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果樹の樹体内水分動態特性

－ 果実生産に適した樹体内水分環境を維持管理するために枝の役割を考える －
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１．樹体内における水の動き

Ａ. 樹体内の水分状態

水管理は、みずみずしくおいしい果実を生産するために重要な作業ですが、樹は必要とする水

のほとんどを土壌中から吸収しているため、一般に、土壌の水分状態を保つような水管理が行わ

れています。しかし、水管理の本来の目的は、樹体内の水分状態を適正な状態に保つことです。

樹体内の水分状態は、土壌の水分状態が同じでも、温湿度、日射量、風速、二酸化炭素濃度など

様々な環境の変化によって変化します。また、樹体の生育状況に応じて変わります。人為的に行

われるせん定などの枝梢管理や摘花・摘果などの着果・結実管理、タコツボ処理などの土壌改良

による断根は、樹体内の水分バランスを急に攪乱することになります。このため、樹体内の水分

状態を果実生産に適した状態に保つためには、土壌の水分状態とともに樹体の水分状態を考えた

水管理を行うことが重要になります。

根や葉の量やこれらの比率は、樹体にとって水の入口や出口であることから、樹の生育を考え

る上で重視されてきました。ところが、根と葉をつなぐ枝は、意識されることがあまりありませ

んでした。永年性作物で数m以上の高さに成長する果樹では、根から葉までの距離は長く、この

間にある太根や太枝は、水の通路になるとともに、容積が大きく一時的な貯水器官となっていま

す。このため、樹体内における水の動きを考えるには、根や葉とともに、太根や太枝の量やその
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水分状態を考える必要があります。つまり、樹体内の水分は、短期的には細根の吸水と葉の蒸散

の収支によって変化しますが、これにより太根や太枝の水分状態が変化し、これらの通水・貯水

機能の変化が樹体内の水の動きに影響を及ぼすことになるのです。ほとんどの果樹は、台木に穂

木を接ぎ木しているため、太根と太枝の間にある接ぎ木部では導管が不連続になっていますが、

接ぎ木部における台木と穂木の間の水の流れの良否が穂木の水分環境や生育に影響を与えること

からも、水の動きを考える上での太根や太枝の重要性がわかります。

Ｂ. 枝の通水・貯水機能と体積含水率の変化

近年、広範囲の土壌水分領域において土壌中の水の量を測定できるTDR水分計が開発され、利

用されています。この水分計では、テンシオメータで測定する水ポテンシャルに対して、土壌含

水率を体積含水率として測定できます。土壌中の水分量を測定できることから、適正水分量と水

分計で測定した実際の土壌水分量との差を目安にして電磁弁を制御するかん水システムを作るこ

とができるようになりました。

樹体内においても、土壌と同様に各部位の水ポテンシャルと含まれる水の量を併せて考えると、

水の動きを理解しやすくなります。ところが、これまで樹体の水分状態は葉の水ポテンシャルで

評価され、含水率で評価されることはほとんどありませんでした。そこで、TDR水分計による経

時的な枝の体積含水率の測定を行い枝の水分状態の変動特性を明らかにし、枝の中の水の動きと

の関連性を明らかにしようとしています。枝の体積含水率は、枝に含まれる水、貯蔵されている

水の量を示しますが、体積含水率の変化は、枝の中で容易に出し入れされる水、おもに導管内の

水の変化を示していると考えられます。このため、体積含水率が高くほとんどの導管が水で満た

されているとき、枝は高

い通水・貯水機能を示し

ますが、体積含水率が低

下し、内部に気泡が発生

した導管が多くなると、

枝の通水・貯水機能は低

下すると考えられます。

導管内における気泡の発

生は、音（AE:アコーステ

ィックエミッション）と

して日中観測できますが、

導管が再び水で満たされ

気泡がなくなる過程は、

容易に観測できません。

左図は、ブドウ幼木の

枝の導管における気泡の

発生状況をMRIにより計測

し、葉の水ポテンシャル

との関係を調べた結果で

す。この枝断面画像から、

水で満たされた導管(図中

で白く表現)は、木部のやや内側に多く、枝の方向によって多いところと少ないところがあり、

水で満たされた導管が多いところに接する師管の水分状態がよいことがわかります。また、グラ

フから、葉の水ポテンシャルが回復して枝の導管が水で満たされ始めるまでに10分かかっている

ことがわかります。枝の木部は辺材と心材に分けられますが、水は枝外周部の最近4年間程度に

かん水↓

葉の水ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ→

↑
水で満ちた導管数

ブドウ幼木の枝断面MRI画像 N.Michele Holbrookら(2001)

かん水すると葉の水ポテンシャルはすぐ回復しますが、導管内の気泡
は、光を消して蒸散を止めないと消えていかないことがわかります。



形成された辺材にある導管をおもに流れ、チロースで埋められた心材の導管を流れることはあり

ません。枝の中の導管を流れる水の速度、樹液流速度の測定から、木部の外側から1,2cm程の深

さにある導管の樹液流速度が最も速いことが分かっています。また、果樹では、樹液流速度が速

いと考えられるつる性の果樹を除けば、樹液流速度はおよそ時速50cm程度となっています。

このように枝の内部における水の動きの解析を進めていくと、樹体内における水の動きを考え

る上で注意しなければならない枝の特徴があることが分かってきました。このため、樹体内にお

ける水分動態特性を明らかにするためには、枝を含めた根、枝、葉、各部位の水ポテンシャルと

体積含水率、樹液流速度の変化を同一樹で同時に測定し、これらの関係を解析する研究を進めて

いく必要があると考えています。

Ｃ. 根・枝・葉・果実の役割と導管の形態

植物である果樹には、水を運ぶための導管が根から葉までつながっています。この導管の太さ

は各部位で異なり、細根や葉では10μmより細い、太根・太枝では100μmより太い導管が見られ

ることがあります。細い管は、毛細管現象で知られているように水を引き込む力が強く、細根が

土壌中から水を取り込むのに役立ちます。また、水を輸送するために大きな力が必要なため、葉

から水が大気中に容易に失われるのを防ぎます。一方、太い管は、小さい力で多くの水を輸送で

きるため、太根・太枝が葉の蒸散に必要な多量の水を細根から葉へ輸送するのに役立ちます。導

管の太さは、樹種によっても大きく異なり、原産地の生育環境に適した形質を保持しているよう

です。導管の長さも樹種によって異なり、1mmより短いものから1mに及ぶものまであります。

果実の中には、葉と同様の細い導管が張

りめぐらされています。ところが、果実の

細胞が肥大してくると、つぶされて機能を

失うことが知られています。導管が機能を

失うと、枝から果実に水を供給する通路は、

師管や細胞間隙に変わります(右図)。この

ような果実の成長過程における枝と果実の

間の水の通路の変化は、果実の養分状態に

影響を与えます。代表的なカルシウム欠乏

症は、カルシウムが根から吸収された後ほ

とんど転流しないため、導管の機能が低下

するまでに果実に供給されないと、果実の

成熟期に不足して発症します。このような

果実における生理障害の発生と果実内の水

分状態との関係については、今後、さらに

研究が必要です。

２年枝木部顕微鏡画像（左：ブドウ、中：ナシ、右：ウンシュウミカン）

ﾍﾞﾚｿﾞﾝ期前後のﾌﾞﾄﾞｳ果実における水通路の変化
Greenspan(1996)

ﾍﾞﾚｿﾞﾝ期の前後で果実の導管と師管の流速が変わ
っています。



Ｄ. 土壌から樹体、大気へ(SPAC)の水の流れ

水は、土壌(S)－植物体(P)－大気(A)の間を循環しているため、土壌・大気を含めた連続的な

流れの中で樹体内における水の動きを考えることが重要です。水の流れる方向は、水ポテンシャ

ルの勾配によって決まります。水ポテンシャルは、水の自由エネルギーを表し、Pa(パスカル)と

いう圧力単位で示され、一般に土壌で－0.03MPa、樹体で－0.3MPa、大気で－30MPa程度を目安に

することができます。つまり、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勾配は

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ます。日中、葉の水ポテンシャルを

測定すると－2MPa程度の値が得られることがありますが、葉は枝からこの力で水を取り込もうと

する一方で－30MPa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、高さ100m(約－1M

Pa相当)を超える森林樹木の先端部の葉に水を供給するために十分な力になっています。

一方、水ポテンシャルの勾配が小さい土壌と根の間では、土壌が乾燥すると勾配が容易に逆転

することがあります。このとき、根の中の水は土壌に奪われ、土壌の乾燥が長期間にわたると根

は枯死します。土壌の表層が一時的に乾燥するとき、水分状態に恵まれた下層土に分布する根が

吸収した水が、表層土に分布する根から土壌中に一時的に放出され、後で再吸収され利用される

現象が知られています。このような現象は、下層土の水が根を通して吸い上げられることから、

ハイドロリックリフトと呼ばれています。

Ｅ. 樹体内の水の動きを考えるための４つの視点

水ポテンシャルを構成する4つの要素は、樹体内における水の動きを考えるために役立ちます。

浸透圧に由来する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

マトリックスポテンシャルは細胞の大きさ、圧力差に由来する圧ポテンシャルは蒸散によって導

管内に発生する負圧、重力に由来する重力ポテンシャルは樹高に由来していると考えることがで

きます。

導管内の水に溶けている溶質は少ないため浸透ポテンシャルは小さく、導管の細胞は大きいの

でマトリックポテンシャルも比較的小さく、樹高数mの果樹では重力ポテンシャルも小さいため、

導管内の水の動きは、おもに蒸散にともなう圧ポテンシャルの変化に依存していると考えられま

す。日中、蒸散によって葉に近い枝の圧ポテンシャルが根に近い枝より負圧になると、枝の中を

根から葉へ水が動きますが、圧ポテンシャルが逆転して枝の中を葉から根の方向に水が動くこと

もあることがわかっています。

果実でも、導管が主要な水の通路であるときは、圧ポテンシャルが水の動きに大きな影響を与

えていると考えられますが、水の通路が導管から師管や細胞間隙に変わると、溶質を多く溶かし

た師管内の水の浸透ポテンシャルや狭い果肉細胞間隙のマトリックポテンシャルが、枝から果実

への水の動きに大きな影響を与えるようになると考えられます。

Ｆ. 水の物理特性

生命の源と言われる水は、特異な物理特性を持っています。その特性を理解しておくことは、

樹体内における水の動きを考えるのに役立ちます。

１)凝集力(表面張力、毛細管現象)

水分子は、酸素と水素の結合に

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。この

力は、導管内を水が移動する力と

なる一方、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

水の構造 水素結合



多くなり移動を妨げる力にもなります。このため、太い導管ほど水の流れは速く量は多い特徴が

あります（樹液流の速度は導管径の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)。太い導

管は、水の輸送量が多く急激な成長を可能にしますが、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って水の流れが遮断され容易に通導性を失うため、乾燥した環境に

適応するためには細い導管を形成し、通導性が失われないようにする必要があります。

２)比熱、気化熱

比熱が大きい水を多く含むと、気温の変化に対して樹体の温度の変化を抑えることができます。

また、気化熱が大きいことから、蒸散が盛んで表面から水が気化している葉の表面温度は、気温

より4℃ぐらい低いことがあります。夏季の日中、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、枝の中を冷たい水が流れ、手で触っただけでも冷たいことが分かります。

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できます。この特性を利用しているのがTDR水分計です。水

に比べ土壌粒子・粘土と木質の誘電率は大差ないことから、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。TDR水分計で土壌と枝の体積含水率を同時に測定する

と、土壌が乾燥したり過湿になっているところに生育する樹体の枝の体積含水率が低くなってい

る現象をみつけることがあります。しかし、土壌の体積含水率が異なっていても枝の体積含水は

大差ない場合が多く、枝の体積含水率の変化は土壌の体積含水率より遅いようです。

Ｇ. アクアポリン

近年、細胞間隙と細

胞内との間の水の通路

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

ることがわかりました

（右図参照）。この穴は、

動植物の細胞に存在し、

水の動きに主要な役割

を果たしているため、

分子生物学的な解析が

進められています。

２．樹体（枝）内における水の動き

Ａ. 枝の収縮肥大と体積含水率の日変化

蒸散を開始した葉に枝導管内の水が供給され、枝導管内に負圧が発生すると、枝の導管は縮ん

で細くなります。導管は枝横断面積の１割以上をしめることから、導管の収縮によって枝が収縮

します。このとき、枝の水は少なくなりますが、縮んで体積も小さくなることから、体積含水率

の変化はほとんどありません。しかし、根からの水の供給が不十分で枝導管内の負圧が拡大する

と、気泡が発生して導管内の水が切断され、枝の径がもとの太さに戻るとともに体積含水率が低

下します。ウンシュウミカン樹亜主枝の径と体積含水率を測定すると、午前中急速に収縮したあ

とゆっくりもとの太さに戻り、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。この結果は、正午前後に気泡の発生による体積含水率の低下が起きて

いる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）の発生が正

午前後に多いという測定報告がこの結果を裏付けています。このような枝の収縮肥大現象と体積

細胞膜に形成されるアクアポリン Science. 256:385–387 (1992)



含水率の変化のパタンは、太く長い導管を形成するブドウ樹では異なっているようです。ブドウ

樹幼木の調査では、枝の径は1日の間に小さな収縮肥大を繰り返し、体積含水率はほとんど変わ

らず、蒸散に応じて十分な水が根から供給されていると考えられます。

Ｂ. 枝の体積含水率の年間変動

これまでに測定してきた結果、果樹の枝の体積含水率は秋から冬に低く、春から夏に高い傾向

があることが分かってきました。また、葉の蒸散量に対して根の吸水量が少ない場合、数日の間

に枝の体積含水率が数％低下することがあることも分かってきました。このような枝では葉の落

葉が観られ、葉を減らし蒸散量を抑制することにより枝の体積含水率を回復させていました。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、土壌水分環境に影響を与えるマルチの敷設やかん水の影響も大きい

と考えられます。しかし、このような管理に伴う枝体積含水率の変化を測定した事例は少なく、

基本的な枝の体積含水率の変動特性についても明らかにされていないのが現状です。

３．高品質果実の安定生産に結びつく樹体・土壌の水管理

高糖度で外観に優れた高品質果実を安定して生産するためには、十分な量の葉を確保して光合

成能を発揮させることが重要です。葉は、水分状態が悪くなると気孔を閉じて水が失われるのを

防ぎ光合成を行わなくなるため、果実生産に十分な光合成を行わせるには、果実の生育期間中に

葉が日中気孔を閉じないような水分状態を維持することが大切になります。このため、根から葉

までの水の通路である枝の導管が水で満たされ、十分な機能を発揮できる状態を保つかん水、枝

梢・果実管理、細根が健全な成育をして十分な吸水能を発揮できる土壌環境を保つ土壌管理が必

要です。ところが、近年の異常な高温乾燥、豪雨は、葉の蒸散量に対して根の吸水量を不十分に

して枝の体積含水率を低下させ、これによる肥大成長量の低下が十分な数や大きさの導管の形成

を抑制し、枝の通水・貯水機能を低下させるため、樹体の成長や果実生産が影響を受けることに

なると考えられます。

シートマルチと点滴かん水の併用(マルドリ方式)は、高温乾燥環境下において、地温の上昇を

抑えるとともに過剰な乾燥を防ぎ、豪雨による過剰な水の侵入を抑えることができます。しかし、

土壌水分環境を制御しているのに過ぎないため、樹体の様子を見ながら園地条件にあった管理法

を決めていく必要があります。また、点滴かん水では、チューブの種類や配置によってかん水面

積が限られるため、根域の広がりや土壌の水分特性に応じて樹体が必要とする水をどの程度供給

するかを考えてかん水方法を検討する必要があります。水分環境の変動に対する樹体の応答性に

ついては、まだ明らかになっていないことが多く残されていますが、これらを解明することによ

り、気象観測データなどに基づいたより高度な樹体内水分環境制御が可能になるかもしれません。
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高度先進技術研修資料 3 

マルチ点滴かん水施肥装置設置圃場の見学 

「マルドリ方式」 技術の概略 

 
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 

温州ミカンなどでは、夏場の適度な水分ストレスが糖の蓄積を促すことは一般に知

られています。これまで「夏秋季マルチ栽培」が行われてきましたが、この方法では、

夏季に降雨が少ない干ばつ傾向の年には、過度な水分ストレスによって樹が傷む可能

性があり、またマルチだけでは、糖とともに酸も高くなりすぎる場合があることなど

の問題が生じています。 

高品質な温州ミカンを生産するためには、夏場から収穫前まで、糖度を上げるため

に適度な水分ストレス状態を維持することや、あるいは減酸のため水分ストレス状態

から回復させるなど、水量やかん水間隔などを検討した合理的な水管理を行うことが

必要です。 

近畿中国四国農業研究センターではマルチの敷設や撤去作業を毎年行わなくても済

むように、一年中透湿性マルチを敷いたままにし、自動化したかん水システムを用い

て、かん水と施肥をマルチの下に置いた点滴チューブによって行う、「周年マルチ点滴

かん水同時施肥法」を開発しました。敷設するマルチと点滴かん水（ドリップかん水

とも言う）の二つの言葉を合わせた、「マルドリ方式」と呼ばれているものです。 

この技術は高品質果実生産と省力化が実現でき、広くカンキツ生産者に導入されて

おり、産地化などに貢献しております。 

周年マルチと点滴かん水装置を設置することで、いつでもかん水ができる条件で土

壌水分を制御できるため、長雨や干ばつという年による気象変化を気にかける必要が

軽減されます。これは生産者に精神的安心感を与えるものです。 

 

 

マルドリ方式の特徴 

これまで、マルドリ方式によるカンキツ栽培は、北は静岡県から南は鹿児島県まで、

全国農家に普及しています。点滴かん水でカンキツ樹を育てる発想は、急速に普及し

ており、中晩柑などへの応用を含めると約 500 ヘクタール以上になります（2006 年 3

月調査）。 

マルドリ方式では次の三つを大きな特徴としています。 
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（一） 園地の表面に基本的に 1 年中マルチを敷設 

これまでのマルチ栽培の問題点であった毎年のマルチ敷設と撤去が不要に

なり、また雑草抑制に効果が期待できます。 

（二） 点滴かん水チューブを用いたかん水施肥と管理の自動化 

点滴かん水チューブを用いることにより、根域への効率的なかん水施肥が

可能になります。また自動化によってかん水施肥作業の省力化を図ること

ができます。 

（三） 液体肥料による施肥管理 

固形肥料に代わって、施肥管理を液体肥料を用いることによって、肥料成

分などは土壌や生育ステージの実態に合わせて選択が可能になります。 

 

 

 

マルドリ方式の機材 

マルドリ方式は各園地に適した状態で様々な形で導入されており、基本的には以下

に示す機材等によって行います。 

 

▼水源の確保 

園地の近くに沢、貯水池などがあれば、そこから直接導水管で園地まで水を引きま

す。近くに水源がない場合でも、小型のタンクに貯水する、既存のスプリンクラ配管

から分岐させる、雨水を効果的に貯水して利用するなど様々な方法が取られています。 

 

▼液肥混入器と液肥タンク 

予め液肥タンクに濃い目の液肥を入れておき、液肥混入器により必要な濃さに調節

して、必要な時期に与えます。 

夏場など時期によっては、液肥は用いず、かん水のみの場合もあります。 

 

▼電磁弁とコントローラ 

複数の電磁弁によってかん水する領域をブロックに分割し、コントローラを用いて、

各かん水ブロックに、いつどのくらいかん水を行うかを決定します。 

一度設定すれば、タイマーで自動的にかん水を行うことが出来ます。これは液肥を

与える場合も同じです。 

 

▼点滴かん水チューブ 

マルドリ方式で用いる点滴かん水チューブは圧力調整機能のついたチューブを用い

ます。園地の中に高低差があってもかん水チューブのどの孔からも同じ量の水が出る

機能です。これによってどの樹にもムラなくかん水することが出来ます。また、点滴

の穴に根が入り込むのを防ぐ機能や、かん水の中に含まれるゴミ（小石や藻など）を

効率良く排出する機能が付いているものを用います。 
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▼その他の機材 

マルドリ方式は基本的には水源までの高低差を利用した無動力で行います。液肥混

入器も水圧の力だけで稼動するものです。しかし、園地によっては水圧が足りない場

合もあり、高位置に水源タンクを設置する、あるいは電源があれば補助ポンプを使用

いるなどの対策を行っている園地もあります。逆に水圧が高すぎる場合には、減圧弁

を用いて点滴かん水チューブに適切な水圧にする必要があります。また、十分な水質

が確保されていないと、液肥混入器などの機器の消耗を早めます。水質が悪い場合に

はフィルタを用いることが効果的です。 

 

マルドリ方式の効果 

▼果実品質の向上 

これまで四国研究センターで行った極早生温州「日南一号」のマルドリ方式と慣行

露地栽培品質比較結果を示します。 

慣行露地栽培では約 85％が 11 度未満でしたが、マルドリ方式では約 45％が 11 度以

上の糖度を示しました。 

果実等級分布では、慣行露地栽培では「優」ならびに「秀」の割合が高いのに対し

て、マルドリ方式では「特」の割合が約 20％と高いのが特徴的でした。 

収穫時における果汁中の機能性成分、β‐クリプトキサンチン、β‐カロテン、ビ

タミンＡでは、慣行露地栽培と比較して、β‐カロテンで約 1.7 倍、β‐クリプトキ

サンチンとビタミンＡは約 1.5 倍とマルドリ方式で高い値を示しました。 

マルドリ方式では糖度や果実等級は園地全体でのばらつきも少なく、秀品率が大幅

に向上し、果実品質の向上が期待できます。 

 

▼点滴かん水同時施肥の利点 

点滴かん水チューブを利用してかん水施肥を行うことは、必要な時に、必要な量の

養水分を与えることができます。また自動化によってかん水施肥の省力化を図ること

が可能です。傾斜地カンキツ園では、かん水用の大量の水の確保が難しいところも多

く、そのためスプリンクラのような大量の水を使わず、少ない水量でかん水を行う点

滴かん水法が有効です。さらに点滴かん水は自動化に適しており、これまでのマルチ

をめくってホースかん水を行う方法より格段に省力化が実現されます。 

 

▼環境負荷軽減効果 

マルドリ方式では基本的に一年中地表面をマルチで被覆し、点滴かん水施肥を行い

ます。従って、窒素肥料の雨による溶脱がほとんどなく、また雑草による収奪なども

ないために、現在のミカン栽培基準窒素量よりも施肥量の削減が可能です。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吸収効率も高く、窒素を始め

大部分の肥料成分も吸収利用され、地下への溶脱量はほとんどないと考えられます。

マルドリ方式での溶脱量は極めて小さく、マルドリ方式の環境負荷低減効果は高いも

のと判断できます。 
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▼設置コスト 

技術導入する場合の主な資材と費用は、園地の条件によって大きく異なります。例

えば水源のないところでその設置を行うとかなりの費用が必要になる場合があります。

設置費用の低減はマルドリ方式技術の課題の一つであり、現在低コスト化のための方

策を検討しているところで、種々の資材を検討することによって、コスト削減は可能

であると考えられます。 

導入費用の低減のためには資材の再検討などが必要ですが、資材についてはいくつ

かの異なるメーカーから特徴ある低コスト資材が販売されています。 

これまで用いてきた資材とは異なるものを活用することで、費用の低減を図りなが

ら、省力性や品質面の確保が可能なシステムを作り上げ、導入希望農家の選択の幅を

広げたいと考え、その実証を行っております。 

平成 16 年から始めた 2 年間の結果ですが、資材費用で約 40％減（44.9 万円→28.82

万円/10 ａ）、1 年あたりの減価償却費で約 47％減（7.7 万円→4.1 万円/10ａ、償却期

間 10 年）とした資材を用いても、従来の資材と同等の果実品質が得られる結果を得て

います。 

現在継続して各種資材の耐久性および高品質果実の連年生産に関する調査を進めて

います。 

 

 

マルドリ方式とは、当初は前述の三つの特徴を持つシステムを用いた栽培方式を指

していました。周年マルチにした場合、敷設や撤去の労力がいらず、雑草防除の省力

面などでの大きな長所も多いですが、一方ではマルチの劣化も早いなど不利な点も存

在します。こうしたことからマルチを敷いておく期間については個々の農家の労働条

件や経営、園地条件などに応じて得失を総合的に考慮して判断すればよく、マルチを

敷いておく期間については必ずしも「周年」に画一化する必要はないと考えます。 

実際の栽培農家でもマルチの巻取りや収納を行っているところが多く、マルチ被覆

期間は農家の条件に応じて選択することが可能です。しかし、果実生育期のみの数ヶ

月間のマルチ栽培であっても、マルチと点滴かん水による水分管理はこれからの高品

質果実生産には不可欠なもの言えます。また、施肥管理に利用する効果もきわめて大

きいです。 

現在では「マルドリ方式」とはマルチと点滴かん水チューブの組合せによるカンキ

ツの栽培方式全般を指すものとしています。 
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平成平成1919年度年度 革新的農業技術習得研修革新的農業技術習得研修
「高度先進技術研修」「高度先進技術研修」

マルチ点滴かん水施肥装置設置圃場の見学

「「マルドリ方式」マルドリ方式」 技術の概略技術の概略

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

2

高品質果実生産高品質果実生産技術技術
マルドリ方式マルドリ方式

急峻傾斜地省力･軽労化

近中四農研センターにおける
カンキツ高品質・省力・園地整備技術開発の展開

園内道 小型管理機械

狭幅
作業道

マルドリ方式

省力省力･･軽労化軽労化技術技術
園内作業道

小型機械化体系

連年連年安定生産安定生産技術技術
階段園の省力・軽労化

高品質カンキツの
連年安定生産技術

園内道設計
支援システム

傾斜地階段園の
省力・軽労化技術

（H５～９年）

（H１０～１４年）

（H１５～１９年）

3

干ばつ回避や夏季以外での水分管理の必要性
果実品質向上
隔年結果軽減
品種の多様化に伴う水分生理特性

カンキツ園における水管理の重要性

多くの観点から、水管理の重要性が指摘され、
かん水への関心が高まっている.

樹を枯らさないこと以外の目的でのかん水
4

カンキツの品質はかん水管理がきめて

品質の制御（特に夏場の水分状態が品質を左右）
・適正な糖度と酸含量の高品質果実による収益増加

果実肥大維持による秀品果実割合の増加

樹体生理機能の維持による生産力の確保と樹勢低下防止
・適期のかん水や施肥の効果が高い
・着花・果の安定（隔年結果軽減）

6

従来のマルチ栽培の問題点解決を図るための
省力的・効率的水分(施肥)管理方法

「マルドリ方式」とは

湿性マルチで基本的に周年被覆

点滴かん水チューブを利用し自動化

固形肥料にかわり液肥を利用

マルマルチ＋ドリドリップかん水→マルドリマルドリ方式方式

｢マルドリ方式｣は生産現場からの要望で生み出された5

マルチだけでは乾燥しすぎて樹が弱る

素早い水分管理と肥培管理による樹勢回復

マルチ敷設の労力・タイミング

夏のマルチ敷設は重労働

降雨状況により敷設時期判断が難しい

マルチだけでは糖とともに酸も高くなる

適正なかん水による糖と酸のバランス重要

従来の品質向上法(夏秋季マルチ）の問題点
解決による新しい高品質化技術の開発

周年マルチ＋点滴かん水＋液肥施肥
組み合わせて技術の開発
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8

マルドリ方式の概略

｢マルドリ方式｣はそれぞれの園地に適した形で導入される。
7

マルドリ方式（周年マルチ点滴同時施肥法）の概略

9

かん水の効果

品質の制御
樹体生理機能の保持による樹勢低下防止
果実肥大維持による秀品果実割合の増加

マルドリ方式でも、優れた果実生産、特に適正酸含量の高品質果
実による収益増加、着花・果の安定や樹勢維持

かん水と同時に与える肥料成分の効果や適期のかん水・施肥の効果
がきわめて高い。

点滴かん水であれば少水量で、適期の効果が期待できる。

10

マルドリ方式の水管理概略 （温州みかん）

6 7 8 9 10 11 （月）

盛夏期 秋雨期 収穫前梅雨期
約
1ヶ

月
適
度
な

水
分
ス
ト
レ
ス

一
時
弱
め
る

減酸

水
分
ス
ト
レ
ス

を
解
放

樹勢回復

収穫期

強

←

水
分
ス
ト
レ
ス

→

弱 糖蓄積

想定される水分ストレスの変動イメージ

マルチシート

かん水
（点滴チューブ）

11

マルドリ方式による品質向上効果（極早生温州日南1号）

12

慣行窒素量の６０％施用（約15kg/10a)

液肥の吸収効率がよい
雑草・雨による吸収、溶脱がない

生産費用の

環境負荷低減効果

マルドリ方式の効果 （施肥量の減少）
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四国研究センター試験圃場（鶴ヶ峰地区）に移動して、平成 11 年度（定植時４年生、

日南 1 号）より周年マルチ点滴かん水同時施肥法開始した試験圃場を見学する。 

13

マルチ敷設・撤去作業の軽減（３年に１回）
除草作業の軽減
施肥作業の軽減

技術導入園では年間
17.5時間/10a・年の省力効果

マルドリ方式の効果 （省力・軽労）

14

技術導入のための費用

（注）耐用年数：マルチ(ﾀｲﾍﾞｯｸﾊｰﾄﾞ３年）、チューブ20年、液肥
混入機10年、電磁弁10年、コントローラ10年、フィルタ10年）

（10a当たり主要資材費）

◎マルチ代＝約15万円

◎点滴チューブ＝5～10万円

◎液肥混入機＝6.5万円

◎電磁弁４台＝2.5万円

◎コントローラ＝4.5万円

◎フィルタ＝1万円

◎導入時必要経費

35～40万円

◎年間の負担費用

約８万円

◎3t/10aの収量当り

約23円/kg

15

マルドリ方式は、高品質果実生産、
省力・軽労化に大きな成果。

圃場の条件を選ばず、効果が得ら
れると思われる場合がある。

技術導入に関する注意点

技術の位置付け：
低の品質を並の品質にする技術ではなく
並以上の品質を優・秀・特にする技術である。

16

おわりに

マルドリ方式は高品質果実生産や省力
について一定の効果をもたらしている。

しかし、
決して究極の栽培方法でははく、各園地
にあった個々の検討が必要である。
また、現在もマルドリ方式に関連する周
辺技術の研究がなされており、マルドリ
方式は日々進歩していく技術である。

この後、カンキツチーム圃場へ
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マルドリ栽培の施設設計から管理まで 

高度先進技術研修資料 ４ 

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 

図１に，マルドリ方式の施設で用いる主な資機材を示す。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 マルドリ方式の主要な利用資機材 

１. マルドリ栽培で用いる資機材 
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(1) 設計の概略 

図2 設計で検討する事項 

２. 水理設計の基礎 

水理設計とは，水源の能力を考慮して，各資機材の能力ができるだけ過不足なく発揮できる

ように，使用する機材の型式や規格，分量や設置位置などを決定してゆく作業である。適切な

設計により，目的を十分に達成しつつ，コストを最小にすることが可能となる。 

設計において決定する主な事項は，図2に示すように，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2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。 
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(2) 圧力損失について 

設計手順において，一般に最も煩雑なものは圧力計算である。圧力計算では，パイプや機材

における圧力損失の計算が主な作業となる。ここでは，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。 

図3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。 



－22－ 

 

 

図3 損失水頭について 

具体的な設計の手順は，概ね次のようである。図4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。 

(3) 設計手順 
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図4 配管例（９ブロック分割でかなり複雑な例） 

３. 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。 

(1) システムの概要 

図5 システムの機能と利用状態の概略  
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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6）。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。 

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

図6 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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４. 管材に関する補足情報 

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。 

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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５. 設計実習用サンプルデータ 

(1) サンプル園地 
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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 

(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。使用機材は，以下の一覧に応じて入力するものとする。 
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(3) サンプル園地計算結果 

前項のとおりに入力して計算すると，以下のような結果になる。 
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６. 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。 



－30－ 

 

 

７. マルドリ方式における栽培管理 

(1) マルドリ栽培の特徴 

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。 

(2) 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案を表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ヶ月程度の間に秋肥を施用する。収穫期の地温が低下してくる普通温州等で

は，秋肥の液肥濃度を300ppm程度として，年内に施用する。 

(3) かん水管理 

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，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
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65 /10a 150ppmN 310g/ / 2600L/ /
kgN/10a/ 170 /10a/ (196 /10a)

100g/ / 860L/ / /10a/

表1 マルドリ方式での基本栽培管理案（極早生対象） 

表2 マルドリ方式での基本栽培管理案（普通温州対象） 
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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7）。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8）。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。 

図7 水ストレスと光合成・果実肥大（森永） 

図8 糖・酸の目標値の設定 
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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9）。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10）。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，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。 

(4) 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 

aa
bb

図9 点滴孔直下における細根発生状況 図10 点滴孔直下の土壌断面 

表3 マルドリ方式のカンキツ細根活性に対する影響 



－34－ 

 

 

(5) 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。 

(6) おわりに 

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ぶ必要があると言える。 

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られる。 
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高度先進技術研修資料 5 

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

置の設置が必要です。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ます。しかし、これらすべてを具備する必要がある訳

ではありません。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なく、また適切な水圧が得られていれば減圧弁も必要ありま

せん。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す。  
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す。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ます。  
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

を示します。 
 
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』

39 頁に示します。 
♦ 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中

で、給水チューブから点滴チューブまでの組み立てを行います。  
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（チーズコネクタ）の装着、点滴チューブからの水滴の確認作業などを行います。  
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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す。これまでマル

ドリ設備設置時の不具合事例を示します。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す。 
それぞれは単純な要因ですが、注意しなければかん水の際に至る所で水漏れの原因

となります。 
 

 

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。  



 - 37 -

 
 
                          
 
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。 

 

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）
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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ます。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す。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恐れがあります。  
 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す。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す。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す。  
 
 獣害等による機器の破損も報告されています。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す。小動物がチューブを噛み穴が開き、不必要に水が

噴出します。小動物が園地内に侵入しないような柵等が必要です。  
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、機器の消耗を早めます。コントローラボックス内に

虫除け等の方策が必要です。 
 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

損事例などを示します。
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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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