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果樹の樹体内水分動態特性

－ 高品質果実の安定生産に適した樹体内水分環境を維持管理するために －
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次世代カンキツ生産技術研究チーム

平岡 潔志

１．土壌・樹体・大気を通して水の動きを考える

Ａ. 樹体の水分状態を決める要因

樹体は必要とする水の大半を土壌から吸収するため、土壌が乾燥しないようにかん水が行われ

ています。十分な量のかん水を行うと、土壌水分は最大になったあと最初急激に、その後緩やか

に減少します。土壌が保持できる水の量よりかん水量が少ないと、土壌水分はかん水量に応じて

上昇したあと少し緩やかに減少します。このような水分状態の変動パタンは、土壌によって異な

るため、園地の土壌に応じたかん水量やかん水間隔を決める必要があります。

しかし、土壌水分をある程度以上に保っておけば、樹体の水分状態を適正に維持できるわけで

はありません。樹体の水分状態は、基本的に吸水を担っている細根と、蒸散を行う葉や果実によ

る水収支によって決まります。つまり、土壌の水分状態が同じでも、樹体に取り込まれる水が多

いときには樹体内水分量は上昇し、失われる水が多いときには樹体内水分量は減少します。この

ため、樹体の水分状態は、生育状況や人為的に行われるせん定などの枝梢管理、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などにより変化します。また、吸水

や蒸散などの生理活性に影響を

与える温湿度(地温)、日射量、

風速、二酸化炭素濃度など、環

境の変動にともなっても変化し

ます。そこで、樹体の水分状態

を高品質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

えた水管理と樹体管理を行う必

要があります。しかし、土壌や

樹体の水分状態は、園地で容易

に知ることはできません。この

ため、簡単に土壌や樹体の水分

状態を数値で知ることができる

ような測定法(下図:TDR法)の開

発を進めています。

携帯型 TDR 土壌水分計による

園地内表層土壌(深さ約 13cm)

水分分布調査事例

＊一般に、傾斜地に多い果樹園では、
土壌水分のばらつきが多く、果実品質
のばらつきを大きくしている原因にな
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Ｂ. 枝の役割（通水・貯水機能）

樹体の水収支を考える上で、根や葉の量や地上部と地下部の比率(T/R比)が重要であることは

容易に理解できます。しかし、細根と葉をつなぐ枝について考えることは少ない気がします。永

年性作物である果樹は、根や枝を二次成長によって肥大させ太根・太枝を形成します。これら太

根や太枝は、細根から葉や果実への水の通路になるとともに、一時的な貯水器官として働いてい

ます。つまり、蒸散を開始した葉には、最初に枝に貯蔵された水が供給され、やがて細根から吸

水された水が枝を通って供給されるようになるのです。このため、樹体内において水が順調に動

くには、太根・太枝の通水・貯水機能が適正である必要があります。樹体内の水分量は、短期的

には細根の吸水と葉の蒸散の水収支によって変化しますが、水収支によって太根や太枝の水分状

態が変化すると通水・貯水機能が変化するため、樹体内の水の動きが変化することになるのです。

ほとんどの果樹は、台木に穂木を接ぎ木した苗木を定植しているため、太根と太枝の間にある接

ぎ木部で導管が不連続になり、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ますが、これと同様に、太根や太枝の通水性が変化すると、葉や果実の

水分状態が影響を受けることになるのです。

果樹の枝の水分状態(体積含水率)を測

定すると、樹皮の含水率は木部より高く、

樹種間差が小さいのに対して、木部では

20 ％前後違います(右図)。これは、太

枝の貯水機能が樹種によって異なること

を示しているのかもしれません。また、

常緑果樹で低く、落葉果樹で高い傾向が

あることは、原産地の気象環境と関連

性があるのかもしれません。

（右図データのうち、モモとリンゴにつ

いては、乾燥ストレス状態にあったため、

体積含水率が健全な状態より低い可能性

があります。）

このような違いが見られる原因を考え

るため木部を顕微鏡で観察すると、樹種

によって導管の直径が著しく異なること

がわかります(下図)。このため、枝体積

含水率の違いは、このような木部の組織

的な違いによるものではないかと考えら

れます。

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）

果樹の枝体積含水率 ( 四国研究センター ）
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導管内の水の状態について、NMRやMRIに

よって計時的な変化が明らかにされていま

す。右図は、ブドウ幼木枝中の水の動きを

NMRで調べた結果です。中央の髄周辺にあ
ずい

る導管では水が根から葉の方向に流れてい

るのに対して、外側の師管では葉から根の

方向に水が流れていることがわかります。

下図は、導管内の水の状態を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(図中で白く表示)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(導管の外側)の水分状態がよいことがわかります。

葉の水ポテンシャルが

緩やかに低下してくると、

内部に気泡が発生する導

管が増加して水で満たさ

れた導管数が減少します

(水で満たされ白く映って

いた導管が見えなくな

る)。そこでかん水すると、

急速に葉の水ポテンシャ

ルは回復し、葉の水ポテ

ンシャルの回復から約10

分程度後になって気泡が

発生した導管が再び水で

急速に満たされていきま

す(水で満たされ白く映る

導管が増えてくる)。

このように、時間差は

あるものの、葉の水ポテ

ンシャルと水で満たされ

た導管の数には対応関係

が見られることから、水

で満たされた導管数に相当する値を測定することにより枝の水分状態(通水性)を知ることができ

ると考えられます。枝体積含水率は、枝に含まれる水、貯蔵されている水の量を示しますが、そ

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るこ

とができます。そこで、水で満たされた導管数を体積含水率によって評価し、枝の水分状態(通

水性)を知ることができると考えています。

近年、広範囲の土壌水分領域において土壌の体積含水率を測定できるTDR水分計が開発され、

土壌水分環境の測定に利用されています。この水分計を利用することにより、適正水分量と水分

計で推定した土壌水分量との差を目安にしたかん水制御システムを作ることができるようになり

ました。この水分計を利用して、土壌と同様に枝体積含水率が測定できることがわかっています。

容積の大きい枝を形成する樹木では、土壌と同様にセンサーロッドを枝に挿入することにより、

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。

導管と師管の水の流れ(ブドウの枝の NMR 画像)

＊導管（緑～青色）、師管（黄～赤色）

Plant Cell and Environment. (2001)491-503
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枝の体積含水率を測定できるのです。

TDR水分計で枝体積含水率を測定することにより、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水の動きを理解することができるようになりました。

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、含水率を併せて評価・議論される

ことはほとんどありませんでしたが、TDR水分計により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することにより、枝の中の水の動きをより深く理解できるよ

うになると考えています。

Ｃ. 根・枝・葉・果実の役割(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10μ

m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(右図)。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、葉と同程度の細い導管が張

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(右図及び次ページ図)。

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

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。

《補足》

枝の体積含水率が高く、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

能を有しますが、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・

貯水機能は著しく低下します。このとき、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、枝体積含水率の回復によって計測できます。

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ないようです。枝の

導管を流れる水の速度は、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で最

も速く、樹液流速度が速いつる性の果樹を除けば、およそ時速50cm程度の樹種が多いようです。

樹体各部位の導管の平均直径 [ウメ南高]
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影響を与えます。代表的な果実のカルシウ

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十分な量が供給さ

れないとき、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。

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

考えることが大切です。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(右図)。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－1MPa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

水の動くエネルギーを示す指標である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比較的少ないため浸透ポテンシャルは小さく、導管の細胞は大

着色開始期前 着色開始後

リンゴ果実内への色素輸送経路の変化
Annals of Botany 93 (2004)275-282

土壌-植物体-大気間の水ポテンシャル勾配
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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、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

を根から葉に向かって水が動きますが、圧ポテンシャルが逆転すると枝の中を葉から根の方向に

水が動くこともあります。

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. 水の物理的な特性

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

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

大差ない場合も多く、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（次ページ図参照）。この穴は、動植物の細胞に存在し、1

日の間に合成・分解され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。

水の構造 水素結合

6



２．樹体(枝)内における水の動きを考える

Ａ. 枝の収縮肥大と体積含水率の変化

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

の変化はほとんど見られません。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、導管内に気泡が発生して水の流れが切断され、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する現象が見られました。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。また、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は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

なっているかもしれません。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りませんでした。蒸散に応じて十分な水が根から供給されて

いるためと考えられますが、成木でも同様な現象が見られるかどうかは、今後、調査しなければ

なりません。

Ｂ. 枝の体積含水率の年間変動

これまで果樹の枝体積含水率を測定してきた結果、果樹の枝体積含水率は秋から冬に低く、春

から夏に高い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とき、数

日の間に枝の体積含水率が数％低下することが分かってきました。このような枝では葉の落葉が

見られ、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が枝体積含水率に与

える影響も大きいと考えられます。しかし、このような樹体・土壌管理に伴う枝体積含水率の変

化を測定した事例はまだ少なく、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

いない樹種が多いのが現状です。枝体積含水率は、気象環境の変動によっても影響を受けると考

えられることから、この点からの解析も今後積み重ねていく必要があります。

細胞膜に形成されるアクアポリン Science. 256:385–387 (1992)
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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になります。葉は、水分状態が悪くなると気孔を閉じて樹体から水

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です。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

ることが多くなりました。

ウンシュウミカン栽培を中心に普及している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(たとえば葉面散布など)を行う必要があります。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技術の開発を推進しています。

《参考》

葉の表面断面図

表面をクチクラなどに覆われた葉は、

気孔以外の部分からの水の損失を抑

えていますが、その中には細かな溝

があり、葉面散布した養水分が吸収

される通路になっています。
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平成 20 年度革新的農業技術習得支援研修
「果樹の省力・低コスト等対応技術」Bコース

マルドリ栽培の施設設計と管理

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
　島崎昌彦

１．マルドリ栽培で用いる資機材

図１に，マルドリ方式の施設で用いる主な資機材を示す。状況に応じて，この他に減圧弁や手動
のバルブなどを使用する。各所で使用する管材は，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。

水源

液肥混入器

液肥タンク

ディスク
フィルタ

かん水制御機と
電磁弁

点滴チューブ

混入比一定型

低コスト簡易型

分離型

（制御機）

（電磁弁）

一体型

フィルタ

透湿性
マルチシート

点滴チューブ

透湿性
マルチシート

図 �  マルドリ方式の主要な利用資機材
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２．施設設計の基礎

（�）設計の概略

施設設計（水理設計）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 �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 �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。

水源タンク

点滴チューブ

マルチシート

ブロック１

ブロック２

給
水
管

配水管

太さ？
機種？ 高さ？

面積？

ブロック数？

設計で検討する事項の例

圧力は十分？

液肥混入器

バルブ
フィルタ

液肥タンク

図 �  設計で検討する事項の例
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（�）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 �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，バルブや管の曲がり部

などのように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に大別される。
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。
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（�）設計手順

具体的な設計の手順は，概ね次のようである。図 �に示す配管例および図 �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。

バルブ閉

バルブ開

水面は同じ高さ

圧力は標高が低いほど大きい圧力は標高が低いほど大きい

連続的な圧力損失局所的な圧力損失

バルブやフィルタ，管の曲がりなど

図 �  圧力損失について
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３．「マルドリ方式施設設計支援システム」を用いた設計の概要

（�）システムの概要

1

2

3

4
5

6

7

8

9

樹体
石垣
モノレール

25mmPEパイプ
32mmPEパイプ

液肥タンク

水源へ● 9ブロック
● 往復蛇行
● 樹数　139本

点滴チューブ

図 �  配管例（9ブロック分割でかなり複雑な例）

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り，無償で配布している。

資機材のデータ
（水理特性，価格など）

各種計算式

園地の情報
（樹列の位置，樹数など）

かん水施設の情報
（水源の位置，使用資機材など）

水理計算結果
（諸地点での圧力，必要ブロック数など）

必要資材量，費用の概算値

入力

判断

出力

処理

図 �  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 �）。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 �）。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て操作する。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。

［ 操作部 ］

制御部

1

11.4

21.4

31.3

41.3

51.4

61.4

71.4

9 7.5

10 7.7

11 8.0

12 6.5

13 6.6

14 6.8

15 7.0

16 7.2

2

3

8 7.2

［ 表示部 ］

切り替え

要求時に表示

図 �  システムの動作状況例

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

（�）材質による分類

（�）塩ビ管

（�）ポリエチレン管

（�）点滴チューブ

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。

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。ただし，VUは本来は排水用なので，マルドリ方式では基本的に用いない。
「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。

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。

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．設計支援システムによる設計例

（�）サンプル園地

水源水圧は 20m，園地は水平とする。
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（�）サンプル園地計算結果

サンプル園地のデータを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．マルドリ方式における栽培管理

（�）マルドリ栽培の特徴

マルドリ栽培の特徴として以下の 3点が挙げられる。
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かん水
３）液体肥料による肥培管理

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。

（�）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。

（�）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，-1.0MPa 程度を維持することがよく，-1.5MPa 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 �）。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，
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窒素（g）

月間水量（L）

量 （L/樹/回）

回数

上中
下

上中
下

上
中

上中
下

上中
下

中
下かん水同時施肥時期（旬）

月間水量（L）

量 （L/樹/回）

回数

上中
下上下下上

中
上中
下中上中

下かん水時期（旬）

計月

◎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回のかん水施肥。
◎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月上旬は減酸かん水。
◎早生は収穫期に合わせて本基準に準じる。
◎夏季のかん水量はその年の天候による。

      

上中
下下上中

下
上中
下

上中
下

上中
下

上中
下

上中
下下上中

下中上中
下

計月

◎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回のかん水施肥。秋
肥は収穫の1週間～10日前よりかん水施肥する。

◎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かん水を行う。８月下旬～９月は減酸かん水。10月
は樹勢維持かん水。
◎夏秋期のかん水量はその年の天候による。

月間水量（L）

量 （L/樹/回）

回数

かん水時期（旬）

窒素（g）

月間水量（L）

量 （L/樹/回）

回数

かん水同時
施肥時期（旬）

表 �  マルドリ方式での基本栽培管理案（極早生温州対象）

表 �  マルドリ方式での基本栽培管理案（普通温州対象）



p
.	�
�

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 �）。
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。

光合成速度

水ポテンシャル

果実肥大

図 �  水ストレスと光合成・果実肥大（森永）
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図 �  糖・酸の目標値の設定例
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（�）マルドリ栽培がウンシュウミカンの根へ与える影響
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 �）。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 �0）。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。

（�）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。

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
各地点4点の平均±SD，100%点滴の施肥量：20kg-N/年

細根呼吸活性（µmol O2/gDW/h）

表 �  マルドリ方式のカンキツ細根活性に対する影響

図 �  点滴孔直下における細根発生状況 図 �0  点滴孔直下の土壌断面
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（�）おわりに

マルドリ方式では，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であり，施設の保守管理の必要もあるため，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。
また当チームでは，より簡易・省力的に高品質連年生産を可能とすることを目指し，図 ��のよ

うなマルドリ方式の高度化に取り組んでいるところである。
なお，マルドリ方式などに関するいろいろな情報をWeb 上で公表しており，マニュアルなど各
種の刊行物の紹介・ダウンロード提供や設計支援システムの紹介などを行っているので，適宜参考
にされたい。URLは以下の通りである。
http://wenarc.naro.affrc.go.jp/team_group/team/05_citrusproduction/sougou/

生体情報

樹体の水分状態の
実態に対応した
かん水管理

かん水の判断基準となる
生体情報の取得

園地単位のかん水制御から
より細かい（ブロック単位の）
かん水制御

 樹体に必要な
かん水量の算出

生体情報の
　取得

図 ��  より高度な次世代マルドリ方式へ向けて



1 
 

革新的技術研修資料 

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な

く、また適切な水圧が得られていれば減圧弁も必要ない。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

を解説する。 
 
 
それぞれの園地のマルドリ設備の特徴 

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 5 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方式の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う。 
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実技手順 
 省力的な水分（施肥）管理のために担当する園地に点滴かん水チューブを敷設する

ことを想定し、各参加者は 25mm（20mm）の給水チューブから点滴チューブを接続する

作業を行う。 

 

様々な状況を考え、以下のバリエーションを準備した。 

 

 

 
 
 

それぞれの資材は施工の容易さ、価格などの特徴がある。 
 
○サドル、またはチーズの接続 
サドル：想定する点滴チューブ敷設位置にサドルを固定する。ボルトによる固定後、

給水チューブに穴を開ける。 
チーズ：想定する点滴チューブ敷設位置にチーズを固定する。給水チューブを切断し、

バリなどを除去する。 
 
○スタートコネクタの接続 
シールテープを過不足なく巻き、サドルまたはチーズに取り付ける。レンチ等でしっ

かり締める。 
 
○点滴チューブの接続 
スタートコネクタにラム 17、またはドリップネットを接続し、それぞれに合ったエン

ドを準備する。 

 
接続完了後、一度水を流す。この時、点滴チューブのエンドは接続しない。（施工時

のチューブのバリの破片、ドリルグズなどがチューブ内にあるため、これらを流す。） 
 
 
 その後、エンドを接続して点滴チューブによるかん水を確認。 
（水漏れがある場合は、その箇所を修理） 

 

給水チューブ 
20mm 
25mm 

分岐の方法
サドル 
チーズコネクタ

スタートコネクタ
ストレート 
ドリップネット用

点滴チューブ
ラム17 
ドリップネット 
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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る。 
  

不適切な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。  
 

  

加熱よる差込不良。（左：適、中、右：不適） 接合のやり直し時のキズ。  
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設備設置の現場から生まれたアイデア（参考） 
 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。 

 
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  
 かん水チューブが樹元の適切な位置に配置してあり、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恐れがある。 
 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ある。『凍結による破損事例と防寒対策』、『獣害等による破損

事例』に実際の破損事例を示す。



 

 

 

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 
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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 

 

 



革新的技術研修資料 

 

マルチ点滴かん水施肥装置設置圃場の見学 
（省力・軽労化作業機の実演） 

 
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 中元陽一 

 
はじめに 

近畿中国四国農業研究センターで開発したマルドリ方式（周年マルチ点滴かん水同

時点滴施肥法）は、省力的かつ高品質カンキツ栽培を達成でき、北は静岡県から南は

鹿児島県まで全国のカンキツ生産農家に広く普及して

いる。  

これまで次世代カンキツ生産技術研究チームでは、

干ばつ回避や夏季以外での水分管理の重要性を指摘し

てきたが、マルドリ方式のように点滴かん水を用いて

省力的に水分（施肥）管理を行う発想は、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

ール以上になる（2006年3月調査）。 

 

マルドリ方式は次の 3 つの省力・軽労化技術としての特徴がある。 

1. 園地の表面に基本的に一年中マルチを敷設 

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

たマルチシートは雑草抑制に効果があり、除草作業を軽減できる。 

2. 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

る。また自動化によってかん水施肥の省力化を図ることができる。 

3. 液体肥料による施肥管理 

固形肥料に代わって、液体肥料を用いて行うことにより、慣行の施肥管理の作業を

軽減することができる。 

これらマルドリ方式の省力的な特徴を実験圃場にて解説する。  
さらに、近畿中国四国農業研究センターでは、急峻傾斜地で利用できる機械、省力

技術の開発をおこなってきている。重機を利用した園内道整備などができず、これま

でモノレール以外の機械化が困難であった急傾斜地石積み階段園などを対象に、テラ

ス間移動スロープによる小規模園地改造、あるいは新たに開発した動力運搬車の導入

による省力・軽労化技術などを含め、その他開発中の作業機の実演を行い解説する。 

 

※ 以降、圃場で説明を行う。 



圃場見学 

近畿中国四国研究センター実

験圃場（鶴ヶ峰地区）で行われ

てきている、マルドリ方式実験

圃場を解説する。マルドリ方式

による栽培（日南 1 号、13 年生）

は、現在 6 年目になる。 
 

 

省力・軽労作業機等 

  

 

階段園作業の省力化のためのスロープ設置技術 

階段園など機械化が困難であった園地に、運搬車

の導入を中心とした軽労化を図るための技術。 
（場所：鶴ヶ峰実験圃場、見学） 
 

 

 

 
歩行形管理機を利用した急峻傾斜果樹園の狭幅作

業道造成法 
片排土ロータリを装着して走行速度を低速にし

た歩行形管理機を利用した工法であり、急峻傾斜果

樹園において等高線方向に道幅が 30～50 ㎝の狭幅

作業道を効率的に造成することが可能。  
（場所：農業機械実験室前、実演） 
 

 

 

傾斜畑用土揚げ機 
傾斜畑の表土を山側に飛ばす片排土仕様の

一輪歩行型土揚げ機。スイッチバック・ハン

ドルターン方式で方向転換するため、片排土

での往復作業が可能で、傾斜畑でも安全に作

業できる。また、１行程当たり揚土量が従来

機の約 2 倍で労働負担が小さくなる。 

（場所：農業機械実験室前、実演） 

マルドリ試験区 
対象区 

 



スイッチバック運転ができるクローラ運搬車 

 果樹園など旋回可能な空間が確保できない場合、

旋回することなく、スイッチバック運転すること

で園内での移動が容易にできる運搬車。現在、特

許出願中。（場所：農業機械実験室前、実演） 

 
 

 
 

モノレール対応型クローラ運搬車 

 圃場内ではクローラで走行し、圃場－圃場

間、農道－圃場間はモノレールで走行するこ

とができるクローラ運搬車。 

（場所：農業機械実験室前、実演） 
 
 

 
モップ式草刈機  

車輪が付いた手押し式のシンプル構造。果樹冠下や

棚栽培果樹園内、家回り等の草刈作業が楽にできる。 
機体前方中央部のナイロンカッターを中央・左右の 3

方向に切替可能としたことで、直進しながら壁際を刈

れる。  
（場所：農業機械実験室前、実演） 
 
 

 
カンキツ樹掘り取り用油圧ショベルアタッチメント 

 傾斜地でも抜根作業が可能で、地表面付近の細根を

残しながら成木移植にも利用可能な根を掘り取るため

のアタッチメント 。 

（場所：農業機械実験室前、展示） 
 

 
空気式土壌改良機 

 地中にノズルを打ち込み、圧縮空気を土中で一気に

膨張させる土壌破砕処理を行った後、そのノズルを利

用して薬液を注入する土壌改良機。 

（場所：農業機械実験室前、展示） 
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