ

ューブからの潅水と液肥施用による養水分供給により、露地栽培果樹の根域土壌の養水分環

境を養液土耕のように人為的に制御します。このとき、樹体や果実の生育に応じて適当な水や

養分を供給するこ

とにより、安定した

樹体の生育と果

実生産を継続する

ことが期待できま

す。しかし、樹体の

生育と高品質果

実の安定した生産

を可能にする樹体

内養水分環境の

変動特性、とくに

水分環境の変動

特性については明

らかになっていな

いことが多く、潅水

時期や潅水量を
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決めるための指標や基準は明確にできていません。このため、生育期間における樹体内の水の

動き（樹体内水分動態特性）を明らかにするために様々な取り組みを行っています。

２．樹体内における水の動きを考えるために

A. 樹の水分状態に関わる要因 － 自然環境と人為的管理 －

樹体は、根が吸収した

水の多くを葉の気孔から

大気中に放出しながら、

土壌中の養分を吸収し、

大気中の二酸化炭素を

取り込んで光合成を行

い、自らの成長と果実の

生産を行っています。潅

水した水のほとんどは土

壌を通して植物体に供給

されることから、潅水は土

壌の水分状態を適正に

維持する（適正なpF値を

保つ）ことのように考えら

れてきました。しかし、樹体の水分環境は、土壌の水分環境以外に、温湿度、日射量、風速、

二酸化炭素濃度など多様な環境の影響を受けて変動します。せん定などの枝梢管理や摘花・

摘果などの着果・結実管理も樹体内の水分状態に大きな影響を与えます。このため、潅水を効

果的に行うためには、土壌の水分状態だけではなく樹体の水分状態を知ることが重要です。

B. 吸水と送水・貯水と放水 － 太根・太枝の役割 －

根が土壌から吸水した水は、枝を通して葉に送られ葉から大気中に放水されます。これまで、

これらの中で根と葉については、樹体の水の入り口と出口として量や比率（細根と葉の表面積比

など）に焦点が向けられてきましたが、永年性作物である果樹では根と葉の距離が長く、この間に

水の通路になるとともに一時的な貯水器官として機能する容積の大きい太枝と太根があります。

このため、樹体内における水の動きを考えるためには、細根や葉に加えて太枝や太根の水分状

態や機能を考える必要があります。つまり、樹体内の水分バランスは、短期的には細根の吸水と

葉からの放水（蒸散）のバランスによって決まりますが、この水分収支により太枝や太根の水分状

態は変化し、これにともなう送水・貯水機能の変化が樹体内の水分動態特性に影響を与えるの

です。太枝基部（主幹）に位置する台木と穂木の接ぎ木部では、送水の通路（導管）が不連続

になっていると考えられるため、台木品種と穂木品種の送水能の違いによって、太枝と太根の水

分環境の違いが生じます。

樹の水分状態に関わる要因

形態的特徴

葉（果実）の量と分布
枝の構成（樹形）
根の量と分布
細胞組織の大きさ

生理的特性

蒸散（気孔開閉）制御
組織細胞間水輸送能
細根の吸水力

気象環境

降水量
気温
日射量
風速

土壌環境

土壌保水量
土壌透水性
根域土壌深
地温

樹と成育環境を観る視点樹と成育環境を観る視点

葉(果実),枝,根を観る

･･･ 樹体 ･･･

樹の周りを観る

･･･周辺環境･･･
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C. 土壌から樹体、大気へ(SPAC)－ 水の連続的な流れ －

水は、土壌(S)－樹体(P)－大気(A)の間を循環しているた

め、樹体内における水の動きは、土壌・大気を含めた連続

的な流れの中で考えることができます。この流れの方向を示

すのが水ポテンシャルです。水ポテンシャルは、Pa(パスカル)

という圧力単位で示され(一般にはメガパスカル単位;MPa)、

土壌は－0.03MPa、樹体は－0.3MPa、大気は－30MPa程度

を目安に考えることができます(土壌の水ポテンシャルはpFで

表記されてきましたが、MPa表記に変わりました。－1気圧に

相当するpF3は約－0.1MPaに相当します。)。これらの値か

ら、土壌と樹体の間に比べ、樹体と大気の間の水ポテンシ

ャルの差は極めて大きく、樹体は常に大きな力で大気に水

を奪われていることがわかります。葉の水ポテンシャルを日中

測定すると－2MPa(－20気圧相当)程度の値が得られます

が、葉は枝からこの力で水を取り込もうとする一方で－30MP

a(－300気圧相当)以上の力で大気に水を奪い取られてい

るのです。この力は、根から枝の中に水を引き込む力となる

ことから、百mを超える森林樹木の先端枝葉に根から水が

供給されることも理解できるようになりました。

D. 水ポテンシャル － 4要素の視点 －

水ポテンシャルが4つの要素から構成されていることは、

樹体内の水の移動を理解するために役立ちます。浸透圧

に由来するポテンシャル(浸透ポテンシャル)は水に溶けている溶質の濃度、水の通路の大きさに

由来するポテンシャル(マトリックスポテンシャル)は細胞の大きさ（上写真参照）、圧力差に由来す

るポテンシャル(圧ポテンシャル)は蒸散によって導管内に発生する負圧、重力に由来するポテンシ

ャル(重力ポテンシャル)は樹高に関わっていると考えることができます。

E. 水の移動方向・速度と量 － 水ポテンシャルと体積含水率 －

水ポテンシャルの正負は水が移動する方向、大小は移動速度に関わっていますが、水ポテン

シャルは移動する水の量とは無関係です。水ポテンシャルと移動する水の量との関係は、電圧と

電流に似ていて、水ポテンシャルの差が電圧、移動する水の量が電流に相当します。したがっ

て、水ポテンシャルが大きくても移動する水の量が少ないときがあります。近年、広範囲の土壌水

ポテンシャル領域において、土壌中の水の量(体積含水率)を測定できるTDR水分計が開発され

普及していますが、TDR水分計は、テンシオメータにより測定した水ポテンシャルからｐＦ－水分曲

線によって求めていた体積含水率を直接測定することを可能にした水分計です。土壌水分量を

直接測定できることから、適正水分量との差を潅水量の目安にした潅水システムを作ることがで

きるようになりました。

高度技術研修 １

写真 ２年枝木部顕微鏡画像

（上からブドウ、ナシ、ウンシュウ

ミカン）



4

樹体内においても、各組織の水ポテンシャルと各組織に含まれる水の量(体積含水率)を考え

ると、樹体内における水の動きを理解しやすくなります。しかし、これまでに報告されている水ポテン

シャル測定値のほとんどは葉の値であり、体積含水率の測定結果はわずかです。枝の中を流れ

る樹液流速度の測定結果も、果樹に関するものは少ししかありません。このため、葉、枝、根の各

組織の水ポテンシャルと体積含水率、樹液流速度を同時に測定し、これらの関係を解析して樹

体内の水の動きを明らかにする試みを、果樹においても進めていく必要があります。

F. 水の物理特性

水が生命の源となったのには、水の特異な物理特性が関わっています。その特性の中には、

樹体内における水の動きを考えるとき役立つものがあります。

1)凝集力(表面張力、毛細管現象)

水分子は、酸素と水素からな

る構造に由来する電気的極性に

より、互いの分子が水素結合に

より結合する力(凝集力)を持って

います（右図参照）。この力は、

樹体の木部に形成され水の主

要な通路となっている導管内を水が移動するための力となりますが、細い導管では導管壁に結

合しようとする水分子の割合が増えることから、導管内を流れる樹液流の速度は導管の径の2

乗、流量は4乗に比例する(ﾊｰｹﾞﾝ･ﾎﾟｱｽﾞｲﾕの法則)と考えられています。つまり、太い導管ほど

小さい力で多くの水を早く運ぶことができます。しかし、太い導管内に多くの水をためておくと、蒸散

によって負圧が大きくなったとき溶存していた気体が気泡となり、水の流れを妨げることがあります。

2)比熱、気化熱

比熱が大きい水を多く含んでいると、周辺の温度変化に対して温度環境を維持するのに役立

ちます。夏季の高温環境下において、気温より温度の低い土壌から水を盛んに吸収している樹

体では、枝の中を地温に近い冷たい水が盛んに流れるため温度の上昇が抑えられ、日中、水の

流れが少ない枝より冷たいことはさわっただけで容易に分かります。また、気化熱が大きいことか

ら、蒸散によって表面から水が盛んに気化している葉の温度上昇が抑えられていることは、サー

モグラフィなど葉の表面温度の測定によってわかります。

3)電気的特性

電気的な極性を持つ水分子は、特異な誘電率特性をもつことから、電気抵抗だけでなく誘電

率の変化からその量を測定することが可能です。これを利用したのがTDR水分計です。誘電率特

性は、土壌の粒子や粘土と木質で大差がないことから、TDR水分計で樹木の枝の体積含水率

を土壌と同様に測定することができます。このため、ＴＤＲ水分計で土壌と枝の体積含水率を同時

に測定することが可能になりましたが、土壌体積含水率と枝体積含水率の関係は、必ずしも単

純なものではないようです。
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G. アクアポリン

近年、細胞への水の

通路として、細胞膜にア

クアポリンという蛋白質

でできた小さな穴がある

ことがわかってきました

（右図参照）。この穴は、

動植物の細胞に存在

し、水の動きに重要な役

割を果たしています。

３．樹体（枝）内水分の変動特性

A. 日変動

ウンシュウミカン

樹の枝の直径と

体積含水率の日

変化を測定する

と、亜主枝は午前

中急速に収縮した

あとゆっくりともとの

太さに戻り、台木

部や主幹・主枝

の体積含水率は

午後にかけて急に

低下したあと緩や

かに回復しました。

体積含水率の低

下は、導管内に

気泡が発生したことを示していますが、気泡の発生にともなって発生する特異な波長の音（AE）

は、正午前後に多い測定結果が報告されています。

これらの結果から、葉の蒸散が盛んになると、

１．亜主枝の中の水が供給されて枝が縮む（体積含水率は変わらない）。

２．主枝からの水の供給により亜主枝がもとの太さに戻っていく。

３．台木部や主枝、亜主枝木部導管内に気泡が発生してAEが発生する。

４．台木部や主枝、亜主枝木部導管内に気泡が多くなり体積含水率が低下する。

５．アクアポリンが合成され、導管内に水が供給され気泡が消失していく。
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６．体積含水率がもとに戻り、アクアポリンは消失していく。

というような過程（仮説）を経て、枝の中の水分状態は変化していると推測されます。

B. 週、月、年間変動

これまでに測定してきた結果から、枝の体積含水率は緩やかに年間変動していますが、根の

吸水量と葉の蒸散量の多少による水分収支により数日で変動することがあるようです。このため、

枝葉や果実を人為的に取り除くせん定や摘果は、数日の間に枝の体積含水率に影響を与える

と考えられます。また、根の吸水量に関わる土壌水分環境に影響を与えるマルチの敷設や潅水

の影響も大きいと考えられます。しかし、枝体積含水率の測定事例はまだ少なく、基本的な変動

特性についても明らかにできていないため、多様な管理作業が枝の体積含水率の変動にどのよ

うな影響を与えるかについてはわかっていません。

４．樹体・土壌の管理を高品質果実の安定生産に結びつけるために

高糖度の品質の高い果実を安定して生産するために根域土壌の養水分環境を制御できるマ

ルドリ方式を活用した栽培技術の普及と改善に努めていますが、近年、異常気象が頻発する中

で潅水時期や潅水量を決定することは容易ではありません。そこで、樹体内の水分状態を指標

とした潅水技術を開発するために、樹体内の水分環境を簡単に診断評価できる技術開発への

期待が高まっています。しかし、葉の水ポテンシャルを中心に進められてきた水に関するこれまでの

研究だけでは、樹体内における水の動きを理解することはできません。樹体内における水の動きを

明らかにするためには、水に関する多様な研究側面から基礎的なデータの蓄積を行う必要があ

ります。

アクアポリンの発見以来、生体内における水の研究は、遺伝子レベルから生体あるいは群落レ

ベルまで幅広い分野に及ぶことになりました。しかし、果樹については明らかにしなければならない

基礎的な特性がたくさん残されています。これらに関する基礎的研究と栽培技術開発とをともに

推進することが高品質果実の安定生産につながる樹体・土壌管理技術の開発に結びつくものと

考えています。
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マルドリ方式施設設計支援システムを用いた 
点滴かん水システムの水理設計 

2006/7/27-28 高度先進技術研修資料(3) 

近畿中国四国農業研究センター  
次世代カンキツ生産技術研究チーム 
島崎昌彦 

(1) 使用する資機材 

図１にシステムの構成例を示す。この他、状況に応じて減圧弁や、複数のバルブを一台で

制御するコントローラなどを使用する。配水管や給水管に使用する管材は、様々な材質や規

格のものがあるので、状況に応じて選択する。 

点滴チューブは、圧力補正機構の有無により大きく二種類に分けられる。圧力補正機構を

持つチューブでは、規定された範囲内であれば、異なる圧力においても点滴孔から出る水の

流量がほぼ一定となる。マルドリ方式では、傾斜地で用いられる場合が多いこと、水分と養

分の量を緻密に管理する必要があること、およびシステム設計を容易にできることから圧力

補正機構を持つ点滴チューブの使用を基本としている。圧力補正機構付きの点滴チューブに

も、構造、管径、滴出流量、点滴孔間隔、および使用圧力などにより様々な製品があり、状

況に応じて選択する。 

図１ 構成資機材例 

１．水理設計の基礎 
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(2) 設計の概略 

(3)圧力損失について 

設計において決定する主な事項は、水源（既存施設利用か新設かの選択を含む）、ブロッ

ク（同時にかん水する区域）分割、液肥混入器やバルブ等の位置および規格、配水管および

給水管の路線および規格、点滴チューブ敷設方式（図１に示す渦巻型および往復蛇行型の他

にもいくつかの方式がある）、点滴チューブの規格などである。 

これらの選択にあたっては、各資機材の使用可能な流量・圧力の最大・最小値の制限をク

リアすることが、基本的な条件である。その上で、経済性や作業性を考慮して設計を行う。 

よって、設計の大まかな流れは、使用資機材やその設置位置・方法等の案を定めて流量や圧

力の計算を行い、その結果に応じて案を修正することを繰り返すというものになる。 

設計において最も煩雑な手順の一つは圧力計算であると考えられる。ここで、圧力損失の

基礎知識を簡単に述べる。 

圧力の単位は、国際標準であるSI単位では「Pa（パスカル）」であり、水圧には「MPa

（メガパスカル＝100万Pa）」がよく用いられる。日本では従来「キロ（正確にはkgf/cm2，

キログラム重毎平方センチメートル）」がよく用いられている。しかし、圧力損失の計算な

どの水理計算を行う場合は、水深に換算して「m（メートル）」で表す方法が便利であり、

水流中のある点の水圧をこの方法で表した値は「圧力水頭」と呼ばれる。これらの単位の関

係は概ね、 
 0.1 MPa = 1 kgf/cm2 = 10 m 

である。 

「水頭」とは水流のエネルギーの大きさを水の柱の高さで表したものである。「運動エネ

ルギー」と「位置エネルギー」という概念はよく知られているが、水の流れでこれらに対応

するものは「流速水頭」および「位置水頭」と呼ばれる。位置水頭は、任意に定めた基準点

からの高さである。水の流れを扱う場合はこれらに加えて「圧力のエネルギー」という概念

が用いられ、それが圧力水頭である。水流の中のある点におけるエネルギーはこれら三つの

水頭の和となる。そして、水が流れていくとき、ポンプなどによって加圧されない限り、エ

ネルギーは徐々に減少する。 

ある二点の間を水が流れるときに減少するエネルギーは「損失水頭」と呼ばれる。点滴かん

がいシステムの圧力計算を行う際には、流速水頭は圧力水頭に比べてかなり小さい場合がほ

とんどなので、二点間の圧力水頭差は、標高差から損失水頭を差し引いた値として差し支え

ない。 
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図２に、水槽にパイプとバルブを接続した流れを模式的に示す。☆は、直管部に比べて急

激に流れが変化する点を表す。パイプに細い管をいくつも立てた場合を考えると、図のよう

に水が流れたときだけ細い管の水面に標高差が生ずる。先述のように流速水頭を無視する

と、この標高差が損失水頭に等しい。また、圧力水頭はパイプから細い管の水面までの高さ

である。図のように、損失水頭には、パイプとの摩擦により連続的に生ずるものと、流れの

変化する点で局所的に生ずるものがある。 

これらの損失水頭を何らかの方法で求めることが、圧力計算の主要な部分である。 

図２ 損失水頭について 
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具体的な設計の手順は、概ね次のようである。図３に示す配管例および図１を参照された

い。なお、先述のように圧力補正機構付き点滴チューブの使用を前提としている。すなわ

ち、各点滴孔から出る流量は全て同じとする。 

まず点滴チューブの敷設方式を決める。次に一本の点滴チューブでかん水する樹列を決め

れば、各樹列のチューブ長と流量が求められる。 

使用する機材を仮定し、その使用可能最大流量を参考に、必要に応じてブロック分割を行

う。 

配水管および給水管の路線を定め、使用するパイプの規格を選択する。 

以上の情報より各チューブ末端での圧力を算出し、圧力の過大や過小があれば資機材の選

択および位置、ブロック分割、または一本のチューブでかん水する樹列などを変更する。 

これらの手順を、各種の条件を満足するまで繰り返す。 

ただし、水源、地形、また園主の考え方などの状況は園地によって多様である。設計はそ

れらに応じて行う必要があり、最終的な案の選択は，園主の総合的な判断によるところが大

きい。 

(4) 設計手順 

図３ 配管例（９ブロック分割でかなり複雑な例） 
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２．設計支援システムを用いた設計の概要 

カンキツ園においてマルドリ方式を導入する場合など、点滴かん水施設やマルチを園地に設

置するためには前章で述べたように、水源の能力（流量や圧力）、使用機材の機能、園地の地

形などの情報を用いて、かん水時における点滴チューブ内の水圧の計算、かん水ブロックの分

け方の決定などを、費用を考慮しながら行う必要がある。しかし、この作業は比較的煩雑で、

普及組織や農家が自ら設計することは困難な場合が多い。本システムは、比較的収集の容易な

データを入力すれば、かん水時の状況や概算費用、機材の適否などを出力して、利用者が入

力・出力の試行の繰り返しにより適切な設計を行うことを支援するシステムである。 

入力するデータは、水源や園地内樹列の高さや位置などの簡略的な地理情報，使用するパイ

プや点滴チューブの規格、その他の機材の規格などである（図４）。入力する地形データの精

度は、条件によるが、価格数万円程度の測量器具または巻尺と傾斜計等による測定値程度（±

50cm～1m程度）で多くの場合に実用上問題はない。 

出力される情報は、かん水時の流量、点滴チューブの水圧、使用条件に制限がある機材につ

いて制限を越える場合の警告、使用機材（パイプや点滴チューブ、マルチを設置する場合は

シートも含む）の数量と費用の概算値などである。また、水源や機材の能力に比べて園地が大

きいこと等により園地のブロック分割が必要な場合には、最低必要ブロック数を出力する。 

動作時の表示は上側の操作部と下側の表示部に分かれている（図５）。操作部はデータの種

類（樹列データ、機材データなど）毎に表示を切り替えることにより、同時に表示される情報

を少なくして容易に操作できるものとなっている。表示部は計算結果の数値表示とともに、想

定機材が不適切な場合の警告を簡潔に表示する。 

(1) システムの概要 

図４ システムの機能と利用状態の概略  
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本システムで用いている水理計算手法は，一般に広く用いられている標準的なものであるた

め、計算精度等は実用上問題のないものでありカンキツ園に限らず点滴かん水施設の設計に一

般的に利用可能である。ただし、圧力補正機能を有する点滴チューブの使用を前提としてい

る。 

本システムは、プログラムの形式を旧バージョンのJavaアプレットとしたため、ほとんどの

コンピュータで動作し、コンピュータの専門知識を用いずに利用でき、かつ、使用機材データ

の追加や機能追加などのシステム拡張が容易である。ただし、データのファイル保存を行うた

めには、新しいバージョンのJavaを用いた上で一定の設定作業が必要である。 

本システムは、当機構への申請・審査後に無償で利用可能とする予定である。また、ソース

コードも同時に配布可能とする予定であるため、必要に応じて利用者が処理機能や対応機材の

拡張を行うことができる。 

図５ システムの動作状況例（実際とは表示が若干異なる） 
上部パネルでデータを入力し下部パネルで結果を表示する。出力
データはブロック毎に表示する。点滴チューブ末端で圧力が不足する
場合は図の樹列15のように異なる色で表示する。  
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３．管材に関する補足情報 

かんがい資材として用いられる管材はプラスチック製のものが多く、ほとんどの場合、「塩

ビ」か「ポリエチレン」である。概ね、塩ビ管の方が安価であるが、ポリエチレン管の方が取

り扱い易いと言える。 

(1) 材質による分類 

(2) 塩ビ管 

肉厚のVP管と肉薄のVU管が一般的に用いられる。管の外径と内径はJIS（日本工業規格）に

よって定められている。 

「VP25」、「VU50」などとミリメートル単位の「呼び径」を付して呼ばれるが、呼び径は

内径の概略値であり、正確な値ではない。 

(3) ポリエチレン管 

大きく分けてJIS規格（国内規格）とISO規格（国際規格）のものがある。一般に「ポリパ

イ」と呼ばれて農地で使用されているものは大抵JIS規格管である。 

JIS規格管にも、材質と用途で分類されるいくつかの規格がある。材質による分類は、柔らか

くて肉厚の1種管と硬くて肉薄の2種管がある。用途は、一般用と水道用がある。上述の「ポリ

パイ」や「インチ管」などと呼ばれるものは、大抵一般用の1種管である。 

JIS規格管は、用途、材質と呼び径で一つの規格を指定できるが、ISO規格管は呼び径で外径

が定まるものの、材質と管厚は様々なものがある。 

JIS規格管とISO規格管では、基本的に使用できる継ぎ手が異なる。 

(4) 点滴チューブ 

圧力補正機能を有する点滴チューブで、日本で入手可能なものはメーカー数社のものであ

る。点滴孔1つあたりの流量や、孔間隔、管経、管厚などの異なる様々な規格のものがある。 
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(1) サンプル園地

　水源水圧は20m，園地は
水平とする。
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水源 [種類] [標高] [制御部までの距離] 
高所タンク, 20.0, 2.0 
 
制御部 [液肥混入器] [フィルタ] [バルブ] 
ドサトロン DR-6, ＊なし＊, アクアプロ 
 
ブロック [番号] [その他の損失] [マルチ幅] 
1, 2.0, 3.0 
[名称] [標高] [上流X] [上流Y] [下流X] [下流Y] [樹数] 
樹列1, 0.0, -13.1, -2.925, -24.5, -2.925, 1 
樹列2, 0.0, -1.6, 0.0, -24.5, 0.0, 1 
樹列3, 0.0, 0.0, 2.925, -24.5, 2.925, 1 
樹列11, 0.0, 2.0, 2.925, 8.3, 2.925, 1 
樹列4, 0.0, 0.0, 5.85, -24.5, 5.85, 1 
樹列12, 0.0, 2.0, 5.85, 16.1, 5.85, 1 
 
ブロック [番号] [その他の損失] [マルチ幅] 
2, 2.0, 3.0 
[名称] [標高] [上流X] [上流Y] [下流X] [下流Y] [樹数] 
樹列5, 0.0, 0.0, 8.775, -24.5, 8.775, 1 
樹列6, 0.0, 0.0, 11.7, -24.5, 11.7, 1 
樹列7, 0.0, 0.0, 14.625, -24.5, 14.625, 1 
樹列8, 0.0, 0.0, 17.55, -24.5, 17.55, 1 
樹列9, 0.0, 0.0, 20.475, -24.5, 20.475, 1 
樹列10, 0.0, 0.0, 23.4, -24.5, 23.4, 1 
 
ブロック [番号] [その他の損失] [マルチ幅] 
3, 2.0, 3.0 
[名称] [標高] [上流X] [上流Y] [下流X] [下流Y] [樹数] 
樹列13, 0.0, 2.0, 8.775, 20.8, 8.775, 1 
樹列14, 0.0, 2.0, 11.7, 25.5, 11.7, 1 
樹列15, 0.0, 2.0, 14.625, 25.5, 14.625, 1 
樹列16, 0.0, 2.0, 17.55, 25.5, 17.55, 1 
樹列17, 0.0, 2.0, 20.475, 25.5, 20.475, 1 
樹列18, 0.0, 2.0, 23.4, 25.5, 23.4, 1 
 
導水管 
国際規格（ISO）25mm 
 
給水管 [ブロック番号] [規格] 
1, 国際規格（ISO）25mm 
2, 国際規格（ISO）25mm 
3, 国際規格（ISO）25mm 
 
点滴チューブ 
ラム17, 両側直線 
 
表示部 [倍率] [制御部X] [制御部Y] [横幅] [縦幅] 
10.0, 50.0, 50.0, 100.0, 100.0 

(2) サンプル園地用入力データ 

3ブロックに分割してデータ入力すると，［データ入出力］→［データ一覧表示］で以下のよ

うに表示される。 



－24－ 

 

 

(3) サンプル園地計算結果 
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５．応用操作 

(1) データファイルの入出力 

本システムのデータファイル入出力機能を利用するためには、Java実行環境の新しいバー

ジョンのものを入手、インストールし、セキュリティの設定の変更を行う必要がある。最近の

パソコンでは初めから新しいバージョンのJava実行環境がインストールされて販売されている

ことが多い。 

(2) 本システムで選択できない資機材の使用 

本システムでは、あらかじめいくつかの資機材のデータが用意されており、設計ではリスト

から選択する形で入力できる。しかし、選択できないものを使用する場合は、利用者自身でプ

ログラムの追加を行う、資機材の製造または販売業者などにプログラムの追加を依頼する、当

センターにプログラムの追加を依頼するなどが考えられるが、管材以外の水源や各種機材につ

いては「その他の損失」として取り扱うこともできる場合が多い。 

水源や各種機材は、流量を定めれば損失や圧力が定まる場合が多く、別途算出したこれらの

値をもとに、「その他の損失」として補正値を入力することで、必要な結果を得ることができ

る。 

(3) 樹列データ入力の簡略化 

樹列データや給水管の位置データは、基本的に各点の座標を入力するが、計算上必要な値は

長さと高さだけであるため、これらの値が実際の値と合致していれば、表示上の位置は設計計

算には影響しない。そのため、状況によっては、これらのデータを簡略的に入力することがで

きる。 
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高度先進技術研修資料 -4

マルドリ方式における栽培管理

近畿中国四国農業研究センター

次世代カンキツ生産技術研究チーム

草塲新之助

はじめに

マルドリ栽培の特徴として

（１）透湿性マルチにより基本的に周年被覆

（２）点滴かん水チューブを利用し自動化

（３）液体肥料による肥培管理

の３点が挙げられる。これらの特徴は、カンキツ栽培における従来のかん水管理、

肥培管理とは大きく異なっている。枝梢管理、結実管理に関しては従来のマルチ

栽培における管理とほぼ同様であるが、上記の点を中心にマルドリ方式栽培に関

して述べる。

マルドリ栽培におけるウンシュウミカンの肥培管理

マルドリ方式における基本肥培管理を表１，表２に示した。マルドリ栽培にお

いては、液肥の吸収効率がよいこと、降雨による肥料の溶脱や雑草による収奪が

ほとんど無いことから窒素成分で慣行の約 60%での栽培が可能となっている。周

年マルチとしない場合は、降雨状況や土壌条件・栽培条件にもよるが、慣行の 60
～ 80%の窒素量で栽培可能であると考えられる。また、基本的に窒素成分で

150ppm 程度の薄い濃度の液肥を連続して施用するが、自動化されていない場合

や、水源の水量が制限されており連続して液肥を施用出来ない場合は、液肥濃度

を窒素成分で 500 ～ 600ppm 程度に高めることで、施用回数を少なくすることが

出来る。液肥の種類は、周年マルチの場合は塩類集積を避けるためノンストレス

型肥料を用いるが、夏秋季マルチの場合は通常の液肥で十分である。液肥の施用

時期は 4 月～ 7 月まで春夏肥を施用し、収穫の 1 週間～ 10 日前から２ヶ月程度

の間にお礼肥を施用する。収穫期の地温が低下してくる普通温州等では、お礼肥

の液肥濃度を 300ppm 程度として、年内に施用する。

かん水管理について

梅雨明けから収穫までのかん水管理は、果実品質を左右する重要な作業である。

マルチ敷設条件下におけるかん水管理は、ハウスミカンの水管理を参考に梅雨明

けからの水ストレス付与による増糖、その後の戻しかん水による減酸と樹勢維持

および収穫までの再度の水ストレス付与といった流れとなる。水ストレス付与に

よる増糖は、ストレス程度が強い程効果は高いが、果実の酸高化、小玉化、落葉
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による樹勢低下等の弊害をもたらす。このため、極端な水ストレス付与は避け、
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表１ 周年マルチ点滴かん水同時施肥法による基本栽培管理法（極早生）

◎栽植密度65本植/10aでの基準を示す。液肥濃度150ppmNで約240g/樹/年、水量2600L/樹/年、
総窒素量15.5kgN/10a/年。 総水量約170ｔ/10a/年。小樹冠樹 (196本植/10a)では、 同一液肥濃度で
80g/樹/年、水量860L/樹/年、総水量･窒素量/10a/年は同じ。
◎５月中旬までは週３回程度、５月下旬から７月中旬までは毎日、10月上旬から11月末までは週３回
の灌水施肥。
◎７月中旬からは極力乾燥させるが、樹体状況に応じ樹勢維持灌水を行う。８月下旬～９月上旬は減
酸灌水。
◎早生は収穫期に合わせて本基準に準じる。
夏期の灌水量は年次の天候による。

300ppm-N

30858.5 18.0 67.5 67.5 42.8 54.0 窒素(g)

180019560450450285360月間水量(L)

151515151530量(L)/樹/回

13430301912回数

上中
下

下
上中
下

上中
下

上中
下

上中
下

灌水同時施肥時
期（旬）

810180180602703090月間水量(L)

303030301530量(L)/樹/回

662923回数

上中
下

上中
下

下
上中
下

中
上中
下

灌水時期（旬）

計121110987654321月

表２ 周年マルチ点滴かん水同時施肥法による基本栽培管理法（普通温州）

◎栽植密度65本植/10aでの基準を示す。液肥濃度150ppmNで約310g/樹/年、水量2600L/樹/年、
総窒素量２０kgN/10a/年。 総水量約170ｔ/10a/年。小樹冠樹 (196本植/10a)では、 同一液肥濃度で
100g/樹/年、水量860L/樹/年、総水量･窒素量/10a/年は同じ。

◎５月中旬までは週３回程度、５月下旬から７月下旬までは毎日、１１月下旬から１２月までは週３
回の灌水施肥。秋肥は収穫の１週間～１０日前より灌水施肥する。
◎７月中旬からは極力乾燥させるが、樹体状況に応じ樹勢維持灌水を行う。８月下旬～９月は減
酸灌水、１０月は樹勢維持灌水。
夏秋期の灌水量は年次の天候による。
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適度な水ストレスを収穫まで維持することが有効である。この場合、プレッシャ

ーチャンバーによる水ポテンシャル値としては、 -1.0 ～ -1.5MPa 程度を維持する

ことがよく、 -2.0MPa より強い水ストレスでは、果実肥大が鈍化し光合成速度も

低下して、酸高果実となる可能性も高い（図１）。現状では、プレッシャーチャ

ンバーによる水ポテンシャルを現場で測定することは困難であるため、樹の状態

の観察と定期的な果実調査の結果を踏まえたかん水が必要である。かん水のタイ

ミングとしては、①旧葉数枚が黄化、②朝になっても葉がしおれている、③果実

肥大が鈍っている、等を目安にかん水し、水ストレスによる落葉は隔年結果の引

き金ともなるので極力避ける。これと同時に、定期的な果実品質調査を行い、品

種ごと・各時期ごとの目標値に対してかん水の必要性の有無を判断する（図２）。

また、点滴かん水ではブロック単位のかん水となるため、マルチと点滴かん水に

よる高品質化を実現するためには、着果量をそろえておかないと品質のバラツキ

につながる。

点滴かん水では点滴孔下に湿潤域が出来るため、長時間のかん水では水が根域

外に流出する。このため、基本的に点滴かん水では少量多回数のかん水とし、一

回のかん水時間は 20 分（2.3L/孔 /時の点滴チューブの場合）以内、それ以上のか

ん水の必要がある場合は１日の中で数回に分けてかん水する。

周年マルチ点滴かん水同時施肥法がウンシュウミカンの根へ与える影響について

マルドリ方式におけるウンシュウミカン樹の根への影響を解明するため、マル

ドリ方式および慣行栽培における根の分布調査を行った。周年マルチと点滴かん

水施肥で栽培されたウンシュウミカンでは、点滴孔下に細根が密集して発生して

いることが観察された（図３）。それらの多くは地表面から 15cm 以内に集まっ

ており、マルチシートと点滴かん水施肥による養水分管理により、地表面近くの

細根を増加させることができる（図４）。マルチシートのみによる高品質栽培を

連年続けた場合、根の深根化によるマルチ効果の低下が見られることがあるが、
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マルチと点滴かん水を併用することにより、深根化は防止出来ると考えられる。

また、マルドリ方式施設導入後、年次を重ねる毎に細根の分布状況が変化してく

るため、点滴かん水施肥の効率、特に夏季のかん水効率が異なると考えられる。

施設導入初年度より２年目の方がかん水効率が良かった事例もあり、樹体の観察

を怠らないことが肝要である。

周年マルチとした場合、根域にかん水施肥が行われている場所とそうでない場

所が出来る。かん水施肥が行われていない根域の根はどうなっているかについて、

根活性等を調査した結果、慣行栽培の根と比較して、９月の水切り期、および秋

肥施用時期ともに有意に高い値を示した（表３）。また、マルドリ栽培樹におけ

る点滴孔から離れた地点にお

いても慣行区よりも高い結果

となった。これらの結果から、

点滴孔から十分な養水分が供

給されていれば、養水分が行

き届いていない細根も活性を

保っていることが示された。

土壌管理について

周年マルチとした場合は、３年に１回程度のマルチ更新時期の冬春季に堆肥施

用、土壌改良資材施用等を行うと同時に、降雨に十分あてる。また、堆肥は必ず

完熟堆肥を用いる。未熟な堆肥を施用した後マルチ被覆を行うと、根がガス障害

等を一層受けやすくなり危険である。

終わりに

マルドリ方式は、マルチと点滴かん水施肥により天候に左右されにくい高品質

果実生産を行うことが可能であるが、システムに任せきりでは高品質果実の連年

生産は実現出来ない。特に梅雨明け後のかん水管理に関して生産者の判断による

ところが大きいのが現状である。マルドリ施設は、生産者による高品質果実安定

生産の省力化を手助けする施設と考えて頂きたい。この他、マルドリ方式施設の

9月2日、4日 10月28日、11月6日

60% 点滴下 30.7 ± 2.5 31.5 ± 4.6

60% 非点滴下 25.1 ± 4.2 26.6 ± 3.0

100% 点滴下 28.4 ± 1.3 28.4 ± 3.4

慣行 17.3 ± 0.7 17.2 ± 4.8

100%-N=20kg-N/年，各地点4点の平均±SD

表3　周年マルチ点滴灌水同時施肥法のカンキツ
細根活性に対する影響

細根呼吸活性（µmol O2/gDW/h）

図３ 点滴孔直下における細根発生状況

aa

図４ 点滴孔直下の断面

bb
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保守管理に関しても目を配る必要が生じるため、マルドリ方式施設導入園にはこ

れまで以上に足を運んで頂きたい。

マルドリ方式施設は、その導入に費用（水源を除き 35 ～ 40 万円 /10a）がかか

る。費用対効果を考慮すると、マルドリ方式は果実品質の底上げをする技術では

なく、高品質果実を連年生産する技術として、高品質果実生産に対する条件の良

い園地、少なくともマルチによる果実の高品質化が可能である園地に導入すべき

であると考えている。
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マルチ点滴かん水施肥装置の設置実演 

 
近畿中国四国農業研究センター 

次世代カンキツ生産技術研究チーム 
星 典宏 

 
はじめに 
 マルドリ方式を実際に導入するにあたり、個々の園地に適したマルチ点滴かん水装置の設置が必

要である。マルドリ方式のかん水関係の装置は電磁弁、コントローラ、液肥混入器、液肥タンク、

フィルター、減圧弁、給水チューブ、点滴チューブなどさまざまな部材により構成されている。し

かし、これらすべてを具備する必要がある訳ではない。即ち、水源として水道水などのきれいな水

を用いる場合は、水質浄化用のフィルターは必要とせず、また適切な水圧が得られていれば減圧弁

も必要としない。このように各園地に応じた機材を選択し最適な装置の設置が必要である。 
 これら装置の設置は特殊な工具や技能を必要とするものではなく、かん水関連の設備企業に委託

するまでもない容易な作業である。実際にマルドリ方式を既に導入した農家の中には、使い勝手の

良いように自分なりに改良を加えたり、既存の設備を流用するなど独自のアイデアを生かしている

農家もいる。 
 ここでは、マルチ点滴かん水施肥装置の設置実演を行い、機材の特徴と留意点などを示す。 
 
それぞれの園地のマルドリ設備の特徴 
 画像は後述した『電磁弁、液肥混入機、液肥タンク、コントローラ等の設置事例』36 頁に示す。 
♦ 香川県 Ｏ氏園：既存の納屋の中に設備を設置。 
♦ 愛媛県 Ｏ氏園：設備全体を風雨、獣害から守る強固な小屋を自作。 

♦ 香川県（坂出）Ｍ氏園、四国研究センター1：圧力不足を補う加圧ポンプを具備。多ブロック

を１つの設備で合理的に管理。 

♦ 徳島県 Ｏ氏園：最低限の設備だけで運用。 

♦ 香川県 Ｍ氏園：液肥タンクを他用途のタンクでリサイクル利用。 
♦ 香川県（坂出） Ｍ氏園、和歌山県 Ｓ氏園：獣害防止の金網を具備。 

 
マルドリ設備設置の実演 
 設置の実演ではマルドリ設備実演用機材を用いて、水源（実演では水道水を利用）からディスク

フィルタ、液肥混入器、電磁弁、給水チューブ、点滴チューブまでの組み立てを行う。 
 実際にディスクフィルタの位置で水圧を測定し、また 25mm の給水チューブへのサドルの装着、

点滴チューブからの水滴の確認作業などを行う。 
 
マルドリ設備設置時の不具合 
 最も懸念される不具合はチューブなどの接合部分からの水漏れである。これまでマルドリ設備設

置時の不具合事例を示す。ここでの事例は給水チューブから点滴チューブ設置時のものである 
 それぞれは単純な要因であるが、注意しなければかん水の際に至る所で水漏れの原因となる。 

高度先進技術研修資料（5） 
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   不適切なチューブの切断による接合部の不具合。   ゴムパッキンの欠落。固定ボルトの締め不足。 

   接合部分のゴミ・砂等の付着。          不適切（曲がった）部材の締め込み。 

   サドルの穴と給水チューブの穴の不一致。     シールテープの過不足。 

 
 
 
 
 
 
   接合のやり直し時のキズ。            加熱よる差込不良。（左：適、中、右：不適） 

 
設備設置の現場から生まれたアイデア 

 給水チューブにサドルを固定する場合、チューブの穴あけ加工が必要となる。電動ドリル 
（φ11mm）のドリルの先にストッパ（左図のドリルの赤い部品）を用いると給水チューブを突き

抜けることが防ぐことができる。このような部品を用いなくても右図では、不要なかん水チューブ

を適当な長さに切りドリルの先端に付けることで代用できる。 
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設備設置後のかん水設備の確認事項 
 
 液肥混入器周辺 

 水源からの水が確実に流れているか 
 ディスクフィルタ内の空気が抜き弁を開き、空気が抜けているか 
 液肥混入器の中に水を通し、確実に液肥を吸っているか 

 
 かん水チューブ周辺 

 電磁弁を“開”にして水が流れるか 
 かん水チューブ、給水チューブの折れ、ねじれがないか 
 各かん水ブロックの末端まで水が流れているか。 
 かん水チューブが樹元の適切な位置に配置してあるか 
 個々の穴から水が出ているか。 

 
 
 
コントローラ（かん水プログラム）を設定し、かん水計画を確認。 
 
 
設備設置後の障害 
 寒冷地においては冬季の凍結による機器の破損が懸念される。機器を日陰に設置した場合や夜間

低温になる場所では特に注意が必要である。真鍮等の金属部材でも条件が整えば凍結により容易に

破損してしまう。 
 基本的な対策としては、導水・点滴チューブ以外の機器の中の水を完全に抜き、バルブ等は開放

のままにしておくことである。また、冬季の間だけそれぞれの機器をフェルト等の布や断熱素材な

どで包み込み保温するなども効果的である。さらに、機器の中でも液肥混入器などは高価であり、

寒冷地においては冬季の使用しない時期には取り外して納屋等の凍結の恐れのない場所へ格納し

ておくことも対策手段である。 
 獣害等による機器の破損も報告されている。これはハクビシン、テン、イノシシと思われる小動

物によるものである。小動物がチューブを噛み穴が開き不必要に水が噴出する。小動物が園地内に

侵入しないような柵等が必要である。 
さらに、コントローラボックスなどには蟻などが巣を作ることがあり、これはコントローラの不具

合の要因ともなり、機器の消耗を早める。コントローラボックス内に虫除け等の方策が必要である。 
 後述した『凍結による破損事例と防寒対策』、『獣害等による破損事例』に実際の破損事例などを

示す。 
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電磁弁、液肥混入機、液肥タンク、コントローラ等の設置事例 

  

和歌山県 Ｓ氏園 

 

和歌山県 Ｈ氏園 和歌山県 Ｓ氏園 

和歌山県 Ｉ氏園 

 

和歌山県 Ｏ氏園 徳島県 Ｏ氏園 

四国研究センター1 

 

四国研究センター2 香川県（坂出） Ｍ氏園 

香川県 Ｓ氏園 

 

香川県（高瀬） Ｍ氏園 香川県 Ｙ氏園 

香川県 Ｏ氏園 

 

愛媛県 Ｋ氏園 愛媛県 Ｏ氏園 
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凍結による破損事例と防寒対策 

 

凍結による破損 

 

 

 

 

混入器内部の凍結 真鍮製バルブの破損 

バルブの凍結対策 1 

 

バルブの凍結対策 2  混入器の凍結対策 

 

 

獣害等による破損事例 

 

獣害によるチューブの破損 1 

 

獣害によるチューブの破損 2 獣害によるチューブの破損 3 

獣害によるチューブの破損 4 

 

獣害によるチューブの破損 5 蟻の侵入 
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