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資料の取扱いについて 

 

本研修テキストについては、引用等著作権法上認められた行為を除き、近畿中国四国

農業研究センターの許可なく、複製、転載はできませんので、利用される場合は近畿中

国四国農業研究センター（連絡先： 0877-63-8128）にお問い合わせ下さい。 



ごあいさつ 

 

 

農業生産の担い手の高齢化と地域経済の低迷が続く一方で、グローバル化の影響は着実

に押し寄せて来ています。東海地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州地方の暖地に

分布し、その生産量が日本の果物で最も多い重要な作物であるカンキツ産業にとっても例

外ではありません。傾斜地における有利作物として増殖され一時は 20 万 haを超えたカン

キツ栽培の面積も、昭和 49年をピークとして減少し、近年では担い手数の急激な減少とと

もに、往年のおよそ 1/3 にまで激減し、高品質な果実が生産されていた園地までもが放棄

園地となる事例も見られるようになりました。特に、中国地方、四国地方、九州地方の果

樹園の耕作放棄地率は、他の地域や水田作と比べて高くなっており、中山間地域や瀬戸内

海島嶼部の課題の大きさを示すものです。単に国産果実の供給量の減少に留まらず、関連

産業、地域の生活基盤を含めた地域社会の維持発展にも大きな影を落としています。 

近畿中国四国農業研究センターでは、このような問題に正面から向き合い、農業技術上

の研究課題を的確に把握するとともに、これらの課題解決に向けた技術的提案を行い、農

業技術開発を通じて地域農業・農村の発展と新たな産業の創出に貢献したいと考えていま

す。そのため、日頃より公設試験研究機関、普及機関の皆様との研究連携により、現場で

活用していただける革新的な技術の開発を志しています。傾斜地園芸研究領域で取り組ん

でいる「カンキツブランド化支援のための栽培情報高度利用生産技術と園地整備技術の開

発」という研究課題もその一つで、園地整備、省力・軽労作業体系、栽培技術、農業経営

戦略の総合的な観点から問題解決のための支援を行うことを目的として研究を推進してい

ます。 

研究開発には、基礎的な理論を探求しようとする段階、新技術を開発しようとする段階、

新技術を確立しようとする段階、それらを総合して現場での活用を目指す段階があります。

近い将来に生産現場での活用を目指す技術については、現地での実証により改善を進めて

いく必要があります。農研機構近畿中国四国農業研究センターでは、研究推進の各段階に

おいて、普及現場、生産現場のご意見、ご支援をいただきなら、地域社会に貢献できる技

術開発を加速させたいと考えています。 

「果樹栽培の省力・軽労化と高品質安定生産技術」に関する本研修においては、主にカ

ンキツ栽培に関わる最近の研究成果を紹介します。要素技術についての最近の研究成果と

ともに、「団地型マルドリ方式」などの産地での取り組み事例を紹介し、どのような場面で

活用できるのかについて、実際に現場で活躍される皆様と情報交換することにより相互理

解を深めたいと考えます。これを機会として、さらなる連携の強化をお願い申し上げます。 
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四国農業研究監 川上秀和 



目 次

1.マルドリ方式の高度利用
（1）マルドリ方式による高品質果実安定生産技術の基礎と高度利用

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 根角 博久･････ 1

（2）生体情報の栽培への利用とその問題点
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 星 典宏･････ 9

（3）マルチ資材の特性と利用による環境制御
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 國賀 武･････ 15

（4）アメダスデータからの精密園地気象予測
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 植山 秀紀･････ 21

（5）土壌物理性と点滴かん水
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 広報普及室 井上 久義･････ 27

（6）園地土壌の乾燥程度を簡単に把握できるカンキツ用簡易土壌水分計
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 水田作研究領域 黒瀬 義孝･････ 46

2.果樹栽培における省力・軽労化のための機械開発と作業体系
（1）果樹栽培省力化のための機械開発

農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター 園芸工学研究部

大西 正洋・太田 智彦･・･･ 53

（2）傾斜地における運搬の軽労化
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 中元 陽一･････ 60

3.軽労動で高品質果実生産を実現する園地整備技術
（1）マルドリ方式施設設計

農研機構 農村工学研究所 水利工学研究領域 島崎 昌彦･････ 67

（2）園内道の整備のための設計支援システム
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 細川 雅敏･････ 73

（3）圃場整備後のカンキツ園における浮遊土砂の流出特性
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 向井 章恵･････ 77

4.新技術の導入と収益性向上
（1）追加の費用・収益からみた「マルドリ方式」の経済性評価

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 棚田 光雄･････ 81

（2）施設共同利用型高品質カンキツ生産方式「団地型マルドリ方式」
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 齋藤 仁藏･････ 87

（3）高品質カンキツのブランド化を考える
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 齋藤 仁藏･････ 92

5.総合討論
産地ブランド型営農モデルの確立に向けて

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 田坂 幸平･････ 99



マルドリ方式による高品質果実安定生産技術の基礎と高度利用 

 

農研機構 近畿中国四国農業研究センター傾斜地園芸研究領域                               

上席研究員 根角博久 
１．はじめに 

農研機構では、組織的な新品種の開発を進めるとともに、省力的に高品質果実の安定生産を

実現できる栽培システムについて研究開発を進めている。カンキツの品種改良については、ウ

ンシュウミカンを種子親として獲得した個体の中から、単胚性で無核または少核の「清見」や

「スイートスプリング」が育成されたことで、その後代が勢力的に育成され、高品質な中晩生

カンキツ新品種の育成に成功している。また、消費者ニーズの多様化とその高価格販売の実績

に基づき、品種更新が精力的に行われているところである。ウンシュウミカンや旧主要中晩生

カンキツの栽培面積が減少する中で、それらの品種は増加傾向にあり、特に「清見」や「不知

火」が 1000haを超える栽培面積となっている。また近年、他の農研機構育成品種の内「はるみ」、

「せとか」、「はれひめ」も 100haを超える面積となっている（図 1）。また、愛媛県で育成され

た「愛媛果試第 28号（紅まどんな）」、「甘平」や山口県で育成された「せとみ」なども各県の

戦略的品種として増産、産地化、ブランド確立の取り組みが積極的に行われている。そこでは、

多様な品種の高品質安定生産を軽労動管理で実現し、収益性の高い生産体系を産地レベルで確

立することが目標となる。 

 

 

 

 

 

 

 

その実現の前提条件として、軽労動で管理が可能な園地整備、適地適作と労働力配分の適正化が必

要であり、その上で多雨年、干ばつ年にかかわらず高品質安定生産を実現できる気象変動に対応した

精密栽培管理技術を確立する必要がある。 

ウンシュウミカンの高品質果実生産技術として開発されてきた周年マルチ点滴かん水同時施肥法

の栽培システムは、気象変動に対応した精密栽培管理のツールと成り得るものである。この栽培方法

はれひめ         はるみ          不知火          せとか 

 

図 1 近年栽培面積が増加しているカンキツ品種 
（資料：栽培面積は、特産果樹生産動態等調査（農林水産省生産局農産部園芸作物課）による） 
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は、平成 15年に技術マニュアルが紹介されて以来、その時に付けられた愛称「マルドリ方式」という

ことで普及が進められている。ウンシュウミカンでの技術指針を特性の異なる新たな品種に適用させ

るには、多くの課題がある。しかし、シートマルチと点滴かん水施肥で降水や気温などの気象の変化

に対応して、目的に応じた最適な樹の成長や果実品質を目指す栽培環境に対応する技術の一つと位置

付けることができ多くの可能性があるものである。そこで、シートマルチと点滴かん水施肥の組み合

わせにより樹や果実の生育を制御する栽培技術について、広く「マルドリ方式」の呼称を用いること

とする。対象とする品種、マルチ被覆を周年行うか期間を限って行うのか、透湿性マルチを用いるか

どうかなどについて問わない。 

以下に、その活用方法の基礎と高度利用に向けた考え方を紹介する。 

 

２．マルドリ方式による栽培技術の基礎 

 マルドリ方式の技術的特徴は、①シートマルチにより降水の影響を軽減し土壌からの蒸発量のコン

トロールができること、②点滴かん水により効果的で均一なかん水が行えること、③点滴かん水施肥

により効果的かつ均一に肥料を吸収させることができることにある。マルドリ方式のシステムにおい

ては、臨機応変にかん水量および養液中施肥成分濃度の変更が可能であり、栽培環境と樹体反応の情

報から人が判断して、適切なアクションを行うものである。一般にシートマルチと点滴かん水および

液肥混入の設備を組み合わせた場合を「マルドリ方式」と称する傾向があるが、その設備を活用して、

どのようなことを実現しようとするのかが重要である。その基本的な考え方を図 2に示す。 

 

 

 

 

（1）マルチシートの選択 

 シートマルチの基本的な効果は、草の発生を抑制することと土壌からの蒸発量を抑制することによ

り、土壌水分を保持できることにある。また、マルチシート資材の色により園内の光環境や地表面温

度にも影響を与える。栽培管理の目的により、それらの特性を考慮して資材の選択を行う。その際、

耐候性や巻き上げ方式で設置する場合などのハンドリングのしやすさも考慮する。 

図２  マルドリ方式活用の基本的な考え方 
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（2）かん水量の決定方法 

樹のかん水要求量とマルドリ方式設備で行う有効かん水量を考慮して、かん水量の目安を決定する。

具体的には、 

●かん水要求量＝樹からの蒸散量+地面からの蒸発量+成長必要水量 

●有効かん水量＝有効点滴孔数×時間吐出量×吸水効率 

と考えることができ、自動で連日かん水を行う場合は、日かん水要求量と日有効かん水量が釣り合う

ようにかん水時間を設定すれば良い。 

① かん水要求量の推定 

おおよそのかん水要求量を推定するには、FAOの「かんがいと排水に関するガイドライン No．56」

（Allenら、1998）を用いることができる。気温、風速、水蒸気圧などの気象データから求められる

ペンマン・モンティース法による基準蒸発散位（ET0）に生育時期別に推定されているカンキツの作物

係数（Kc）を乗じて、カンキツ園の蒸発散位（ETc）を推定し、樹の大きさを考慮して樹当たりの推定

蒸発散量とする。 

ETc＝Kc・ET0        (式 1) 

また、この作物係数 Kcは、作物からの蒸散を反映する基本係数（Kcb）と環境からの蒸発散を反映

する環境係数（Kce）を合わせたものと考えることができる。 

Kc＝Kcb+Kce    （式 2） 

作物係数については、論文により異なり、栽培環境や栽培される品種によっても異なると考えられ

る。また、マルドリ方式では、マルチの資材により、透湿性、光環境、温度まで異なるので、シート

マルチを行った場合の蒸発散量の推定については作物係数の検討を要する。現時点では、FAOのガイ

ドラインにはいくつかのパターンが示されており、当面それらを基に検討する。仮にシートマルチ条

件における土壌からの蒸発量が抑えられるとして Kce≒0とすると、Kc≒Kcbである。マルチ資材の透

湿性の違いにより、この値が異なることに留意する必要がある。 

対象とするカンキツ園地の日蒸発散位を基にして、樹幅を 1辺とする正方形の面積を樹冠面積とし

て、樹冠面積当たりの蒸発散量に換算すれば、樹別のかん水要求量が推定できる。樹幅 2ｍの樹を考

えると、日蒸発散位 3㎜/日の場合は 12L/樹/日、日蒸発散位 2㎜/日の場合は 8L/樹/日に成長する樹

体に含まれる水量（成長必要水量）を加えた水量がかん水要求量と推定できる。 

 

② 有効かん水量の推定 

 細根が集中するのは、土壌が異なっていても地表からの深さ 30㎝までの範囲であるとされるので

（駒村ら 1985）、効率的に吸水させるためこの範囲までにかん水することを考える。点滴かん水チュ

ーブの仕様には、吐出孔間隔や吐出量が異なるものがあり、同じ水量と水圧なら時間吐出量が少ない

方が一度に広い面積をかん水できるため、配管設計しやすい。今まで実証試験で用いた点滴かん水チ

ューブは、吐出孔間隔が 30㎝で、時間吐出量 2.3L/ｈ（0.04L/min）の仕様のものである。点滴かん

水による水の浸潤は土壌の透水係数や保水性により大きく異なるため、1回の適正かん水量も異なっ

てくる。例えば、蒸発や根からの吸水を考えないシミュレーションでは、透水係数の大きい岩しょう

土（透水係数 5.9×10-2㎝/ｓ）の場合、乾燥した土壌において、0.04L/分の吐出量で 5分間の点滴か

ん水を行うと 14㎝、20分で約 30㎝の深さまで浸潤する。また、花崗岩風化土壌（砂壌土）の岩城島

の実証園（透水係数 4.8×10-2㎝/ｓ）の例では、20分/日の連日かん水を行った場合に 4日後には 30

㎝以上の深さまで浸潤し、5分/日でも 10日目には深さ 30㎝までの根域が適切な水分状態となると推
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定されている。また、客土された真砂土における実測の例では、7分間のかん水で深さ 20㎝、14分間

で 30㎝まで到達した。30㎝以上の深さへのかん水は効率的でないとすると、このような土壌条件の

圃場で 2.3L/ｈの吐出量の点滴チューブを敷設している場合、1回のかん水時間は 15分以内で行うの

が良いことになる。 

 

（3）かん水施肥（fertigatioｎ）における施用成分量 

樹幅 2ｍの樹では、エミッター間隔が 30㎝の点滴チューブ 2列配置の時の有効点滴孔数は 12個程

度である。この時、5分間のかん水による樹当たりかん水量は 3L/樹となる。また、地下水や降水の影

響がないとすると、日かん水要求量が 8L/樹/日であれば、15min/日（9L/樹/日）のかん水で良いと推

定される。 

点滴かん水施肥による施肥成分量については、かん水量とかん水養液中の肥料成分濃度で決まる。

点滴チューブを直線配置した場合、樹当たりの有効かん水量は根域の幅によって変化するが、5 分間

の 1回のかん水施肥を 1単位として成分濃度別、樹の大きさ別に試算しておけば、かん水施肥の設計

をしやすい。適正な液肥施用の試験的な検証は不十分であるが、点滴かん水施肥の効果は明らかで、

固形肥料による施肥基準の 60％程度の施肥成分量でも、樹勢が回復し着果が安定するという結果が得

られている。なお、地力をどのように考えるかの課題や、成園においてスポット的なかん水施肥では

必要量を効果的に施用できないなどの課題が残されている。全量液肥施用することにこだわって、か

ん水量を極端に増やしたり、養液中の成分の濃度を極端に濃くするような管理は推奨できない。 

 

 
 

 

 

 

（3）点滴かん水および点滴かん水施肥の年間設計 

かん水施肥量やかん水量で、樹の生育や果実品質をコントロールすることを考えてその年間設計を

行う（図 4）。品種特性や苗木か成木かなどでマルドリ方式の活用方法は異なるが、ここではモデルと

して、夏秋期の乾燥ストレス状態をコントロールして、糖度を向上させる場合の考え方を示す。まず、

年間の生育ステージを果実収穫後から発芽までを「初期」、発芽から枝しょうが緑化し果実への果汁蓄

積が始まる前までを「中期Ⅰ」、果実が急激に肥大して果汁が蓄積する時期を「中期Ⅱ」、果実肥大が

緩やかになり果実が成熟していく時期を「終期」として考える。技術的なポイントは、中期Ⅰの「か

ん水施肥」、中期Ⅱの「かん水」による樹体への乾燥ストレスの制御、終期の早い時期の樹勢回復のた

図 3  点滴かん水施肥における日かん水量と施肥成分濃度の設計 

注1） 推定かん水要求量は、ETｃ=3㎜/日の場合として算出 

注2） 100単位水量は、エミッター間隔 30㎝、吐出量 0.04L/分で 5分間のかん水を 1単位とした 
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めの「かん水施肥」であり、かん水とかん水施肥を目的別の使い分けることにある。一般的には、中

期Ⅰのかん水施肥においては、樹体に乾燥ストレスを与えないようにかつ効果的に肥料を吸収させる。

中期Ⅱでは果実糖度を向上させるために推定されるかん水要求量よりも少ないかん水量で樹の水分ス

トレス状態を適切に維持する。終期のかん水施肥では、果実品質に影響を与えない時期および範囲に

おいて気温が低下する前に速やかに肥料を吸収させ樹勢を回復させる。 

 

 

 

 

これらを参考に、降水や地下水の影響および樹の状態を確認しながら、適したマルチシートを選択

し、電磁弁の設定により自動かん水またはかん水施肥を適切に行うことで、高品質果実生産、隔年結

果の防止のみならず生育の促進あるいは抑制、干害あるいは寒風害の防止などカンキツ栽培の多くの

課題を解決することが、マルドリ方式高度利用の基本的な考え方である。 

 

３．高品質果実生産のための樹体の水分ストレス状態のマルドリ方式による制御 

かんがい用水の確保が必ずしも十分でない地域では、少ない水量で乾燥ストレスを与えないような

効率的なかん水に力点が置かれる。一方、日本では樹体の水分ストレスを適正にコントロールして、

高糖度で高品質な果実を生産する研究が精力的に行われてきた。 

マルドリ方式は、シートマルチにより土壌からの蒸発をコントロールするとともに、自動点滴かん

水による精密な制御で適切な水分ストレス状態の維持を実現しようとするものである。この樹体の乾

燥ストレス制御期間は、果汁の蓄積と果実肥大が盛んな期間で生育区分の中期Ⅱの期間である。この

期間においてかん水要求量以下のかん水量で樹体を適度な乾燥ストレス状態で管理を行うものであり、

果実の生育や糖度、酸度を確認しながら樹体の水分ストレス状態をコントロールし、収穫時の品質目

標に近づけていくのである。 

夏秋期における乾燥ストレスとウンシュウミカンの果実糖度上昇に関する知見は多い。早生ウンシ

ュウにおいては、間荢谷ら（1977）が夜明け前に測定した葉の最大水ポテンシャルを基準として、枝

葉や果実の肥大生育との関係を示している。その上で、果実糖度を上昇させ、果実に障害のおこらな

い夏秋期の適切な最大水ポテンシャルは-0.7MPa 程度であるとし、瀬戸内地域におけるカンキツ園の

蒸発散量を 3mm/日として 5日に 1回程度 15mm相当のかん水を行うことで、水分ストレス状態を適度

に維持できるとしている（間苧谷ら 1980）。また、早生ウンシュウミカンの葉内最大水ポテンシャル

が-0.8MPa以下となった時に日中の蒸散量が急減するという知見（星ら 2007）もある。薬師寺ら（1998）

図 4  カンキツの発育ステージ・かん水要求量と年間かん水施肥設計の考え方 
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は、ポット試験における精密なかん水試験で光合成産物の分配状況を示し、中庸な乾燥ストレスが果

汁への糖蓄積を促進することを明らかにしている。これらの知見は、果実糖度を向上させ、障害を発

生させない最適な乾燥ストレス管理があることを示している。 

果実への糖蓄積について、適度な水分ストレスの積算値（積算水分ストレス）を目安にコントロー

ルするという考え方をここでは採用する。積算水分ストレスの違いにより糖蓄積に差が生じる主な期

間は、果汁蓄積開始時期から 10月までである。長崎県口之津における試験では、早生ウンシュウでは

特に 7月下旬から 8月の積算水分ストレスの増糖効果が高く、「はれひめ」と「不知火」では 8月から

9 月の積算水分ストレスの効果が高い。夏秋期の適切な葉内最大水ポテンシャルは、ウンシュウミカ

ン、「不知火」（岩崎ら 2012）「はれひめ」（岩崎ら 2011）の品種の違いによる大きな差はなく、-0.7

～-1.0MPa の範囲のコントロールで高糖度の果実を生産できている。これらの結果は、葉内最大水ポ

テンシャルで-0.8MPa前後が適度な乾燥ストレス状態の目安となることを示している。 

また、11 月以降になり気温が低下してくると、土壌が湿潤状態でも最大水ポテンシャルは-0.8MPa

以下に低下する。したがって、不足量かん水（DI:deficit irrigation）による水分ストレス制御は、 

果汁蓄積期または果汁への糖蓄積期から気温が低下するまでの期間が有効であると考えられる。 

 

４．多様なカンキツ品種、作型におけるマルドリ方式の活用例 

農研機構では、現地実証等事業でマルドリ方式の高度利用を実現するための取り組みを行っており、

成果が得られている。その活用の主な目的は以下の通りである。 

① 早期成園化 

-1.露地栽培（図 5） 

1年生苗木を定植して生育促進する事例。定植後 3年目から結実させ収益を確保していく。 

-2.省加温ハウス栽培 

2 年生鉢付き苗木を定植して生育促進する事例。定植後 2 年目から結実させ、施設の有効活

用を図る。 

② 「はれひめ」 

-1露地栽培 

夏秋期の適度な乾燥ストレスにより、高糖度果実の生産を行うとともに、樹勢の回復や花震

いの軽減により安定生産を実現する。 

③ 「不知火」 

-1 露地栽培 

-2 屋根かけ完熟栽培 

-3 無加温ハウス栽培 

夏秋期の適度な乾燥ストレスにより、高糖度果実の安定生産を行うとともに、11月以降の減

酸の促進を図る。また、かん水による減酸のコントロールにより、出荷期に合わせて品質目標

に近づける管理を実現する。 

④ 「せとか」 

-1 無加温ハウス栽培 

-2 加温ハウス栽培 

 夏秋期からの適度な乾燥ストレスにより、高糖度果実の生産を行うとともに果実肥大を抑制

せずに大玉生産を実現する。 
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⑤ 「せとみ」 

-1 露地栽培 

夏期の乾燥ストレスを軽減し果皮障害の発生を軽減し、栄養状態を保って樹勢の低下を防ぎ、

連年安定生産を実現する。 

 ⑥レモン 

   -1 露地早期出荷型栽培 

 春花の着果を安定させ、果実肥大と果汁の蓄積を促進し、11月下旬までの早期に出荷する果実収量

を増加させる。また、夏期のかん水に要する水量を減らす。 

 この中で、「はれひめ」「不知火」「せとか」は、夏秋期の樹体の乾燥ストレスを制御するかん水管理

がポイントとなるが、「せとみ」では少水量で効果的なかん水を行い樹体に過度な乾燥ストレスがかか

らないようにできるかが問題となる。また、早期出荷を目指す露地栽培レモンでは早春からの乾燥ス

トレスの回避により春花の結実を安定させ、夏期のかん水を効率的に行って、果実肥大と果汁の蓄積

を促進する管理を行うことがマルドリ方式の活用のねらいである。 

 

 

 

５．おわりに 

 競争力のある産地とは、安定して高収益を確保できる産地である。そのためには、他に追随を許さ

ない高品質の生産物を安定的に供給できる体制を整え、消費者に認知され、相互信用の中で高価格安

定販売を実現することが必要となる。そのためには、個別の園地で高品質生産を行うことも大切であ

るが、産地として品質レベルを揃え、産地名を聞いただけで消費者が良いイメージを思い浮かべるよ

うなブランドの確立が必要である。 

小規模ではあるが、園内道と園内作業道を共同で整備し、大型の共同利用型のマルドリ方式設備を

導入して地域としてかん水施肥管理を行う取り組みを、農研機構では「団地型マルドリ方式」として

紹介した。農林水産省では、産地の収益力向上のため、新技術の導入による生産力の強化について支

援している。現在、三重県や山口県において、その事業により「団地型マルドリ方式」の試験的な取

り組みが進められている。また、広島県においては農事組合法人を育成し、基盤整備を行ってマルド

図 5  マルドリ方式を活用した若木の生育促進事例 
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リ方式や施設栽培などを用いた高収益型の生産体系を導入して、担い手の育成を含めた一体的な取り

組みが進められている。また、福岡県においても共同のファームポンドを設置したマルドリ方式を前

提とした園地整備を行い、産地力強化を図っており、ここで紹介するマルドリ方式の高度利用の考え

方と試験事例が参考となれば幸いである。 
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生体情報の栽培への利用とその問題点 

-水分ストレス表示シートの開発過程と実用例- 

 

       農研機構 近中四農研センター 傾斜地園芸研究領域 

主任研究員 星 典宏 

 

１．はじめに 

“寡黙”に思える植物も実際には、水や肥料の過不足、日射や気温などの環境の変化に

対して、様々な反応を示している。この様々な反応を（生体）情報として取得することで、

栽培が抱える多くの問題が解決できる可能性がある。  

生体情報の取得法や利用法の検討は、スピーキング・プラント・アプローチ（Hashimoto、 

1989）やファイトテクノロジー（澁澤、 1996 村瀬、1996）などが挙げられ、長年研究対

象となってきた。単に技術としての生体情報の取得から、高度な技術を有する生産者、い

わゆる篤農家の技能を模倣する技術へ、あるいは栽培環境を確実に制御する体系へと、栽

培分野の問題を理・工学的な見地からの解決方法として実証されている。 

果樹栽培においても生体計測によって、樹や果実の状態を客観的な数値として評価し、

判断基準として栽培管理に直接利用するなど、より実用的な試みがなされつつある。しか

し、生体情報の取得法を研究と栽培への活用との間の連携が不十分になると、理論上でき

る技術と栽培上で有用な技術との間に隔たりが生じる場合もある。そのためにも何のため

にどの様な生体情報を取得するか、その情報よってどのような栽培の状態を見極めるか、

状態の見極めに基づいてどのように行動し、良好な栽培結果を得るか、などの一連のプロ

セスが重要となる。 

ここでは、露地で栽培されているウンシュウミカンについて、対象とする生体情報の選

択、取得方法、栽培への利用などについて、水分ストレス表示シートの開発過程、実用を

例に紹介する。 

 

２．生体情報の栽培への利用のプロセス 

 ここで示す生体情報の栽培への利用のプロセスは以下の通りである。  

  第一段階 生体情報利用の目的の明確化（何のために生体情報を利用するか） 

  第二段階 生体情報の選択（どの様な生体情報を取得するか） 

  第三段階 生体情報の取得法の検討（どの様な測定法で生体情報を取得するか） 

  第四段階 栽培への利用（生体情報をどのように栽培へ利用するか） 

  第五段階 実用上の再検討（実用上の問題点の抽出と改良）  

 

３．第一段階 生体情報利用の目的の明確化 

カンキツ、特にウンシュウミカンにおいては、夏場の適度な水分ストレスにより果実の

糖の蓄積が促進され果実品質が良好になることが一般に知られており、これまで数々の報

告がある（中里ら、1996；高辻、1991)。従来の樹を枯らさない、あるいは樹を弱らせない

ためだけの水分管理から発展して、高品質な果実生産のためには、樹の水分状態を考慮し

た、水分ストレス管理を行うことが不可欠となってきている。  
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カンキツ生産者は、樹の水分ストレス状態を葉の巻き、葉色の低下、旧葉の落下、ある

いは果実の肥大速度の低下や軟化など、外見上の変化を目視により判別して、水管理を行

うのが一般的である。しかし、これらの外観上の変化を指標とし場合、客観的な基準を定

めることが困難なため、判断基準は各生産者の経験に基づく主観的なものとなっている。

このため、不適切な樹の水分状態の判断により、十分な果実品質の向上効果が得られない

場合もある。高品質な果実生産のためには、何らかの樹の反応を生体情報として取得し、

客観的に判断できる基準が必要である。これは長年生産者現場からも強く求められている。

ここでは、生体情報を用いて樹の水分状態を客観的に見極め、それに基づいてかん水管理

を行うことを目的とする。 

 

４．第二段階 生体情報の選択 

これまで水分ストレスに関する研究では、葉の水ポテンシャル（Leaf Water Potential 

以降、LWPと記す）を指標とした水分状態の検討が精力的に行われてきた。カンキツ樹の水

分ストレスの評価法として、サイクロメータ法（松田ら、1976）やプレッシャーチャンバ

ー法（町田・間苧谷、1974）を用いたLWPによる水分ストレスの評価が行われ、その妥当性

が示されている。しかし、これらの研究で用いられている計測手法では、機器が高価で取

扱いが煩雑であるなどの難点があり、そのためLWPは樹の水分ストレスの指標として有用で

はあるものの、生産者が樹の水分状態を見極めることに直接利用することは困難である。  

そこで、水分ストレス状態により葉の気孔からの蒸散量が抑制される機能を利用し、蒸

散量の変化から水分ストレス状態を見極める

手法を検討した。水分ストレス状態の異なる

複数の樹のウンシュウミカン‘宮川早生’を

用いて、LWP と蒸散量との関係の解析を行っ

た。 

異なる LWP（LWP は早朝日の出前の値）の樹

について、11 時から 13 時頃に計測した葉の

蒸散量と LWP の関係である（図１）。これらの

結果は、平均気温 30℃程度、相対湿度 40％程

度の夏季条件下の日に行ったものである。  

対象とした葉は、樹冠の赤道周囲付近で南

側の日射が十分に当たっている葉を選択した。

また、日陰になっている葉、旧葉、虫食い葉

は避けた（図２）。 

LWPがおおよそ-0.8MPa以下では、蒸散量の低

下傾向が認められた。LWPが-0.8MPa程度の水分

ストレス状態では、蒸散量は3μg・cm-2・s-1を

超えたが、それ以下の水分ストレス状態では、

蒸散量が3μg・cm-2・s-1を大きく超えることは

殆どなかった。そこで蒸散量3μg・cm-2・s-1を

閾値の目安として、LWPが-0.8MPa付近の状態と

図１ 日中の蒸散量と LWPの関係 
（夏季測定、８月から９月）  

  ① 樹冠の赤道周囲付近の葉を用いる。 
  ② 南側の日射が十分に当たっている葉を選択。 
  ③ 日陰になっている葉、旧葉、虫食い葉は避ける。 

図２ 蒸散量を測定した部位及び葉 
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それ以下の状態を蒸散量から判別できると考えられた。つまり、前述したような条件の部

位及び時間帯で、蒸散量が3μg・cm-2・s-1以上と判断されていれば、LWPは-0.8MPa以上で

あったと推測できる。逆に3μg・cm-2・s-1以下であれば、外見の明確な変化が無くても、

おおよそLWPが-0.8MPa以下の水分ストレス状態にあると推測できる。実際のカンキツ栽培

においても、この閾値の目安（-0.8～-1.0MPa程度）の水分ストレス状態で、高品質な果実

が得られている。 

LWPはプレッシャーチャンバー（PMS Instrument Company Mode l600）を用いて行い、蒸

散量は定常制御型高精度ポロメータ（LI-COR、 inc Model LI-1600）を用いて計測した。 

次にこのウンシュウミカンの生理的な反応を利用して樹の水分ストレス状態を見極める

方法を検討する。 

 

５．第三段階 生体情報の取得法の検討 

蒸散量を計測することにより、LWP との関係から、蒸散量から樹の水分ストレス状態を

見極めることができることは明らかである。しかし、蒸散量を計測するにも高価な計測機

器が必要である。そこで、蒸散量を把握できるものとして、シール状の｢水分ストレス表示

シート｣を開発した。 

｢水分ストレス表示シート｣は、吸湿性素材（塩化コバルト（Ⅱ））を装備し、この吸湿性

素材が水分を吸湿するに従ってその色が変化する性質を利用している。塩化コバルト（Ⅱ）

は、吸湿すると水色から薄紫色、さらに桃色

へと変化する。｢水分ストレス表示シート｣の

本体は樹脂フィルム製で、表面の中央付近に

変化を視認できる部分があり、塩化コバルト

を含んだ紙が取り付けられている。裏面の剥

離紙を剥がし、葉の裏面に密着させて貼り付

けると、葉裏面から蒸散によって放出された

水分が塩化コバルト（Ⅱ）に吸収される。葉

面からの蒸散による水分量が少ない場合、塩

化コバルトは未吸湿時と同様な水色であるが、

十分な水分を吸湿すると桃色を呈する。貼り

付けてから一定時間後に表示部の色を確認す

ることにより、色の変化具合から蒸散量（蒸

散により葉の裏面から出た水分量）を把握す

ることができる（図３）。 

「水分ストレス表示シート」に用いている

塩化コバルト（Ⅱ）は、周囲の水分が少なく

ても長時間放置すれば、少しずつ吸湿して最

終的に完全に桃色となる。そのため、蒸散に

よって発生した水分量を評価するためには、

葉に貼り付けておく時間を決める必要がある。

基準の時間を定めるために、水分ストレスの

① 樹脂フィルム、② 塩化コバルト紙、③ 反応後色見本、
④ 反応視認部、⑤ 色変化判断用三角形のクサビ、 
⑥ 不織布、⑦ 剥離紙、⑧ 接着部 
図３ 水分ストレス表示シートの構造  

  弱水分ストレス樹：LWP = -0.6 (MPa) 、 
  蒸散速度 = 3.2 (μｇ・cm-2s-1) 
  強水分ストレス樹：LWP = -2.1 (MPa) 、 
  蒸散速度 = 1.2 (μｇ・cm-2s-1) 

図４ 水分ストレスの異なる葉におけ
る水分ストレス表示シートの色変化  
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強弱による表示シートの色の変化を調べた。これは、蒸散量が 3.2μg・cm-2・s-1 で LWP

が-0.6MPa の葉（弱い水分ストレス状態）と、蒸散量が 1.2μg・cm-2・s-1 で LWP が-2.1MPa

の葉（強い水分ストレス状態にある樹）の裏面にシートを貼り付けて時間を追って色の変

化を検証した結果である。 

弱い水分ストレス状態の樹では、シートを貼り付けてから 5 分後に表示部の色が完全に

変化して桃色となったが、強い水分ストレス状態の葉では、色は少ししか変化しなかった。

このことから、水分ストレス表示シートを貼り付けた後、およそ 5 分経過した時点におけ

る水分ストレス表示シートの色の変化から LWP の判別ができると考えられる（図４）。  

 水分ストレス表示シートの使用方法は外袋から出し、短時間のうちに剥離紙を剥がし、

葉の裏面へ貼り付ける。その後、5 分後に貼り付けたシートの表示部分の色の変化を確認

する。これまでの実証試験から、LWP が高い樹（弱い水分ストレス状態）でも表示部分の

色が 5 分経っても明確に桃色を示さない場合もわずかだが認められた。このため、1 樹に

対して水分ストレス表示シート 1 枚の結果では十分ではないと考える。そこで複数枚（実

施形態として 3 枚程度を想定）貼り付けて判断するとともに、翌日あるいは、数日後に再

度調査することにより、より確実な樹の水分状態の把握が可能となる。  

なお、10 月上旬以降でも同様に LWP と蒸散量の関係を検証したが、夏季条件での計測時

のような特徴的な LWP と蒸散量の関係は認められなかった。このため水分ストレス表示シ

ートが適用できる時期は、水分ストレスが弱い

樹での蒸散量が 3 μg･cm-2･s-1 以上得られる時

期に限定され、これは、ほぼ夏季（8 月から 9

月）の日中の気温が 30℃程度の水分管理が特に

必要な時期に利用できると考えられる。  

水分ストレス表示シートを貼り付ける樹、す

なわち、指標とする樹の選択が問題となる。  

生産者の栽培方針は、高品質な果実を一定量

維持する、低品質な果実の品質向上を目指す、

あるいは平均的な品質の果実の量を増やすなど

に大別できるが、この方針に従って指標樹を選

択することとなる。生産者が高品質な果実を一

定量維持することを意図した場合、園地の中の

良好な樹を選択する。一方で良好でない樹を指

標樹とすることで、園地内での品質の底上げを

目指すことも可能となる。 

 

６．第四段階 栽培への利用 

水分ストレス表示シートを用いたかん水のか

ん水管理への利用は、以下の通りである。 

夏季に明らかに樹が水分ストレスに起因して

葉の下垂や旧葉の落下が生じている状況では、

当然直ぐかん水を行う必要がある。しかし、か

剥離紙を剥がし、 
葉の裏面へ貼り付け 

吸湿性素材の色変化
により判断 

銀色の防湿袋から 
取り出す 

栽培方針に基づいて 
指標となる樹を選択 
 
良好な樹 → 高品質な果実
の維持 
良好でない樹 → 果実品質
の底上げ 

図５ 水分ストレス表示シートの使用方法 
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ん水を行うか否かを判断しかねる状況では、

水分ストレス表示シートが活用できる。手順

に従って、葉の裏面に貼り付け、色の変化を

観察する（図５）。十分な蒸散が得られれば、

色変化部分は桃色に変化し、判断用三角形の

クサビが背景色と重なり見えなくなる。この

場合は過度な水分ストレス状態ではないと判

断でき、かん水は不要である。一方、貼り付

けを行い、水分ストレス表示シートの色変化

がない場合（三角形のクサビが明確に確認で

きる場合）や、あるいは樹の外観上の変化が

明確でなくても桃色への色変化が鈍ってきた

ら蒸散量が減少していると判断できる。すな

わち、これは水分ストレス状態になりつつあ

り、かん水を行うことが必要であと判断でき

る（図６）。 

 

７．第五段階 実用上の再検討 

 これまでウンシュウミカン樹対象に各産地で「水分ストレス表示シート」の実証を進め

ているが、①反応時間の短縮化、②色変化の判断の個人差の緩和、③葉裏面への接着力の

強化、④見落とし防止の方策など、改善する必要がある。これらが実用化に向けた課題で

ある。  
このため①色が変化する反応部分（吸湿素材）の面積を小さくすることによる反応時間

の短縮、②反応部分の中間色による判別を改め、規定の時間までに色が変化するか否かに

よる判別、③発泡ブチルゴムを用いた接着力の強化、④水分ストレス表示シートの裏面の

剥離紙を目印代わりに活用する、などの検討を行い、現状の水分ストレス表示シートに至

っている。  
 

８．おわりに 

現状では水分ストレス表示シートの対象をウンシュウミカン樹に限定しているが、他の

カンキツ類や落葉果樹、さらに他のさまざまな植物体において、蒸散量の変化を介して水

分ストレス状態を色の変化として視覚的に捉えることも可能であり、本法の応用範囲は多

岐に渡ると考えられる。現在、カンキツ以外でも適用が試みられているが、この場合でも

単に葉の裏面に貼り付けるだけでは、十分に機能しない。生体情報利用の第一段階、ある

いは第二段階から十分な検討が不可欠である。 
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図６ 水分ストレス表示シートのかん水への利用 
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マルチ資材の特性と利用による環境制御 

 

農研機構近畿中国四国農業研究センター傾斜地園芸研究領域 

主任研究員 國賀 武 

 

1．はじめに 

マルドリ方式では高密度ポリエチレン不織布の透湿性マルチシートを圃場に敷設すること

で樹に水分ストレスを与え適正な栽培環境を作り出す。そのマルチシートは水蒸気を透過する

ものの、水滴を通さないことにより、根域への過剰な水分の供給を抑えて果実中の水分を制御

することができる。また、その表面は太陽光をよく反射するという特性を持ち、直射太陽光の

届きにくい樹冠内にも反射光が届くため、秋季における果皮の着色を増進させることが可能で

ある。その張替えは３年に１回実施ですみ、マルチシートの敷設・撤去や除草に要する労力を

大幅に省力できる。 

この方式により秋の長雨等のため全般に果実の品質が悪い年であっても慣行栽培よりも糖

度が高まる。また、夏季干ばつの年には、適正なかん水により適度な酸度を維持した果実生産

が可能になるという利点がある。 

その結果、果実の着色時期も早くなり、色の濃さも均一化する。また収穫回数が減少すると

ともに収穫時の秀品率が大幅に向上した上、省力化により作業時間も短くなることから生産者

の所得の向上が期待できる新しい栽培技術である 1)、 2)。 

カンキツ類は陰樹であるため、受光量の少ない場合でも高い光合成能力を持つが、光の届か

ない樹冠内の大部分の葉は光飽和点に達しない量しか受光できず、常に光不足の条件下におか

れている。このような場合、光不足の葉は薄くなり、葉面積を大きくし、さらに光合成能力を

変化させることで弱光を効率よく利用しようとする特性がある。このように樹冠内の光環境の

変化はカンキツ類の形態および生理的変化を誘導する。 

またウンシュウミカンの慣行栽培を行っている圃場における樹冠内の光環境は、一般的な仕

立て方である開心自然形樹と、棚仕立て樹を比較した場合、双方とも晴天時の樹冠内部では樹

冠表面を 100％とした場合の相対照度が 20％以下の部分が著しく多いことが明らかになってい

る。 

従って園地にシートを敷設する「マルドリ方式」を実施する場合でも、素材の種類によって

表面の反射率が異なり、変化は慣行栽培での知見とは大きく違うと予想されることから、敷設

するシートの選択は生産者にとって重要事項である。 

そこで、ここでは圃場に従来の高密度ポリエチレン不織布の透湿性マルチシートをはじめと

する数種類の素材のマルチシートを敷設し、その光環境、特に樹冠内およびその周囲の時期別

変化やシートの特性や透湿性なども異なる試験結果を紹介し、シートの選択時の参考としたい。 
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2．園地内での光環境の変化 

光環境の変化を評価するため、香川県善通寺市の

近畿中国四国農業研究センター生野地区植栽の 13

年生ウンシュウミカン‘愛媛中生’（樹高２ｍ）に

反射性を有するマルチシート(A 社製ポリエチレン

テレフタレート素材のシルバーおよび D 社製ポリエ

チレン素材の T・ハードタイプ)を 2009 年５月上旬

に敷設した(第１図)。雲量０の日の太陽南中時に、

光量子数を直射光と、供試したマルチシートおよび

対照である裸地からの反射光について、樹冠外で枝

に覆われていない部分の地上０、１、２ｍおよび樹

冠内幹付近の地上０、１ｍの位置の３カ所を対象と

し、2009 年６月から 12 月まで３ヶ月毎に照度計に

て３回測定を行った。 

同時に山口県周防大島町久賀地区の６年生中晩

柑‘せとみ’(樹高約 2.5ｍ)にマルチシ

ート(シルバー、B 社製ポリエチレン素材

の全反射マルチシートおよび非反射性

の F 社製の黒ポリエチレンマルチシー

ト)を５月上旬に敷設した(第２図)。善

通寺の試験と同様の位置で、雲量０の日

の太陽南中時に、直射光と供試したマル

チシート、対照である裸地より反射する

光量子数の測定を種類別に３カ所を

2009 年７月および 11 月に２回測定した。 

善通寺における測定では、樹冠外にお

ける直射光の光量子数の平均値は 6月に

1995μmol･s-1･m-2と最も高く、次いで 9 月 1970μmol･s-1･m-2、12 月 1709μmol･s-1･m-2の順で

あった。また、樹冠外でのマルチシートからの反射光の光量子数は、地上０ｍにおいて 6 月に

シルバーは 1142μmol･s-1･m-、T･ハードタイプ 926μmol･s-1･m-、裸地 144μμmol･s-1･m-2と種

類別に異なった。しかしながら、12 月にはいずれの値もそれぞれ 360μmol･s-1･m-1以下に低下

した(第３図)。 
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第３図 光量子数の時期別変動＊（調査１・樹冠外）

＊:測定地・善通寺

直射光

シルバー地上０m

シルバー地上１m

シルバー地上２m

T･ハードタイプ地上０m

T･ハードタイプ地上１m

T･ハードタイプ地上２m

裸地地上０m

裸地地上１m

裸地地上２m

測定位置別で

みると光量子数

は全てのマルチ

シートにおいて

地表面から離れ

るほど少なくな

り、樹冠外より

も樹冠内の方が

マルチシート面

からの反射光の

量が少なくなる

傾向にあった

(第３、４図)。

また、12 月に樹

冠内の地上０ｍ

における光量子

の平均値はシル

バー、T･ハード

タイプとも６、

９月の値よりも

上昇し、地上１

ｍにおいても樹

冠外と比較して

低い値を示した。

また調査期間中

シートを敷設し

た場合、樹冠内

の光量子数は裸

地と比べ地上０

ｍおよび１ｍい

ずれも高い値を示し、反射マルチシートによって樹の内側のかなりの部分まで光が差し込んで

いることが示された。 

周防大島での樹冠外地上０ｍにおける光量子数は、7 月に全反射マルチシートの値はシルバ

ーのそれと比べて同程度であったが、11 月には低くなった。また、黒ポリエチレンマルチシー

トの値は他のマルチシートや裸地と比べて明らかに少なかった。 
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また反射性マルチ

シートの敷設により

樹冠内の光量子数は

多くなった。樹冠外

で枝に覆われていな

い裸地における光量

子数は善通寺での調

査と比べ多くなり、

これは圃場の土質に

影響されていると考

えられた(第５、６

図)。 

小野ら 3)によれば、

10 月の晴天日樹冠内

の相対照度は、開心

自然形に仕立てたウ

ンシュウミカン樹の

場合、樹冠表面から

中心部に向かって急

激に低下し、表面よ

り 120から 160ｃｍ入

った位置(地上 80 か

ら 120ｃｍ)では 10％

程度まで低下したと

いう。この報告では

光量子数の絶対量に

ついて記載がなく、

地上からの反射光の

測定をしていないた

めに上記の結果と単

純に比較できないが、今回地面に反射性のマルチシートを敷設した場合、小野らの結果と逆に、

樹冠内、樹冠外ともに地表面に近いほど光量子数が多くなっており、対照の裸地と比べて明ら

かに増加している。このことから、T･ハードタイプなど太陽光をよく反射するマルチシートは

光の届きにくい樹冠内の光環境を改善すると考えられる。 

これに対し黒ポリエチレンマルチシートは樹冠内の光量子数は対照と同程度の値しか示し
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第６図 光量子数の時期別変動＊（調査２・樹冠内)
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ていないことから、樹冠内の光環境改善には有用でないと推測された。 

以上から、反射性資材のカンキツ類園地への敷設は、樹冠内の光環境の改善効果をもたらし、

ひいては樹全体の光合成能力を高めることができると推測される。 

 

2．園地内におけるシート表面の温度変化 

また善通寺において 13 年生ウンシュウミカン‘愛媛中生’に敷設したマルチシート(シルバ

ー、T・ハードタイプ)および裸地の樹冠外で枝に覆われていない部分の表面温度を、2011 年

10 月上旬の雲量 0 の晴天および雲量 10 の曇天時に測定した。測定は NEC 社サーモトレーサー

(TH102MV)を用いて行った。実施時の気温はいずれも 24℃であった。このとき晴天時シルバー

の表面温度は裸地と比べ数度低い程度であったが、 T･ハードタイプは 10℃以上、曇天時でも

３～４℃低く、これが地温の変化に影響していることが推測される(第７図)。  

 

3．シートの透湿性について 

さらに地表面からの水分の蒸発を制御する

マルチシート自体の透湿性を計測するため、シート(O 社製ポリエチレン素材の O・マルチシー

トおよび T・ハードタイプ)について、測定専用アルミカップに塩化カルシウムを 50g 入れ、そ

の上方に直径７cm のそれぞれの試料を外気が入らないよう覆った。これを予め温度 25℃、湿

度 90％に保った恒温器に入れ、24 時間毎にアルミカップの重量を測定し、吸着された水分を

推測する方法(いわゆるカップ法)で透湿性を測定した。 その透湿性は既製品ポリエチレン製

O・マルチシートよりも T･ハードタイプの方の値が高く、敷設した場合これが敷設時の水分量

に大きく影響すると推測される(第８図)。 

 

4．おわりに 

以上から、T･ハードタイプのような太陽光を反射しやすいマルチシートをカンキツ類園地に

敷設することで、樹冠内の光環境が改善され、その結果樹全体の光合成能力を高め、それらが

果実品質や病虫害の消長、さらに、地温や土壌湿度に影響することが推測される。特に樹全体
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の光合成能力の改善は樹の成長の促進や糖度の上昇につながり、「マルドリ方式」による成長

促進や高品質化に大きく関わっているはずである。従って反射性のあるマルチシートを改良し、

園地における光環境を改変することで太陽光の届きにくいカンキツ類の樹冠内の葉における

光合成の効率を高めることができれば、これまで品質の悪い果実しか生産できなかった樹冠内

でも高品質果実の生産が可能となり、高収益を望むことの出来る果樹栽培体系の確立が期待で

きる。従って生産者は「マルドリ方式」を始める際、本結果のように反射特性やマルチ自体の

もつ保温や透湿性などの効果に関しても留意すべきであろう。 

 

参考文献 

 

1)森永邦久・島崎昌彦・草塲新之助・星 典宏：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、18-70、近畿中国四国農業研究センター、福山、2005。 

2)森永邦久・吉川弘恭・草塲新之助・島崎昌彦・中尾誠司・星 典宏・長谷川美典:園芸学研

究、9、129-135、2010。 

3)小野祐幸・工藤和典・大東 宏：四国農業試験場報告、35、41-54、1980。 

4)小野祐幸：果樹の物質生産と収量、平野暁・菊池琢郎 編著、84-123、農山漁村文化協会、

東京、1989。 
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アメダスデータからの精密園地気象予測 

 

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 

主任研究員 植山秀紀 

 

１． はじめに 

FAO（国際連合食糧農業機関）のガイドライン「Irigation and Drainage Paper No.56」では、農地

からの蒸発散量（土からの蒸発量＋葉からの蒸散量）を推定する手法として、ペンマンモンティ

ース法で決定される基準蒸発散位に作物係数を乗ずる方法が推奨されています。そこで、本講義

では、近隣のアメダス観測値から樹のかん水要求量を推定する手法を紹介します。 

 

２． ペンマン・モンティース法 

ペンマンは、地表面の熱収支式と Dalton 型の蒸発式を組み合わせ、水の供給が十分な地表面か

らの蒸発量を算定する式を導きました。そして、モンティースは、完全に地表面を覆った草地か

らの蒸発散量を推定する方法として、ペンマン法に空気力学的抵抗と群落抵抗を考慮した、次式

のペンマン・モンティース式を提案しています。 

 

λET
Δ Rn G ρ c

e e
r

Δ γ 1
r
r

 

 

ここで、Δ：飽和水蒸気圧曲線の勾配、Rn：正味放射量、G：地中伝熱量、cpρa：空気の体積熱

容量、es - ea：飽差、γ：乾湿計定数、rs：群落抵抗、ra：空気力学的抵抗である。 

 

1990 年に設置された FAO と WMO（世界気象機関）の合同専門委員会において、ペンマン・

モンティース式から、基準蒸発散位を次式で計算される値にする事が決定されました。 

 

ETo
0.408∆ Rn G γ 900

T 273u2 es ea

∆ γ 1 0.34u2
 

 
ETo：基準蒸発散位（reference evapotranspiration：mm/day-1） 

Rn：正味放射量（net radiation at the crop surface：MJ m-2 day-1） 

G：地中伝熱量（soil heat flux density：MJ m-2 day-1） 

T：日平均気温（mean daily air temperature at 2m height：℃） 

u2：風速（wind speed at 2m height：m s-1） 

es：飽和水蒸気圧（saturation vapour pressure：kPa） 

ea：水蒸気圧（actual vapour pressure：kPa） 

Δ：飽和水蒸気圧曲線の勾配（slope vapour pressure curve：kPa℃-1） 

γ：乾湿計定数（psychrometric constant：kPa℃-1） 

 

 

21



３． アメダス観測値からの基準蒸発散位の計算 

近隣のアメダス観測値から地域の基準蒸発散量を推定するには、計算式に必要な各項を事前に

求める必要がありますが、その中にはアメダスでは観測されていない気象要素があり、それらは

別途予測する必要があります。各項の計算式及び未観測気象要素の推定法は以下の通りです。気

象要素の推定法は、幾つかの手法が開発されていますが、そのうち講義では、FAO のガイドライ

ンに記載されている方法を紹介します。 

 

① 乾湿計定数λ 

γ
Cp	P

ελ
0.665 10 P 

 

P：大気圧（atmospheric pressure：kPa） 

λ：水の気化の潜熱（latent heat of vaporization 2.45 MJkg-1） 

Cp：空気の定圧比熱（specific heat at constant pressu 1.013 10-3 MJ kg-1℃-1） 

ε：ratio molecular weight of water vapour/dry air = 0.622 

 

② 飽和水蒸気圧 es 

es
e Tmax e Tmin

2
 

 

Tmax：日最高気温（℃） 

Tmin：日最低気温（℃） 

eo：飽和水蒸気圧（saturation vapour pressure at the air temperature：kPa） 

e 0.6108exp	
17.27T
T 237.3

 

T：気温（℃） 

 

③ 飽和水蒸気圧曲線の勾配Δ 

∆
4098 0.6108exp

17.27T
T 237.3

T 273.3
 

 

④ 大気圧 P 

P 101.3
293 0.0065z

293

.

 

ｚ：標高（m） 

 

⑤ 水蒸気圧 ea 

ea 0.6108exp	
17.27Tmin
Tmin 237.3

 

 

注：日最低気温の飽和水蒸気圧で代用 

22



 

⑥ 正味放射量 Rn 

Rn Rns Rnl 

 

Rns：正味の入射短波放射量（incoming net shortwave radiation：MJ m-2 day-1） 

Rnl：正味の放射長波放射量（outgoing net longwave radiation：MJ m-2 day-1） 

 

Rns 1 α Rs 

 

α：アルベド（不明の場合は、仮想草地の値 0.23 を利用） 

Rs：日射量（MJ m-2 day-1） 

 

Rs a b
n
N

Ra 

ｎ：日照時間（時） 

N：可照時間（時）＊1 

Ra：大気外日射量（MJ m-2 day-1）＊2 

 

注：FAO では日射データがない場合、as：0.25，bs：0.50 を推奨している。 

 

Rnl σ
Tmaxk Tmink

2
0.34 0.14√ea 1.35

Rs
Rso

0.35  

 

σ：ステファンボルツマン定数（4.903 10-9 MJ K-4 m-2 day-1） 

Tmaxk,Tmink：最高、最低気温（K＝℃＋273.16） 

Rso：晴天日射量（clear sky solar radiation：MJ m-2 day-1） 

 

Rso 0.75 2 ∙ 10 z Ra 

 

＊１：可照時間は、次式で求める（参照例１） 

 

N
2
15

cos tanδ	tan∅  

δ：太陽赤緯、φ：計算地点の緯度 

＊２：大気外日射量は、次式で求める（参照例２） 

 

Ra
24
π

r
r

180
π

ω sinδ sin∅ cosδcos∅sinω  

 

Io：太陽定数（1367W）、ro,r：太陽と地球の平均距離と計算日での距離、ωs：日没の時角 
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⑦ 地中伝熱量（日値の場合、G は小さく、測定値が得られない場合は無視できる） 

 

G=0.3Rn（日中：0.1Rn，夜間：0.5Rn） 

 

４． FAO-56 による蒸発散量推定法 

FAO のガイドラインでは、ペンマン・モンティース式に基づいて計算された基準蒸発散量に作

物係数（表 1）を掛ける事で耕地からの蒸発散量を求める。その方法として、以下の２つの方式

が提唱されている。単層モデルは、地表面からの蒸発と樹からの蒸散の両方を一括して扱う手法

で園地全体の必要水量の算出に適している。一方、二層モデルは地表面からの蒸発と樹からの蒸

散を分けて考える手法で、詳細な蒸発散評価に向いた方法です。 

 

① 単層モデル 

ET K 	 ET  

 

ET0：蒸発散量(mm/day) 

Kc ：作物係数 

 

② 二層モデル 

ET K K ET  

  

Kcb：作物係数 

Ke ：土壌からの蒸発係数 

 

表 1．カンキツにおける作物係数 
 

生育区分 初期 中期 終期 最大樹

高(m)作物係数 Kc Kcb Kc Kcb Kc Kcb 
 
清耕 

栽培 

-70%Cabopy 0.70 0.65 0.65 0.60 0.70 0.65 4 

-50%Cabopy 0.65 0.60 0.60 0.55 0.65 0.60 3 

-20%Cabopy 0.50 0.45 0.45 0.40 0.55 0.50 2 
 
草生 

栽培 

-70%Cabopy 0.75 0.75 0.70 0.70 0.75 0.75 4 

-50%Cabopy 0.80 0.75 0.80 0.75 0.80 0.75 3 

-20%Cabopy 0.85 0.80 0.85 0.80 0.85 0.85 2 

 

 

 

 

 

５． 樹あたりのかん水要求量の推定方法 

二層モデルでは、樹のストレス状態に応じた係数（Ks）を作物係数（Kcb）に掛ける場合がある

が、本講義では、水分ストレスのない状態での推定法を示す。 

かん水要求量は、マルチがある場合は、地表面からの蒸発はないと考え作物係数として Kcbを

用いる。一方、マルチがない場合は裸地からの蒸発も考慮して、作物係数 Kcを用いる。そして、
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樹 1 本あたりの日かん水要求量が、樹高に等しい幅の正方形内からの蒸発散量等しいと仮定し、

日かん水要求量を次式で求める。 

 

裸地の場合 

日かん水要求量（リットル／樹）＝ETo (mm / 日)×Kc×樹幅 2 (m2) 
 

マルチの場合 

日かん水要求量（リットル／樹）＝ETo (mm / 日)×Kcb×樹幅 2 (m2) 
 

 

参考として、2012 年松山気象台の観測値による、樹高 2m の清耕栽培の場合の蒸発散量を図 1

に示す。 

 

 

 
図 1．各月の日かん水要求量（赤） 

 

 

６． おわりに 

 

本講義で紹介したかん水要求量の推定手法は、アメダス等の気象観測値が得られる地点のもの

であり、傾斜園地など近隣のアメダスポイントと気象が大きく異なる地点では、実際のかん水要

求量と異なる場合がある点に注意する必要があります。実際には、アメダスポイントと同じ気象

環境にある地点は少なく、園地内にある樹毎のかん水要求量を推定するためには、現地観測が必

要となります。 

現在、近隣のアメダスポイントから任意地点の気象環境を推定する手法(植山 2008)を応用し、

多様な気象条件にあるカンキツ園地内の基準蒸発散位を推定するシステム開発を実施しています。 

 

参考文献 

 

植山秀紀 2008：中山間地域におけるメッシュ気象図の利用．近畿中国四国農業研究センター報告

7、145-207 http://www.naro.affrc.go.jp/publicity_report/publication/files/naro-se/kinki_07_9.pdf 

 

Allen G.R., Pereira S. L., Raes D., Smih, M. 1998：Crop Evapotranspiration (guidelines for computing crop 

water requirements). FAO Irrigation and Drainage Paper No.56. 
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付表１．水平面の可照時間の分布 

緯度 日付 可照時間（分）

φ＝35° 1 月 15 日 592 

2 月 14 日 644 

3 月 15 日 706 

4 月 15 日 774 

5 月 15 日 830 

6 月 15 日 859 

6 月 22 日 862 

7 月 15 日 849 

8 月 15 日 801 

9 月 15 日 740 

10 月 15 日 670 

11 月 15 日 614 

12 月 15 日 580 

12 月 21 日 578 

φ＝30° 1 月 15 日 616 

2 月 14 日 656 

3 月 15 日 708 

4 月 15 日 764 

5 月 15 日 812 

6 月 15 日 835 

6 月 22 日 836 

7 月 15 日 827 

8 月 15 日 788 

9 月 15 日 735 

10 月 15 日 680 

11 月 15 日 630 

12 月 15 日 606 

12 月 21 日 604 

 

 

付表２．大気外平面日射量の月平均値（MJ/m2） 

緯度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月

35° 18.4 23.4 30.0 36.0 40.0 41.5 40.7 37.4 32.2 25.7 19.8 16.9 

30° 21.4 26.0 31.9 36.9 40.0 41.1 40.4 38.0 33.7 28.0 22.7 20.0 

 

 

（柴田・牛島 著「太陽エネルギーの分布と測定」より） 

付表 
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土壌物理性と点滴かん水

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 広報普及室

専門員 井上久義

１．はじめに

カンキツ生産においては、近年、新たな灌水技術として、果実の高品質化と栽培管理

の省力化を目指して、マルチ・点滴かん水技術が提唱されてきた。この方法では、スプリ

ンクラーや手かん水に比べて、よりかん水量が少なく、果実の高品質化と栽培管理の省力

化の効果が高いことなどから、この点滴かん水法の利用が注目されている。ただし、本技

術においては、設置･整備に大きな労力と費用を要すること、一斉かん水であるための

品質のばらつきが生じやすいこと、さらには、点滴時の土壌中での水の広がり方が

十分には明らかになっておらず、地域や土壌の違いを反映しうるかん水指針が明確

ではないこと等の問題点が挙げられている。

これらの問題に対処するためには、今後、よりきめの細かい管理手法や設計指針、

さらなる省力化を目指した自動かん水手法等を確立していくことが必要となるが、

このためには、植物生理や品質に直接影響を与える土壌水分状態や土壌中での水分

移動実態を明確にしておくことが肝要となる。

本稿では、水の移動に関わる土壌の基本的性質について説明を加えるとともに、

実際の樹園地での調査結果及びこれまで蓄積されたカンキツ園土壌特性（日本農地

土壌の物理的性質データベース－ SolphyJ-, 2010)から、土壌水分移動を表現するため
のプログラム(HYDRUS-2D, PC-PROGRESS製 2003）を用いたシミュレーションに基
づき、マルチシート・ドリップかん水下の水分動態の土壌による相違を明確にし、

カンキツ園におけるよりきめの細かいマルチシート・ドリップかん水管理手法やそ

の設計指針を確立するための基本的考え方を明らかにする。

２．土壌の特性について

土壌はいろいろな大きさの土粒子からなっており、土粒子はその大きさから 2mm ～ 20
μを砂、20μ～ 2μをシルト、2μ以下を粘土というように分類されている。これらのい
ろいろな大きさの土粒子の混ざり方によって土壌の示す性質は大きく異なって現れてく

る。このことから、土粒子の大きさの構成割合は土性とばれ、これに基づいて、土壌は、

例えば砂壌土(Sandy Loam)、壌土(Loam)、重粘土(Heavy Clay)などというように分類さ
れている。

土粒子が接するときそこにすきま（間隙）が発生するが、その量や大きさ及びそれらの

の分布は、いろいろな大きさの土粒子の混ざり方によって大きく異なってくる。第 1図は、
土粒子の配置とそれに伴う間隙の状態を模式的に表したものである。色々な大きさの粒子

が混じることによって、いろいろな大きさの間隙が形成される。水は、主に大きな間隙を

伝わり移動し、微細な間隙に強く保持される性質を示し、このことが、土壌の特性、特に

透水性や保水性といった土壌水の特性を規定する主要な因子となっている。
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（１）透水性

土壌中の水流れやすさは透水性と呼ばれ、大きな間隙が多いほど水は流れやすくなる。

土壌中での水の流れ方は、次式のような電気のオームの法則に類似した非常に簡単な式で

表され、Darcy（ダルシー）の法則と呼ばれている。

･･････・ (1)

ここで、この式は、長さ L の土壌試料の給水側と排水側の間に H だけの水圧差がかかっ
ているとき、土壌中での水の移動速度 v(cm/s)は動水勾配（水圧差を試料長で割った値）
に比例することを表している。このときの比例定数（Ks) は透水係数と呼ばれている。
土の中の水の通りやすさを評価する場合には、土壌の全ての間隙が水で満たされた状態（飽

和状態）での透水係数（飽和透水係数）がその指標としてよく用いられており、その大ま

かな目安を第 1 表(1)に示す。ただ、土壌が乾燥していくとき、水分は大きな間隙から順
次なくなっていくため、より小さな間隙のみを水は移動せざるを得なくなり、その時の水

の流れやすさ（不飽和透水係数）は大きく低下することになる。こうした水の挙動や流れ

やすさの変化は、土壌中での間隙分布状態に強く左右されることになり、特に、点滴にの

土壌中での水移動（浸潤現象）などに大きく影響を及ぼすことになる。

（２）保水性

一方、土壌中の水は間隙に存在するため、その存在・保留状態（保水性）は間隙の大き

さや量に大きく左右されている。この場合は、透水性とは逆に、間隙が小さいほど水は毛

管張力によって強く間隙内に拘束されるため、高い保水性を示すこととなる。保水性の強

さは、その間隙に拘束される力（その水を除去するに必要な圧力）で表される。この値は

L
HKv s

第 1 図 土粒子の配列と間隙の分布

φ=1mm(1000μ）

φ=2mm(2000μ）

φ=0.5mm（500μ）

φ=0.1mm（100μ）

φ=20μ

φ=5μ
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桁の違いが大きいため、通常この値の常用対数値で表現されることが多く、この値を pF
値と呼んでいる（第 1表(2)）

土壌が乾燥するときは、除去されやすい大きな間隙内の水から順次無くなっていくため、

pF 値は土壌の乾燥のめやすとしても用いられており、pF1.8 を圃場容水量、pF3.0 を毛管
切断点、pF4.2を萎凋点と呼び植物生育や灌漑時の指標の一つとして活用されている。
また、土壌の pF 値とそのときの体

積含水率との関係を示した図は水分

特性曲線と呼ばれ、土壌の保水性を

表す図として利用されている。第２

図には、水分特性曲線の例を示す。

砂質土壌は pF が低い場合に非常に大
きな水分変化を示し（大きな間隙が

多い）、少し乾燥が進だけですぐに低

い水分状態にまで低下してしまう。

そして、以降は、乾燥がさらに進み pF
値が高くなってもほとんど水分変化

が見られなくなるというような特徴

を呈する。粘質土壌では、pF 値が低
い間は水分変化が少なく乾燥が進み

第 1 表 土壌中に存在する水の基本的な性質

(1) 透水性のめやす

(2) 保水性のめやすと pF

pF 圧力 水柱 間隙の大きさ
g/cm2 cmH2O mm μ

0 1 1（ほぼ飽和）
1.0 10 10
約1.5 28 28 0.1 100
2.0 100 100
約2.5 280 280 (1m) 0.01 10
3.0 1000 1000 （約1気圧）
約3.5 2800 2800 (28m)

4.0 10000 10000 (100m)
約4.5 28000 28000 0.001 1
5.0 100000 100000 (1000m)

10-2
～10-3cm/s ・・・・・・・1日に1m～10m水が移動する 易透水性

10-4
～10-5cm/s ・・・・・・・1日に1cm～10cm水が移動する

10-6
～10-7cm/s ・・・・・・・1日に0.1mm～1mmしか水は移動できない 難透水性

第２図 水分特性曲線の例

pF値

体
積
含
水
率

粘質土壌

砂質土壌
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pF 値が上昇するに伴って徐々に水分量が減少していくような特徴を示す。このように、
水分特性曲線では土壌によって特徴的なパターンが見られ、灌漑時の散水計画や土壌の構

造性を把握する面でも広く利用されている。

３．土壌中水移動のシミュレーション

点滴かん水時の土壌中での水の移動状態は、本来なら、水分計等によって実測して把握

していくことが望ましい。しかしながら、高価な計測機器を数多く用いて、対象とする数

多くの地区や土壌について全て計測していくことは、予算上、労力上そして時間上ほとん

ど不可能である。そこで、上のような土壌の物理的な特性を用いた水分移動のシミュレー

ションが必要となる。ここでは、土壌物理分野で比較的広く普及しているプログラム

「HYDRUS 2D」2)（PC-PROGRESS製 2003）を用いたシミュレーションによる土壌中で
の点滴かん水時の水分変動の推定を行うこととした。

HYDRUS-2Dは、米国農務省塩類研究所において、Dr.Simunek らによって開発された 2
次元土中水分・塩分移動予測汎用プログラムである。これは、有限要素法における要素の

メッシュを自動的に作成できること、入力画面上で様々な境界条件、初期条件等の設定が

容易に行えること、2 次元水分・塩分移動の結果を動画として視覚的に理解できること、
逆解析によるパラメータ推定が行えること等が特徴としてあげられている。

プログラムでは Darcy 則を基礎運動方程式と
して、有限要素法において水移動、土壌水分変

化を逐次計算するが、このとき水分特性曲線を

S 字形の曲線として、次式で近似している。

Se は基準化された体積含水率、ψは土壌の水分

張力(kPa)、θは体積含水率、θ s は飽和含水
率、θ rは残留含水率を表している。また、α、
ｎ、ｍは曲線の形を決めるパラメータで、第３

図に示すようにｎは曲線の屈曲の大きさを左右

し、αは曲線左右の位置を決めるパラメータで

ある。なお、mは通常、(4)式のように定義されている。
このほか、ある水分張力下での不飽和透水係数 K(h)は、(2)式で求められる水分特性

曲線に基づき、(5)式のように表される(vanGenuchten-Mualem Model）。

第３図 パラメータによる水分特性曲線形
の変化
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（１） パラメータ n による水分特性曲線の変化

（２） パラメータ α による水分特性曲線の変化
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ここで、Ksは飽和透水係数である。

４．対象とする土壌の選定

（1）調査による把握
通常、計算に必要な土壌

の物理的な特性は、対象と

する圃場を調査することに

よって把握する。例えば、

散水時の土壌中の水の広が

り方を知るために、愛媛県

の樹園地を対象として

2012 年 6 月に土壌の調査
を行った。

対象地は、愛媛県内に設けられている 3カ所の実証樹園地で、いずれもカラタチ台に接
ぎ木されたカンキツの 1年生苗木が定植され、自動点滴かん水施肥による管理が行われて
いる。ここでは、３つの実証試験園を A 園、B 園、C 園とする。A 園と B 園は、愛媛県
東予地方局産地経済産業部産地育成室（越智郡上島町岩城島）内の平地圃場である。C 園
は、愛媛県松山市由良町（興居島）の傾斜地園である。第４図には岩城島の概要を示すが、A
園では３カ所、B 園では２カ所それぞれ調査を行った。また、第５図には興居島の概要を
示すが、C園では４カ所で調査を行った。土壌調査は、樹間の中間点の位置で、深さ 30cm
程度試掘し、土色及び土壌硬度（山中式硬度計）計測する方法で行うとともに、深さ 20cm
付近で 100cc のコア（直径 5cm、長さ 5.1cm）を用いて採土を行った。なお、試料は各地
点毎３試料採取した。

試料は、実験室に持ち帰り物理性の調査を行った。各サンプルの透水係数は変水位法、

粒径組成はハイドロメータ法により行った。水分特性は pF1.5 までは砂柱法、pF2.0 は加
圧板法、pF3.0 以上は遠心法により測定した。これらのデータを用いて HYDRUS-2D によ
って各土壌の浸潤特性をシミュレート行った。シミュレートするに当たっては、このよう

に実際の土壌調査に基づく特性値を用いるのが好ましいが、土壌の物理的性質を求めるた

めには、非常に長い時間と専門的な技術を要し、十分に進められない問題がある。

第４図 A園と B園（岩城島）の概要

第５図 C園（興居島）の概要

31



(2) 土壌特性データベースによる把握
我が国においては、各地域や地区に非常に多く種類の土壌が分布しており、かん水の指

標を得るために、これら全ての土壌について特性を把握していくことは、ほとんど不可能

に近い。このため、指標を定めていくに当たって、その目安として、土壌の物理的性質の

データベースなどを活用することは、一つの有用な方策になるものと考えられる。

土壌物理性のデータベースとしては、「日本農地土壌の物理的性質データベース－

SolphyJ-」1)を挙げることができる。

"Solpy J"は農業環境技術研究所の物質循環研究領域によってとりまとめられた農地
土壌の物理的性質データベースである。これは、農林水産省が実施した土壌環境基礎調査

事業の定点調査データ（1979～ 1998年まで日本全国の農地約 2万地点を対象に、5年に 1
回の土壌調査・分析を実施）を用いて、信頼性の低いエラー値などを除くための品質管理

を行った後、土壌統群別・層位別・地目別に集計した農地土壌の物理的性質データベース

で、乾燥密度、透水係数、保水性などのデータが納められている。ここでは、この中の 11
土壌群、深さ 30cmまでの樹園地作土下層土の 30データを利用した。

５．対象とする土壌の物理的特性

(1) 土壌調査結果
第２表に A,B,C各園の土壌基本的な特性を示す。

岩城島にある A園，B園はともに礫が約 30％前後含まれ、土壌部分では砂が約 80％、
シルト 10％、粘土 10％程度の粒径分布を示し、土性は砂壌土（Sandy Loam)であった。
一方、興居島にある C園では、礫が 10％程度と少なく、土壌部分の粒径分布は砂が約 75

第２表 調査地区土壌の基本的な特性

礫 砂 シルト 粘土 砂 シルト 粘土 土性 真比重 透水係数 乾燥密度（g/cm3)
岩城島 A園 A-1 32 60 4 4 89 6 6 LoamySand 2.648 4.83E-03 1.51

A-2 28 57 10 6 79 13 8 SandyLoam 2.639 2.16E-03 1.33
A-3 30 58 7 6 82 10 8 SandyLoam 2.649 8.04E-04 1.43

B園 B-1 41 50 5 4 85 8 7 SandyLoam 2.649 3.68E-03 1.33
B-2 30 56 9 5 81 12 7 SandyLoam 2.623 3.37E-03 1.34

興居島 C園 C-1 5 69 16 10 73 17 10 SandyLoam 2.664 4.28E-04 1.62
C-2 9 70 14 8 77 15 8 SandyLoam 2.656 8.11E-04 1.38
C-3 6 74 13 8 78 13 8 SandyLoam 2.676 1.20E-03 1.43
C-4 9 71 12 7 78 14 8 SandyLoam 2.673 6.28E-04 1.51

第６図 岩城島と興居島の粒径組成
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％、シルトが 15 ％、粘土が 10 ％程度となり、土性は A 園、B 園と同様に砂壌土（Sandy
Loam)であった。しかしながら、C 園では A、B 園に比べて礫含量がかなり少なく、一方
シルトが若干多くなる傾向が見られた。岩城島の A 園と、B 園には土壌特性にほとんど
差は見られなかったため、第６図には、岩城島 A 園と興居島 C 園の粒径分布の違いを示
す。

こうした粒径組成の結果として、

飽和透水係数は、岩城島の A 園、B
園は 10-3cm/s オーダーを示し、礫が少
なくシルト質が若干多い興居島のＣ

園では、10-4cm/s オーダーの後半の値
を示した（第７図）。

第８図には調査地区の水分特性曲

線を示す。岩城島では A-1 区以外、A
園も B 園もほぼ同様に、第２図に示
したような砂質土壌に近い保水特性

を示した。ここで、A-1 区は、第２表
に示したように砂分が 90％近くあり、
この区だけは壌質砂土(Loamy Sand)
と分類され、透水係数も約 5× 10-3cm/sと大きな値を示した。
興居島では C-1区以外は、ほぼ同様な保水特性を示し、比較的粘質土壌に近い曲線形状

となった（第２図）。C-1区は砂壌土(Sandy Loam)であるが、他の区と比べて砂分が少な
く、粘土、シルト分がやや高くなっており、透水係数も特異的に低い値が現れた（第７図）。

A 園と B 園はほぼ同様な土壌特性を示しており、以降、計算に当たってはＡ園とＢ園
を総括して岩城島とし、興居島（Ｃ園）との比較を行った。なお、解析においては、水分

特性曲線をα、ｎのパラメータを用いて水分特性曲線を近似する必要があるため、岩城島

ではＡ－２区のデータを、興居島ではＣ－２区のデータを用いて近似した。第９図には近

似した結果(VanGenuchten Model)を示すが、岩城島ではα=1.72、ｎ=0.27となった。また、
興居島ではα=1.23、ｎ=0.12となった。

第７図 調査地点の透水係数(cm/s)
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第８図 調査地区の水分特性曲線
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(2) 日本国内の果樹園土壌の特性
SolphyJ に蓄積されている土壌データのうち、樹園地を対象にしたもので、しかも根域

と考えられる深さ 30cmまでの作土下層の pF水分データ、透水係数データの揃っている 11
土壌群（関東ローム、褐色森林土、黄色土など）の 30 土壌のデータを使用して検討を行
った。

これらの土壌の飽和透水係数の頻

度分布を第 10 図に示す。対象土壌の
ほとんどが 10-4

～ 10-2cm/s オーダーの
透水係数を示しており、特に、2/3 が
岩城島の土壌と同様に透水係数が

10-3cm/s オーダーの土壌である。この
ことから、今回の調査対象となった

岩城島や興居島の土壌は、樹園地土

壌として代表的な透水性を持つ土壌

といえる。

この中で、最も透水性の高い土壌

は、岩屑土(Lithosols)で 5.9× 10-2cm/s、
最も低い土壌は、灰色低地土(Gray Lowland soils、 with andic subsoil)の 1.06× 10-6cm/sで
あった。

農業環境技術研究所の土壌情報閲覧システム
3)によると岩屑土は瀬戸内沿岸などの西日

本に多く分布する土壌で、山地、丘陵地の斜面に分布し、土層は浅く、表層腐植層はない。

下層は 30cm 程度から下が礫層（多くは粘礫層）となり、その下は岩盤に移行するとされ
ている（第 11 図(a)）。一方、ここで対象とする灰色低地土は、土色が灰色か灰褐色を呈
し、下層は腐植質火山灰層からなる灰色低地土である。 土性の範囲は砂質から強粘質と

全てにわたり、地下水位は低い。 沖積低地とほとんど等高の台地または台地の開析谷底

地に分布するとされている（第 11図(b)）。
岩城島と興居島の土壌の解析と併せて、水移動について非常に極端な性質を示すこれら

の土壌についても、対比のため併せて解析を行うものとする。解析に当たって行った両土

壌の水分特性曲線の近似結果を第 12 図に示す。岩屑土のデータはよく近似することがで
き、n=1.55、 α=0.31 となった。一方、灰色低地土のデータは粘土含有が多く、曲線形が

第 10図 樹園地土壌の飽和透水係数の頻度分布
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第９図 水分特性曲線の近似
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上に凸の曲線形となったため、S字曲線を近似する Vangenuchten Modelでの近似が難しか
ったため、計算で用いる pF3より湿潤側の曲線を近似するにとどめた。
指標を作成するためには、対象とする土壌がどのような特性を持っているのか把握して

いくことが必要となる。その主要なものの一つとして、飽和透水係数が挙げられる。この

特性は測定も比較的容易で、結果が数値として与えられるため、例えば第 10 図のように
分類や処理が行いやすい因子となる。しかしながら、例えば点滴時の水分挙動などを求め

ていくためには、飽和透水係数だけでは不十分で、浸潤前線の移動やかん水域内での水分

変化を把握するためには不飽和透水係数や土壌の保水特性を知っておく必要がある。この

特性は、水分特性曲線として表されるが、これを求めるには非常に多くの労力時間が必要

となる。また、結果が曲線（グラフ）として示されるため、この分類や処理の扱いが難し

くなる。今後、かん水の指標や指針を策定していくとき、この水分特性曲線の扱いをいか

にするかが重要な問題となる。そこで、水分特性曲線の形が VanGenuchten Modelにおい
てαとｎの二つのパラメータによって決定されることから、これら二つのパラメータを用

(a) 岩屑土 (b) 灰色低地土
第 11図 樹園地土壌の日本国内の分布

農業環境技術研究所 HP 土壌情報閲覧システムより

第 12図 SolphyJ土壌水分特性曲線の近似
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いて、水分特性曲線の分類を試みた。

第 13図には、第 10図で飽和透水係数の度数分布に用いた 11土壌群 30土壌のデータを
使用して、その水分特性曲線を Van Genuchten Modelで近似したときのαとｎのパラメー
タの分布状況を示す。土壌統や属の分類は、主に土壌生成母岩や土壌色による分類であり、

その中での物理的特性の分散は非常に大きい。飽和透水係数も、同じ土壌であってもその

相違は極めて大きく、これらによるαとｎの分布のグループ分けや分類はほとんど不可能

であった。ただ、土壌の間隙構造の基本となる粒径組成から決められる土性については幾

つかのグループ分けが可能であった（第 14図）。今後、色々な地区に適応できる汎用的な
潅水指標などを定めていく上で、このような土壌の物理特性の分類・整理の取り組みは重

要な課題となるものと思われる。

６．水移動のシミュレーション

（1） シミュレーションの計算方法

岩城島土壌(飽和透水係数 Ks=4.8× 10-3cm/s)、興居島土壌(Ks=8.1× 10-4cm/s)および
岩屑土(Ks=5.9× 10-2cm/s)、灰色低地土(Ks=1.06 × 10-6cm/s)の 4 種類の土壌を用いて垂直
浸潤について HYDRUS-2D でシミュレーションすることによって、その違いについて検
討を行った。計算に当たっては幅 2m ×深さ 1m の土壌断面を考え、そこに 2.5cm メッシ
ュ(N=81× 41)を発生させ、一定流量を（40cm3/min）を土壌に加えることによる水の挙動
を追跡した。

HYDRUS 2Dでは、水の浸入は、フラックス〔(流量 cm3/min)/(浸入面積 cm2)=cm/min〕
の形で表される。このため、40cm3/分の散水量で計算するに当たっては、散水が土壌中に

第 13 図 αとｎの分布 第 14 図 α ,ｎの分布と土性の関係
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第３表 飽和透水係数から見た浸入必要面積

岩屑土 岩城島 興居島 灰色低地土

土性 Sandy Loam Loamy Sand Sandy Laom Sandy Clay

飽和透水係数 (cm/s) 5.9×10-2 4.8×10-3 8.2×10-4 1.1×10-6

40cc/分の流量に必要な面積(cm2) 1.1×101 1.4×102 8.2×102 6.31×105

直径(cm) 3.8 13.3 32.4 894.9
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浸入するために必要な面積を想定する必要がある。この時、それぞれの土壌の飽和透水係

数から求められる浸入面積（浸入直径）を目安として計算を行った。浸入直径は、岩屑土

では 4cm 程度であるが、灰色低地土では約 900cm にも達してしまう。土壌表面から浸入
できない水は地表面を流れて広がっていくものと考えられるが、HYDRUS 2Dでは、土壌
中の水の挙動のみ計算できるが、土壌表面での水の流れを計算することはできない。この

ため、土壌表面からの浸入フラックスを超える浸入直径を設定すると無理な条件設定とな

り、計算は発散してしまう。そこで、計算に当たっては、第３表の浸入面積を目安として

水の浸入範囲を設定し、表面流が発生して計算が発散する度に徐々に浸入範囲を広げて計

算を継続するという方法でシミュレーションを行った。ただし、灰色低地土については、

浸入直径が 9m にも及び、幅 1m の計算範囲では定フラックスを設定して計算することは
不可能であった。このため、灰色低地土については地表面のある範囲が常に飽和するとい

う境界条件を設定して計算を行った。

（2） 土壌の違いによる水移動の相違

第 15図には、対象とする 4
土壌に 40cm3/min でかん水し
たときの計算結果から求め

た、浸潤の仕方の違いを示

している。また、第 16 図に
は、計算によって推定され

た、散水 60 分後における土
壌中での水分張力の状態を

示している。ただし、灰色

低地土は水の広がりがわる

いため 120 分後の状態を示
している。

透水性の良い岩屑土では浸潤は極めて早く、20分の散水で浸潤前線は深さ 30cm付近に
まで到達してしまう。これに対して、透水性の極めて悪い灰色低地土では、1 時間かん水
を続けても浸潤前線は数 cm しか土壌中に入っていかないという結果となった。一方、実
際の樹園地土壌である岩城島土壌ではかん水 15 分間で浸潤前線は深さ約 10cm、60 分の
かん水で深さ約 20cm にまで到達した。また、興居島では 60 分のかん水で浸潤前線は深
さ約 10cmに到達する程度であった。
今回の計算でのかん水量は 1分間に 40cm3 としている。このとき、地表面が飽和した後

は土壌中への水の浸入は，その土壌の飽和透水係数に律されるものと考えられる．これに

従えば，第３表に示したように 40cm3/min の流量を土壌中に浸入させるためには灰色低地
土のような難透水性土壌では直径約 9m 面積を必要とすることになる．このため，たとえ
40cm3/min のかん水を行っても土壌中に浸入できる水は第１５図、１６図に示すようにご
くわずかであり、ほとんどの水が表面を流れて流去してしまう虞が高くなると思われる．

一方，非常に透水性の良い岩屑土の場合は 40cm3/min の流量を取り入れるのには直径約
4cm の面積があれば可能となる．しかしながら、この土壌では、土壌中の水の移動が極め
て早いため、散水 20分あれば浸潤前線が深さ約 30cmの根域を超えてしまうことになる。

第 15図 土壌による浸潤の違い
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この土壌の場合は灰色低地土のように地表面を流下する水量は発生しないものの、かん水

が土壌中深部へと無効に

流亡してしまう虞が高く

なる。このような場合、

いずれの土壌でも散水量

を絞って時間をかけてか

ん水することが必要にな

るものと思われる。

これらの極端な土壌の

中間に当たる岩城島と興

居島の場合、それぞれお

よそ直径 13cm、30cm の
面積があれば 40cm3/min
の水を土壌中に取り入れ

ることができるものと推

定される。また、10 分
間の散水後は浸潤前線は

いずれの区も深さ 10cm
位まで到達していた。こ

のため、これらの区では

灰色低地土で想定される

ような大きな表面流去

や、岩屑土で推定される

ような地下への流亡も生

じず、かん水された水は

ほぼ土壌中に保留される

ものと考えられる。

上述のように両区とも

10分のかん水では深さ 5
～ 10cm までしか水は到
達しない．この場合、か

ん水量としては必ずしも

十分ではないかと思われ

る。しかしながら、かん

水停止後、土壌中には水

分分布の偏りを補正し、

より均質な水分状態にな

ろうとする挙動がある

（ 水 の 再 配 分 ：

(a) 岩屑土
Ks=5.9× 10-2cm/s

(b)岩城島土壌
Ks=4.8× 10-3cm/s

(c) 興居島土壌
Ks=8.2× 10-4cm/s

(d) 灰色低地土
Ks=1.06× 10-6cm/s

第 16図 供試土壌の推定水分状態
（図中の数字は pF値を示す）
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redistribution）。第 17図にはかん水停止後 24時間経過時の両土壌における水分状態を示す。

この広がり方は土壌の保水特性等に左右されるが、岩城土壌では 24 時間経過することに
よって、水分率は低下するものの深さ 15cm 辺りまで水が広がって行く傾向が明確に見ら
れる。一方、興居島土壌では深さ 5cm 程度の表層付近に水が滞留傾向が 24 時間の再配分
によって深さ約 10cm にまで水の広がりが見られた。、いずれの土壌においても、10 分程
度のかん水であっても散水と再配分を繰り返すことによって、ある程度の効果は期待しう

るものと考えられる。

(3) かん水時間による水の広がり方の違い
かん水の指針や基準を策定するに当たっては、かん水方法による土壌中での水の広がり

方について検討する必要がある。このため、40cm3/min のかん水強度で、かん水時間を 1
回当たり 5分、10分、20分、30分と変化させた場合について、それを 1日 1回（24時間
の再配分時間）と 1 日 2 回（12 時間の再配分時間）繰り返す中での土壌中の水の広がり
方の違いについて検討を行った。なお、使用した土壌は、実際の樹園地土壌で飽和透水係

数の出現度が高い岩城島土壌を用いて計算を行った。

第 18 図には、かん水時間の違いと深さ方向への水の広がり方の違いを示す。散水量で
見ると、毎日 0.2L（40cm3/min× 5分）と少量のかん水を行っても、毎日 1.2Ｌ（40cm3/min

第 17図 10分間水後の岩城島・興居島土壌中での水の再配分
（図中の数字は pF値を示す）
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第 18図 かん水時間の相違と深さ方向への水の広がり（1日 1回の場合）
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× 30 分）と多量なかん水を行っても、かん水量が同じならば深さ方向への広がり方はほ
とんど変わらないといえる。これに対して、時間経過で見ると、例えば根圏域を深さ 30cm
と仮定すると、多量（散水時間 30 分）に散水する場合は 2 ～ 3 日で、水の広がりは根域
をオーバーしてしまう。これに対して、少量かん水（散水時間 5 分）の場合は深さ 30cm
に到達するのには 12～ 13日程度要している。

一方、横方向への水

の広がり（浸潤幅）に

ついて第 19 図に示す
が、かん水量が多い場

合には、浸潤幅が 50cm
程度であるのに対し

て、5 分間かん水の場
合は約 70cmに達し 50
％程大きくなる傾向が

うかがえた。

第 20 図には、4.8L
かん水後の最終的な土

壌水分状態を示すが、

30 分間かん水の場合
は、pF1.0 を下回る過
湿な領域が大きく広が

っていた。このことは、

多量かん水する場合に

は、過湿な領域が広が

り、それがそのまま下

に抜けていくような水

の動きをするものと考

えられ、あまり有効な

かん水とは言えないで

あろう。これに対して、

5 分間水の場合には

第 19図 かん水時間の相違と浸潤幅に違い（1日 1回の場合）
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第 20図 4.8Lかん水後の土壌水分状態
（図中の数字は pF値を示す）
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pF1.5 の領域が大きく（約 50cm 幅、深さ 30cm）広がり、多量かん水に比べてかなり有効
なかん水であるといえる。

第 21 図には、かん
水頻度を 1 日 2 回行
った場合（再配分 12
時間）の深さ方向へ

の水の広がり方を示

す。1 回かん水と同様
に、散水量による水

の広がり方の、かん

水時間に伴う違いは

見られなかった。ま

た、時間に伴う変化

は、日かん水量が 2
倍になることから、

かん水時間 30 分や 20
分の場合は、1 ～ 2 日
で根 域 であ る深 さ

30cmを超えてしまい、
かん水時間 5 分の場
合は 1 週間程度で深
さ 30cm にまで到達し
ていた。

第 22 図には、１日
２回かん水で、 4.8L
かん水した後の土壌

水分状態を示す。

１回 30 分かん水では、根域のほとんどが pF1.0 以下の過湿な状態となり、１回 5 分か
ん水でも、pF1.0 以下の過湿な状態がひろがり、いずれの場合にも過剰かん水の傾向がう
かがわれた。

第 21図 かん水時間の相違と深さ方向への水の広がり（1日 2回の場合）
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第 22図 4.8Lかん水後の土壌水分状態（1日 2回かん水）
（図中の数字は pF値を示す）
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これらから、今回のシミュレーションでは、岩城島土壌においてはかん水強度 40cm3/min
で散水時間５分で１日１回かん水することによって、下方への無効なかん水を抑え、かつ

土壌内に過湿な部分の発生を最小限に抑えうるものと考えられる。

一般に、畑地のかん水量を求めるとき、土壌の pF 値とそのときの体積含水率を用いて
次のような方法が用いられることが多い。

例えば、幅 90cmの畝に 30cm間隔でエミッターが配置されているとき、根圏の深さが 30cm
とすると、１つのエミッターの支配する土壌の体積は 81L となる（第 23 図）。ここで、
土壌が pF3.0 まで乾燥しているときに、pF1.5 まで回復させるために必要なかん水量は以
下のように計算される。岩城島土壌の場合、第 9 図に示すように、pF3.0 では体積含水率
は 8.3%（水分量 6.72L）、pF1.5 は体積含水率 14.1%（水分量 11.42L）であるので、pF3.0
のこの土壌を pF1.5 にするためには、エミッターから 4.7L のかん水が必要になると計算
される。浸潤のシミュレーションでは、4.8L のかん水でいずれも浸潤前線は深さ 40cm に
至り、pF1.5 の領域は、１日１回 5 分間かん水では、幅約 50cm、深さ 35cm、１日１回 30
分間かん水では、幅約 35cm、深さは 35cm に広がっていた。一様な場を仮定するこのよ
うな計算では、水分分布に大きな偏りが生じる実際の点滴灌漑とは当然違ってくるが、散

水計画に当たって大まかに水量を決定するような場合の目安としては有用であろう。

今回の計算では、いずれの場合も簡便のため蒸発散量を考慮していない。今後、実際の

かん水での指標等を検討するに当たっては、蒸散量や根の分布を考慮した検討を進めてい

く必要があろう。

(4) 実際のかん水条件下での水の広がり方
１点浸潤での計算結果から、水に広がり方は、40cm /min のかん水強度で１日１回 5 分3

のかん水を繰り返すことによって、過湿部分の発生も小さく十分なかん水効果が期待でき

るものと推定された。この方法で 10 日程度かん水を繰り返すことによって浸潤前線は深
さ 30cm 程度に至り、根域外への水のロスの少ない効率的な散水が期待できる。しかし、
実際のかん水では、エミッターが 30cm 間隔の散水管が使用されることが多い。そこで、
この散水管を用いて、1 日 1 回 5 分間のかん水を行ったときの 10 日後の土壌中の水分状

第 23図 かん水量の算定方法

90cm

30cm

30cm

土壌体積

0.9m(幅)×0.3m(長さ)×0,3m(深さ) = 0.081m3 = 81.0L

岩城土壌の場合

pF 体積含水率 水分量(L)
3.0 8.3% 6.72
1.5 14.1% 11,42

差引 4.70
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態がどの程度変化するものか推定を行った。第 24 図に岩城島土壌でのその結果を示す。
なお、計算に当たっては 40cm3/min かん水の岩城島土壌における給水面積を直径 17cm と
して計算している（初期含水率 15%≒ pF3.0)。また、第 25 図には興居島での計算結果を
示す。このときの給水面積は直径 25cm とし、初期含水率 18%≒ pF3.0 として計算してい
る。

岩城島の場合、10日間のかん水によって、浸潤前線は深さ 30cmの根域全体に進展し、
pF1.5 の領域も深さ 20cm 程度まで広がっていた。ただ、pF1.3 以下の領域も広い範囲に見
られ、若干の過湿の傾向は認められるものの、このかん水で十分効果が見られるものと考

えられる。一方、興居島では、水の広がりは岩城島に比べて若干遅いものの、浸潤前線は

25cm 程度まで進展していた。ただ、このかん水方法では、根域全体ははほぼ pF2.0 にま
でなるものの、pF1.5の領域は限られており、若干乾燥傾向にあるものと考えられた。
このような検討を基に、いろいろな特徴を持つ土壌で、どの程度の強度でどのような頻

度でかん水を行うことが最適なのかについて、今後の検討を進めたい。

７．まとめ

カンキツ園においてマルチ・点滴かん水技術が提唱され、現在、その普及が進められて

いるが、点滴時の土壌中での水の広がり方や、土壌による散水時の水移動特性の違いなど

はまだ十分には明らかにされていない。このため、いろいろな地域にこの技術を適用しい

くために必要となる、かん水施設の設置や散水方法のめやすとなる指針や指標の策定が強

く求められている。この報告では、かかる技術指針を作成するための基礎的なデータを得

るため、実証園地で得られた土壌データと SolphyJ で得られる日本各地の樹園地土壌デー
タをもとに、HYDRUS-2D を用いたシミュレーションによって、かん水時の水の挙動の土

第 24図 岩城島土壌での散水後の推定水分状態

第 25図 興居島で散水後の推定水分状態の
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壌による違いについて検討を行った。

(1) 岩城島実証園地の A 園、B 園および興居島実証園地 C 園の３地区の土壌について
調査を行った。岩城島の A 園、B 園ともほとんど土性には差が無く、物理性もいずれも
飽和透水係数 10-3cm/s オーダーであった。一方、C 園土壌は土性は A、B 園と大差は無か
ったが、礫の含有量が少なく、物理性も異なり飽和透水係数は 10-4cm/s オーダー示した。
このため、以降、A、B園土壌を岩城島土壌、C園土壌を興居島土壌として検討した。
(2) SolphyJ から選んだ樹園地 30 土壌のうちのほとんどの土壌は、透水係数が 10-3 ～

10-4cm/s オーダーを示した。これらのうち非常に透水性の良い岩屑土(10-2cm/s オーダー）
と透水性が極めて悪い灰色低地土(10-6cm/s オーダー)を岩城島土壌、興居島土壌との比較
のため選出し検討を行った。

(3) 透水性の極めて悪い灰色低地土では 60 分のかん水でもほとんど土壌中には水は浸
入せず、ほとんどの水が地表面を流去してしまう虞が高いものと推定された。一方、透水

性が非常に良い岩屑土では 20 分のかん水でも飽和域が深さ 30cm にも達してしまい、こ
の場合には地下への水の流亡が懸念された。いずれの場合にも多くのかん水の損失が予想

され、より強度の小さなかん水を行うことがが必要になるものと推定された。

(4) 中間的な特性を示す岩城島土壌や興居島土壌では 10 分のかん水では深さ 10cm 程
度までの水の浸潤が認められたが、かん水とその後の水の再配分を繰り返すことによりカ

ンキツの根域と見なせる深さ約 30cmまで水は広がるものと推定された。
(5) エミッターを 30cm 間隔に設置し、1 日に 1 回 5 分間のかん水を行う実際のかん水

状況を設定して、10 日後の水の広がり方を計算で求めた。岩城島ではかん水と再配分に
よって浸潤前線は深さ 30cm程度まで進展し、pF1.5の領域も深さ 20cm辺りまでは広がっ
ていた。ただ、pF1.3 の領域も拡大し、若干の過湿の傾向があるものの、この方法で十分
効果があるものと推定された。

(6) 興居島土壌でも、このかん水方法で深さ 25cm 程度までの浸潤前線の進展が見られ
た。このとき、根域はほぼ pF2.0にまでなり、かん水効果は十分期待できた。ただ、pF1.5
の領域の発達が悪く、若干乾燥傾向にあるものと推定された。

以上、幾つかの土壌について点滴かん水時の土壌水分状態の変化についてシミュレーシ

ョンに基づき検討を加えてきた。

この検討では、蒸発はマルチで押さえられるものの、植物による蒸散量を加味してお

らず、今後こうした要素を加えた検討が必要となる。こうした結果に基づき、土壌の持つ

物理的特性の整理を進め、各土壌についてどのような強度でどれだけの時間必要なのかを

明らかにしていく必要がある。

さらには、今回の検討は平坦な場での検討であったが、樹園地のほとんどは傾斜地に存

在することに鑑み、傾斜地での水移動を明らかにしていくこと、加えて、土壌は全層均一

であることを仮定したが、そのような場合は少なく、実際は成層していることが多い。よ

り実態に即したかん水効果を検討するに当たっては、こうした場合の水の移動も明確にす

る必要がある。

最後に、シミュレーションはあくまで計算結果にしか過ぎず、それが必ずしも正解とい

うわけではない。こうした手法を適用するに当たっては、ここではデータを省略したが、
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計算結果と実際の土壌での水移動との適合性について必ず検証しておく必要がある。
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図１．簡易土壌水分計の構造 

左側は基本タイプ、右側は改良タイプ 図２．簡易土壌水分計の設置方法 

園地土壌の乾燥程度を簡単に把握できるカンキツ用簡易土壌水分計  

 
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 水田作研究領域 

 上席研究員 黒瀬義孝 

 

１．はじめに 

カンキツ産業は担い手の高齢化や減少、輸入カンキツとの価格競争などさまざまな課題を抱えてお

り、高収益化による経営体質の強化が求められている。また、カンキツ園の多くは傾斜地に立地して

おり、作業負荷軽減や水不足を解消する技術が求められている。これらの課題を解決する技術として

「周年マルチ点滴かん水同時施肥法」、通称「マルドリ方式」が開発された。 

商品価値の高いカンキツを安定的かつ省力的に生産するためにマルドリ方式が普及しつつあるが、

高品質化には適切な水ストレスのコントロールが要求される。しかし、水ストレスのコントロールは

葉の巻き加減や葉色などを判断材料に、生産者の経験と勘に頼っているのが現状である。そのため、

水ストレスをかけ過ぎて樹体にダメージを与えたり、水ストレスが不十分で低糖度となったりするこ

とが課題となっている。そこで、園地土壌の乾燥程度を簡単に把握できる土壌水分計（以後、簡易土

壌水分計）を開発し、カンキツが受けている水ストレスの判断材料とした。ここでは、簡易土壌水分

計の特徴を示すとともに、カンキツ園での測定事例を紹介する。 

 

２．簡易土壌水分計 

簡易土壌水分計の基本構造を図 1 左に示す。簡易土壌水分計はポーラスカップ、透明の塩ビ管、シ

リコン栓から構成され、ポーラスカップと塩ビ管を接着した構造である。ポーラスカップは多孔質の

セラミックで作られており、塩ビ管内の水と土壌中の水とを水理的に連続させる役割を持つ。ポーラ

スカップはニッカトー社製を採用した。簡易土壌水分計の特性を決定する要素はポーラスカップの空

気侵入値（ポーラスカップが空気を通し始めるときの吸引圧）と単位時間当たりの空気侵入量である

が、ニッカトー社製のポーラスカップはこれらの特性がロットにかかわらず均一であった。塩ビ管に

は上端をゼロとした目盛りを 1cm 間隔で付け、塩ビ管内の水位（指示値）の読み取りにはこの目盛

りを使う。 
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簡易土壌水分計の設置方法はテンシオメータ（pF メータ）と同じである。図 2 に簡易土壌水分計

の設置手順を示す。まず、①ポーラスカップを挿し込む穴を開け、②簡易土壌水分計を土壌に挿した

後、③周囲を踏んでポーラスカップと土壌を密着させる。最後に、④塩ビ管に水をいっぱいまで入れ、

⑤水位の目印となるスーパーボールを入れてから栓をする。これで⑥設置完了である。設置時の注意

点もテンシオメータと同じであり、ポーラスカップと土壌が密着していることが重要である。 

簡易土壌水分計は塩ビ管内の水位を指標に土壌の乾燥程度を判定する。すなわち、水位が簡易土

壌水分計の指示値である。土壌が湿っている状態では水位は低下しないが、土壌が pF2.8 以上に乾燥

すると水位が低下し始め、土壌の乾燥程度に応じた水位の低下が日々積算される。実際の測定例を図

3 に示す。簡易土壌水分計（内径 13mm の塩ビ管を使用）、テンシオメータ、TDR 土壌水分計を同

じポットに設置し、それぞれの指示値を比較した。テンシオメータは土壌の吸引圧を測定する測器で

ある。吸引圧とは、植物が土壌中の水を吸い上げるのに必要な力であり、農作物の水管理の指標とし

て用いられる。TDR 土壌水分計は土壌の体

積含水率を測定する測器である。土壌の体積

含水率とは、単位体積の土壌中に含まれる水

の割合であり、土壌中の水分量の指標として

用いられる。ポットに畑土壌の代表である黒

ボク土を充填し、土に水を十分染みこませて

から測定を開始した。図 3(A)にテンシオメー

タと TDR 土壌水分計の指示値の変化を示す。

土壌は日数の経過とともに乾燥しているが、

23 日目以降は pF 値、体積含水率ともに変化

が小さくなった。この時点で土壌が乾燥しき

ったことが伺える。一方、簡易土壌水分計は

21 日目から水位が低下し始めた（図 3(B)）。

ちょうど、土壌が乾燥して pF 値や体積含水

率の変化が小さくなった時である。黒ボク土

の代わりに水田土壌の代表である灰色低地

土をポットに充填して測定しても同様の結

果が得られた。簡易土壌水分計で測定できる

のは土壌が pF2.8以上に乾燥してからである。

このため、かん水の目安が pF2.8以下の作物、

例えば野菜などには簡易土壌水分計は使用

できない。簡易土壌水分計で測定できる水分

領域は乾燥側にしかなく、この特性を理解し

た上で利用する必要がある。 

図 4 に裸地状態のポット（図中の白丸）、

小麦圃場（網掛けの四角）、黒大豆圃場（黒

丸）に設置した簡易土壌水分計（内径 13mm）

の指示値とテンシオメータで測定した土壌

図３．各種土壌水分計による測定例 

(A)TDR 土壌水分計とテンシオメータ 
(B)簡易土壌水分計 

図４．簡易土壌水分計の指示値と土壌の吸引圧と

の関係 

20 40 60 80 100
0

10

20

30

40

50

 裸地（ポット）
 小麦
 黒大豆

水
位

の
低

下
量

（
c
m

/
日

、
φ

1
3
m

m
）

土壌の吸引圧（hPa）

pF2.8

47



図５．簡易土壌水分計の設置例 

の吸引圧との関係を示す。簡易土壌水分計の指示値は 1 日当たりの水位の変化量、すなわち、前日と

の水位差を表している。土壌の吸引圧に対して簡易土壌水分計の指示値は指数関数的に変化した。こ

の関係は、1 気圧の空気が負圧によって引き伸ばされる長さとほぼ同じであった（図中の実線）。土

壌が pF2.8 以上に乾燥すると、ポーラスカップを通して塩ビ管内に空気が侵入する。この空気が土壌

の吸引圧に釣り合うまで引き伸ばされ、塩ビ管内の水位が低下する。ポーラスカップから侵入する空

気の量は吸引圧に関わらずほぼ一定のため、土壌の吸引圧に応じて塩ビ管内の水位は日々低下する。

これが簡易土壌水分計の測定メカニズムである。テンシオメータや TDR 土壌水分計は土壌水分の瞬

時値を測定する。一方、簡易土壌水分計は土壌の乾燥程度に応じた水位の低下が日々積算される。土

壌の乾燥程度を日々の積算値として示せる点は従来の土壌水分計には無い優れた特性である。 

黒大豆のかん水時期を簡易土壌水分計の指示値から判断できるように、内径 13mm、長さ 1m の塩

ビ管で簡易土壌水分計を作成（図 1 左）して試験を行ったが、塩ビ管内の水が無くなっても黒大豆の

要かん水点に達しなかった。このような場合、図 1 右のように異形ソケットを使って内径の大きい塩

ビ管で簡易土壌水分計を作成すれば水位の低下量を小さくできる。異径ソケットのサイズにより内径

16mm、20mm、25mm、30mm の簡易土壌水分計が作成できる。塩ビ管内の水位の低下量は塩ビ管の

断面積比の逆数に応じて変化するため、塩ビ管のサイズが異なっても水位の低下量を相互に換算でき

る。例えば、内径 13mm の簡易土壌水分計で 100cm の水位低下は、内径 20mm の簡易土壌水分計で

は 42cm の水位低下、内径 25mm では 27cm の水位低下に

相当する。 

 

３．カンキツ園での測定事例  

愛媛県今治支局産地育成室の試験園地（岩城島）にカン

キツ用簡易土壌水分計を設置し（図 5）、測定を行った。

カンキツ用簡易土壌水分計とは、図 1 右の簡易土壌水分計

において、内径 25mm、長さ 100cm の透明塩ビ管を用いて

作成した水分計である。試験園地では「マルドリ方式」に

よる栽培を行っており、栽培品種は“はれひめ”である。

“はれひめ”は樹体に水ストレスを与えて糖度を上げる品

種である。マルチシートとしてタイベックハードタイプ

図６．簡易土壌水分計の設置地点（岩城島の試験園地） 

黄丸：20cm 深に設置した簡易土壌水分計、白丸：40cm 深に設置した簡易土壌水分計 

四角：テンシオメータおよびTDR 土壌水分計、シンボル中の数字は測器のナンバー 
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図７．雨量および各種土壌水分計の指示値の変化

図中のNo.は図６を参照
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図８．20cm 深と 40cm 深に設置した簡易土壌 

水分計の指示値の変化 

図中のNo.は図６を参照 

（タイベック）を 2012 年 6 月 26 日に敷いた。簡易土壌水分計は 6 月 20 日に試験園地内 17 箇所に、

それぞれ樹間中央に設置した。設置地点を図 6 に丸印で示す。カンキツの細根は地表から 30cm 以内

が最も多いとされているため、ポーラスカップの中心が地表から 20cm の位置になるように設置した

（図中の黄丸）。また、根群域下層における土壌の乾燥程度を把握するため、3 箇所のみであるが、

ポーラスカップの中心が地表から 40cm の位置になるように設置した（図中の白丸）。簡易土壌水分

計の水位の読み取りは設置から収穫までの期間（6 月 20 日～12 月 3 日）、1 週間毎に行った。水位

を読み取った後は塩ビ管内が空にならないよう水をいっぱいまで補充して測定を再開したため、測定

値は 1 週間当たりの水位の低下量となる。また、TDR 土壌水分計とテンシオメータを 2 箇所に設置

し（図中の四角）、1 時間毎の測定値をデータロガーに記録した。みかんのサンプリングは 12 月 3

日に行った。簡易土壌水分計を設置した両側の樹からそれぞれみかん 4 個ずつを採取し、計 8 個を 1

地点のサンプルとした。サンプルは研究室に持ち帰り、糖度と酸度を測定した。測定に使用した糖度

計は PAL-1（アタゴ）、酸度計は PAL-ACID1（アタゴ）である。 

雨量（生口島アメダス）と試験園地（岩城島）における各種土壌水分計の指示値の変化を図 7 に

示す。生口島アメダスは試験園地から約 2km 離れている。梅雨明けは 7 月 17 日であった。梅雨明け

後から土壌が乾燥し、8 月以降は TDR 土壌水分計

およびテンシオメータともに指示値がほとんど

変化しなくなった（図 7(B), (C)）。一方、簡易土

壌水分計は 7 月下旬から水位が低下し始め、9 月

に最大値を示した後、次第に水位の低下量が小さ

くなった（図 7(D), 図 8，図 9）。簡易土壌水分

計は土壌の乾燥程度が時期によって違うことを

捉えているが、従来の土壌水分計では土壌が乾燥

状態にあることしか判らない。 

図 8 は 20cm 深（図 6 の No.12）と 40cm 深（同

No.11）に設置した簡易土壌水分計の指示値であ

る。簡易土壌水分計は同じ場所に設置してある。

40cm深に設置した簡易土壌水分計の水位も20cm

深と同様に低下していることから、土壌の乾燥が
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図９．簡易土壌水分計の指示値の季節変化

図中のNo.は図６を参照 

図１０．観測期間における水位の積算低下量 

観測期間は6月 20日から 12月 3日まで 

図１１．水位の積算低下量と糖度の関係 

水位低下量の積算期間は6月 20日から 12月 3日まで

図中のNo.は図６、図９を参照 

土壌深くまで進んでいることが見て取れる。 

 岩城島の試験園地は土壌が乾きやすい場所と乾きにくい場所があり、この影響が糖度にも現れる。

その一例を図 9 に示す。簡易土壌水分計の水位が大きく低下した地点（図 6 の No.6）では糖度の高

いみかんが収穫された。しかし、みかん表面がでこぼこした菊みかんがサンプルに含まれていたこと

から、水ストレスがかかり過ぎたと考えられる。一方、No.1 のみかんはブランド「晴れ姫」に必要

な糖度 12 度に達しなかった。試験園地の斜面上部（図 6 の左側）は土壌が乾きにくい場所とされて

おり、さらに 8 月 11 日～14 日に降った雨（図 7(A)参照）が斜面上部からマルチシートの下に入り込

んだため水ストレスが不十分となり、低糖度となったと考えられる。No.14 ではブランド「晴れ姫」

に必要な糖度をクリアし、菊ミカンも見られなかった。また、No.6 のような過度の土壌乾燥が無か

ったことから、水ストレスによる樹体のダメージも少なかったと考えられる。 

観測期間（6 月 20 日～12 月 3 日）における簡易土壌水分計（20cm 深）の水位の低下量を積算した

値を試験園地の写真上に示す（図 10）。図中のセルの位置に簡易土壌水分計が設置してあり、セル

中の数値が積算した水位の低下量である。水位の低下量に応じてセルを 3 段階に色分けしている。水

位の低下量は斜面の上部よりは下部、西側よりは東側で大きかった。水位低下量の地点間差異は、試
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験園地において経験的に知られている土壌の乾きやすい場所、乾きにくい場所とうまく一致した。 

簡易土壌水分計の指示値と糖度との関係を図 11 に示す。ここで指示値とは、6 月 20 日から 12 月 3

日までの積算した水位の低下量である。水位の低下量が大きい地点ほど、果実糖度が高い傾向が得ら

れた。土壌が乾燥しやすい場所ほどカンキツに水ストレスがかかり、糖度が高くなる。同様に、土壌

が乾燥しやすい場所ほど簡易土壌水分計の水位が大きく低下する。これらの因果関係から、積算した

水位低下量とカンキツの糖度との間に図 11 に示すような関係が得られたと考えられる。簡易土壌水

分計がカンキツの水ストレス管理の指標になる可能性が示された。 

 

４．おわりに 

簡易土壌水分計を生産者に使用してもらうには、商品化が必要である。この点に関しては、農業関

連機器メーカーの（株）藤原製作所が内径 20mm、長さ 80cm の塩ビ管を使用した黒大豆用の簡易土

壌水分計を商品名【土壌水分目視計】として 2010 年 6 月から販売を始めた。定価は 1 本 8000 円であ

り、生産者が購入するには高すぎると思われた。そこで、簡易土壌水分計の材料（ポーラスカップや

透明の塩ビ管等）のみを販売する組み立てキット（定価 4500 円）を用意してもらった。また、2013

年からは内径 25mm、長さ 100cm の塩ビ管を使用したカンキツ用簡易土壌水分計の販売も始まった。

完成品が 1 本定価 9500 円、組み立てキットが 1 セット定価 6000 円である。カンキツ用簡易土壌水分

計は黒大豆用と比較して塩ビ管内の水量が約 2 倍となっている。温州ミカンや“はれひめ”のように

水ストレスを与えて糖度を上げる品種はカンキツ用簡易土壌水分計の使用を勧める。一方、中晩柑カ

ンキツのように水ストレスの要求度が低く、過度の水ストレスで樹勢が衰弱する品種は黒大豆用簡易

土壌水分計の使用を勧める。また、レモンのように水ストレスを必要としない品種に関しては、簡易

土壌水分計の水位が低下し始めたらかん水するなどの使い方がある。（株）藤原製作所の土壌水分目

視計に関しては、下記アドレスを参照されたい。 

http://fujiwara-sc.co.jp/cg/catalog/dojyousuibun/index.html 

ニッカトー社製のポーラスカップは厚さ 1mm の石膏でできており、割れやすい。そのため、設置

には注意が必要である。特に土壌が乾燥していると、ポーラスカップを土壌に挿し込みにくい。この

点、雨が降り続いた後に簡易土壌水分計を設置すると作業がスムーズに行える。例えば、2013 年 7

月 4 日に 83.5mm の降雨があり、その翌日に簡易土壌水分計を岩城島の試験園地に設置した。試験園

地は花崗岩土壌であったが、簡易土壌水分計に体重をかけて土壌にねじ込むだけで 20cm 深まで差し

込めた。乾いた土壌に設置する場合と比較し、設置に要した時間は半分以下であり、設置時にポーラ

スカップを割るリスクも小さくなる。簡易土壌水分計の設置は梅雨の合間や雨が降り続いた後に行う

ことを勧める。 

 

参考文献 

黒瀬義孝、2010：ポーラスカップの空気侵入特性を利用した簡易な土壌水分計の開発．農業気象、66、 

245-253． 
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果樹栽培省力化のための機械開発 

農研機構 生物系特定産業技術研究支援センター 

園芸工学研究部 主任研究員大西正洋 

主任研究員太田智彦 

１．はじめに 

 果樹生産は、機械化が進展していない分野の１つであり、高齢化が進む中で、後継者不

足も深刻化している。果樹用機械としては、高所作業台車が市販されているものの、機体

が大きいこと、小回りが利かないこと等から普及がそれほど進んでいなかった。一方、脚

立は、不安定で危険が伴う上に、持ち運びを要するなど労働負担の面からも問題がある。

そこで、生研センターは小型で小回りが利く、高所作業台車の開発を(株)サンワと共同で

進め、上記問題を改善しうる高機動型高所作業台車を開発した。 

 また、果樹園で行われているスピードスプレーヤ（以下、慣行 SS）による薬液散布作業

では、送風を伴って機体側方や上方に薬液を散布している。慣行 SS では園端付近でも園内

中央部分でも大風量・風向の送風で散布するため、園端付近でドリフトが発生しやすくな

っていた。平成 18 年よりポジティブリスト制が施行され、より一層ドリフトに配慮する必

要がある状況となった。そこで、生研センターでは農業機械等緊急開発事業により、平成

18年度から平成22年度までの５年間で立木栽培果樹を対象としたドリフトを低減できる果

樹用防除機の開発に取り組んできた。ここではこの２機種について特徴、構造、利用方法、

試験データなどを紹介する。 

 

２．高機動型果樹用高所作業台車 

１） 特徴 

 作業台の高さは２mまで昇降し、小型・軽量で軽トラックに積載可能な高所作業台車であ

る。本機の水平制御機能によって、作業台上での安定作業が可能で、電動張り出し板の装

備により、作業者が効率的に樹体に接近できる。また、高い機動性を持ち、狭い樹列間、

樹冠内を容易に走行できる。さらに、歩行型

の園内運搬車としても利用できる。 

寸法（全長、全幅、全高、mm） 1880×1200×1840

空車質量 (kg) 350

最大積載量（kg) 120（搭乗者含む）

作業台寸法（mm) 1350×580

床面地上高(mm) 830～2000

駆動・操舵輪 後輪駆動・前輪操舵

最小旋回半径(mm) 2000

張り出し板方式・幅・長さ(mm) 電動スライド、600×500

走行速度（m/s) 0.5～1.0 m/s（３段階）

走行モータ出力、個数 210W×２個

バッテリ 12V（40Ah）×２個直列

連続作業可能時間 10h以上（摘葉作業時）

作業台水平制御角 左右方向 ±14゜

静的転倒角

　床面最高位置・最大積載
　（張り出し板上65kg積載）

左右方向　15゜以上

　床面最低位置・無積載 前後左右方向　30゜以上

表 1 本機の主要諸元 

２） 構造と機能 

本機は、車輪式の後輪２輪駆動、前輪２輪

操舵、シザース方式で作業台が昇降する高所

作業台車である（表１）。動力源は電動で、バ

ッテリから電源が供給され、連続作業可能時

間は 10 時間以上である。本機には荷台の水平

制御機能が組み込んであり、14゜までの傾斜

に対し、常に作業台を水平に保つ。操舵部は、
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大操舵角 60゜、 小旋回半径２m で小回りが利く構造である。本機は、操舵回数を減ら

して効率的に作業でき、作業者が樹体へ容易に接近できる電動張り出し板を備えている。 

３） 作業の進め方と留意点 

ハンドルにある操作ボックスのキースイッチを「入」に

して、本機の操作を始める。 
（１）走行時（図１） 

 ① 前後進切替スイッチを 

前進、または、後進に選 

択する。 

 ② 速度調節ツマミを回し、 

低速、中速、高速、いず 

れかを選択し、ハンドル 

先端のスイッチを押して 

走行する。 

（２）高所作業時（図２） 

① 高所作業前に標準装備 

の安全帯を装着する。 

② 作業台の昇降は操作ボ 

ックスの上昇下降スイッ 

チを一方に倒して上昇や下降させます。スイッチを離し

て任意の位置で停止させる。 

③ 作業台高さ２m では、安全の為、自動的に走行できない制御を行っている。少し作業

台を下げれば、走行可能となる。 

④ 張り出し板操作は操作ボックスのスイッチを左右どちらかに倒すか、作業台上にある

左右２個のフットスイッチを押して左右どちらかの任意の位置まで出し入れする。 

⑤ わい化リンゴ園など、枝の側方への張り出しが少なく、列状に栽植された果樹園では、

本機を列に沿ってほぼ直線的に走行させ、樹体前

の作業位置に停止した後、作業台を昇降させ、張

り出し板を出し入れする。枝の広がりが大きい果

樹では、樹冠下の任意の位置に停止させ、必要に

応じて作業台の昇降と張り出し板の出し入れを行

う。 

３）歩行運搬時（図３） 

① 歩行運搬時はハンドル操舵軸の中間にあるレバ

ーをつまんで、ハンドルを前方に倒す。 

② 前後進は走行時と同じように、前後進切替スイ

ッチで操作し、操舵はハンドルで行う。 

フットスイッチ（機体左右） 走行スイッチ（ハンドル両端） 

操作ボックス 

張り出し板 

図 1 走行時 
図２ 高所作業時 

レバー 

図３ 歩行運搬時 
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(４）留意点 

① 樹高４m以下、樹間 1.2m 以上の果樹に適応できる。 

② 通路となる空間（幅 1.2m、地上高 1.8m）を確保する必要がある。 

③ 水平制御機能が搭載されているが、一般的に高所作業車を利用する場合、傾斜５゜以

下の果樹園での利用が望ましい。 

４） 現地試験 

 現在、長崎県農林技術開発センターの協力で、センター内、および、生産者カンキツ園

で現地試験を実施中である（図４）。摘果、運搬、防風林の管理で試験を行った。階段園で、

張り出し板を延長させると作業者が上方の樹に接近して作業しやすくなり、効率的に利用

できる。階段状になっていなくても水平制御機能が付いているので水平な作業台上で作業

が効率的な作業が可能である。 

図４ 長崎県農林技術開発センターでの試験 

みかん階段園での走行 ミカンの運搬作業 

防風樹の刈り込み作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）性能 

作業時の身体への負担が大きいと心拍数が多

くなるが、高所作業時の心拍数増加率（（作業時

心拍数－安静時心拍数）/安静時心拍数×100）

は、約 10％程度となり、脚立利用の心拍数増加

率 24％と比べ、半分以下の作業負担で作業がで

きた（表２）。また、作業能率は、リンゴ園での

開発機 従来機 脚立
心拍数増加率（％）
　わい化リンゴ園 10 － 24
　普通栽培リンゴ園 12 － 24
作業能率（果/ｈ）
　わい化リンゴ園 238 173 246
　普通栽培リンゴ園 363 272 248
注）従来機は作業台の 高床面地上高1.5mの電動作業台車
　  作業能率は摘葉作業で、摘葉対象の果数で測定

表２ 開発機の作業データ 
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摘葉作業で従来機と比べ 33～38％高くなり、脚立作業と比べて同等以上であった。 

作業台水平制御により、作業台 高位置、 大積載、張り出し板に作業者（65kg）が乗

った状態でも左右静的転倒角が安全鑑定基準の 15゜を越える。さらに、安全のために作業

台床面高さ１m 以上の場合に走行速度を 0.7 m/s 以下に自動で制限するとともに、作業台

高位置（床面高さ２m）では走行を自動停止する。 

５） 利用の効果 

 ① 作業台の水平制御により高所で安定した作業台上で、楽に作業ができる。 

 ② 高所での作業能率は従来機より高く、人件費の削減、規模拡大が期待できる。 

  ③ 本機は電動式で既存のエンジン式高所作業台車と異なり、稼働音がなく、静かな音環

境で作業を行うことができる。 

 ④ オプションの座席を装着することでナシやブドウなどの棚栽培果樹園では座って作

業ができる。 

 

３．果樹用農薬飛散制御型防除機 

１） 立木用ドリフト低減スピードスプレヤー（立木用 SS） 

（１）特徴 

  立木用 SS は、ミカンやリンゴ園で送風機の園外方向へ送風を調節し、SS 用ドリフト低

減型ノズル（SS 用 DL ノズル）で薬液を噴霧することにより、防除効果を落とすことがな

く、ドリフトを大幅に低減できる。 

（２）構造と機能 

送風機に片側４枚で左右一対の回動できる導風板が付いて、左右別々に送風を調節で

きる構造である。大粒径の薬液を噴霧できる２種類の SS 用 DL ノズルが装着されている

（図５、表３）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）作業の進め方と留意点  

  外列の散布時には、園外側の導風板を上方向に 大に傾斜させて園外方向への送風

を抑え、ドリフトを少なくします。２列目から 外樹列と第２樹列を散布するときには園

図５ 立木用 SS の構造

導風板（通常） 導風板（遮風）

表３ 立木用 SS の主要諸元 

立木用SS 棚用SS

全長×全幅×全高(mm) 3395x1370x1200 2900x1225x1300

乾燥質量(kg) 1100 670
エンジン出力(kW) 25 9
薬液タンク容量(L) 600 500

噴霧ポンプ吐出量（L/min） 90 42

送風機風量（m3/min） 410/645（切替式）
260(エンジン定格回転数2300rpm時）
190(エンジン推奨回転数1800rpm時）

ドリフト低減機構
導風板回動による送風

方向と風速の調節
ノズル管昇降による

小風量近接散布

56



外側の導風板を上端から１/４程度下側にし、園外方向への送風をコントロールして、園

外へ抜けるドリフトを少なくする。導風板は運転席の２個のスイッチで左右別々に操作で

きる。 

（４）性能 

ドリフト低減効果は高く、防除効果は慣行のスピードスプレヤー（慣行 SS）と同等で、

試験後の出荷可能果実の収量は同程度である（図６、表４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0m 25.0mミカン園からの距離
表４ 立木用 SS の性能例 

0 

1 

2 

3 

開発機 慣行SS

付
着

度
指

数

園端からの距離 10m 15m 20m

立木SS 0.01未満 0.01未満 0.01未満 107

慣行SS 0.35 0.14 0.08 108

距離別の薬液ドリフト量
*1

(ppm)

リンゴ
出荷可能

果実収量
*2

（kg/樹)

*1 検出限界は0.01ppm

*2 通年防除効果試験後の収量

図６ 温州ミカン園におけるドリフト程度  
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図７ 温州ミカン園におけるミカンハダニ防除効果 

 

２） SS 用ドリフト低減型ノズル（SS 用 DL ノズル） 

（１）特徴 

  SS用DLノズルは立木用SSにも標準で装着されていますが、従来のSSにも装着可能で、

大粒径の薬液噴霧により、慣行ノズルよりもドリフトを低減することができる。 

（２）構造と機能 

ノズルは角度付きと角度なしの２種類あり、角度付ノズルは、噴霧平均粒径は慣行ノ
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ズル約 90μm より大きい 200～260μm です。角度なしノズルは、平均粒径が 300～330μ

m で、２種類のノズルを組み合わせることで効果がある。 

（３）作業の進め方と留意点 
表５ SS 用 DL ノズル性能例 

２種類のノズルを慣行 SS に交互で取り付け（角度付

きノズルは傾斜を後方に向けて取り付け）、散布する。

常用圧力、噴霧量は慣行ノズルと同等で、国内各社 SS

に装着可能である。 
園端からの距離 5m 10m 15m

SS用DLノズル 7.2 0 0

慣行ノズル 79.1 5.4 1.0

ドリフトによる距離別の
感水紙液斑被覆面積率

(％)

（４）性能 

  ほ場外に設置した感水紙への被覆面積率でドリフトを評価すると、SS 用 DL ノズルは

慣行ノズルに比べ 大で 1/10 程度にドリフトを抑制することが可能である（表５）。防

除効果は慣行ノズルと同等である。 

３）利用の効果と留意点 

①ドリフトと作業者被曝を大幅に低減することができ、ドリフトによる近隣への危被

害発生リスクを軽減できる。②遮蔽物、緩衝帯設置によるドリフト対策より低コストで、

手散布による対策より効率的な散布ができる。③強風下で散布しないなど薬剤散布のた

めの基本的な注意事項を守る必要がある。                        

 

４．おわりに 

 高機動型果樹用高所作業台車と果樹用農薬飛散制御型防除機は 近市販化され、導入が

始まっている。両機種ともに簡単な利用方法で、効果の高い機種である。参考までに機械

の問い合わせ先と活用できる主な補助事業を添付した。研修で紹介した機種が、省力化栽

培の一助となることを期待する。 
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参考：機械の問い合わせ先 

会社名・担当部署・住所 

株式会社サンワ 

（高機動型果樹用高所作業台車） 

・本社営業部/〒350-1325 埼玉県狭山市根岸 571 

   Tel： 04-2954-6611 FAX 04-2954-6617 

・仙台支店/〒981-3408   宮城県黒川郡大和町松坂

平 8-3-11 

   Tel： 022-347-2741 FAX 022-347-2740 

・西日本営業所/〒672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構

2-126 

   Tel:  079-231-1005 FAX 079-231-1006 

http://www.sunwa-jp.co.jp 

株式会社丸山製作所 

（高機動型果樹用高所作業台車、立木用ドリフト低減型防除

機） 

〒101-0047 東京都千代田区内神田三丁目 4 番 15 号 

Tel：03（3252）2281（営業・代表） 

お客様相談窓口＜丸山サポートセンター＞ 

Tel：0120-898-114 

http://www.maruyama.co.jp/ 

ヤマホ工業株式会社 営業部 

（SS 用ドリフト低減型ノズル） 

〒649－1442 和歌山県日高郡日高川町江川 280－1

Tel：0738-53-0321 FAX：0738-53-0929 

http://www.yamaho-k.co.jp/ 

新農業機械実用化促進株式会社 業務部 

〒101-0041 千代田区神田須田町１丁目 18 番 6 号 

Tel：03-6206-0681 FAX：03-6206-0682 

http://www.shinnouki.co.jp 

（独）農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター園芸工学研究

部 

〒331-8537  さいたま市北区日進町 1-40-2 

Tel：048-654-7061 FAX：048-654-7133 

http://brain.naro.affrc.go.jp/iam/ 

 

 

参考：活用できる主な補助事業（平成 24 年５月現在） 

事業名 事業内容 補助率 

農畜産業機械等リース支援事業 

（産地活性化型） 

産地の収益力の向上や戦略作物等の生産

拡大を図るため、協議会が策定したプログラ

ムに基づく取組に必要となる農業機械等の

リース導入を支援。 

１／２以内 

・経営体育成支援事業  

（①新規就農者補助事業、②集落

営農補助事業、③融資主体型補

助事業） 

新規就農者、集落営農組織、意欲ある経営

体など多様な経営体が経営規模の拡大や

経営の多角化を図っていくために必要な農

業用機械の整備等の経費を国が直接支援。

１／２以内（①、

②）、 

３／10 上限（③） 
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傾斜地における運搬の軽労化 

 
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 

主任研究員 中元陽一 
 
１．はじめに 

 わが国は国土の約７割が中山間地であり，耕地面積のうち４割強が中山間地に位置して

いる。これらの地域では，規模拡大が困難であり，就農者の減少・高齢化の進展が著しく，

近年では耕作放棄地が増大するなど地域の荒廃が懸念されている。一方で，中山間地の傾

斜地は，豊富な日照条件や排水性が良好な利点を活かし，西南暖地を中心とし，高品質な

カンキツ類の栽培が行われている。比較的平坦な地域で栽培されているリンゴ栽培におい

ては，スピードスプレヤーを導入した防除や，運搬作業にトラックなどの車両が圃場内に

おいて利用可能であるが，傾斜地では，単軌条運搬機以外の機械の導入が困難な状況にあ

る。また，平地と比べ足元が不安定となり労働負担が大きく，加えて就農者も高齢化して

いる地域が多いにもかかわらず，機械導入による省力・軽労化への取り組みは遅れている。 
 中山間地におけるカンキツ栽培は，緩やかな山なりの園地から，急峻な傾斜地，斜面等

高線方向にテラスを造成した階段園など様々な園地条件で行われている。これまで，近畿

中国四国農業研究センター四国研究センターでは，園地条件に応じた園地整備技術の開発

を行ってきた。緩傾斜地においては，機械を導入可能とする園内作業道造成技術の開発を

行い，急傾斜地においては，改良した歩行型管理機を用いて幅 50cm 程度の作業道を造成す

る狭幅作業道造成技術を開発してきた。さらに，石積み階段園においては，動力運搬機導

入のための簡易スロープ設置技術の開発を行ってきた。 
 以下では，主にカンキツ栽培を対象とし，園内作業道の造成，石積み階段園の小規模改

造技術と，傾斜地向けに開発した運搬車について紹介する。 
 
２．傾斜地果樹園における軽労化のための園地整備技術 

（１）園内作業道造成技術 
 おおむね斜面角度が 25°以下の場合には，園地に機械を導入することが可能である。そ

の際，作業の安全性を確保するために，機械が走行しやすいように園地整備することが重

要である。斜面を削って緩傾斜にする大規模な基盤整備法もあるが，莫大な資金が必要な

ことと，永年性の作物である果樹の大規模な改植を伴い，未収益期間が発生するため，小

規模な農家にとっては現実的な方法とは言えない。そこで，既存の果樹を多く残したまま，

比較的安価に作業空間を確保するために，傾斜果樹園に園内道を造成する。この園内道に

よる園地整備は，園地の傾斜角度により造成できる作業道の道幅が異なり，導入できる作

業体系も異なっている。 
傾斜 15 度未満の緩傾斜園では，道幅２ｍの園内道を整備し，表面をコンクリートで舗装

60



する。この園内道を導入すると，軽トラックやスピードスプレヤー，その他平地で使用さ

れている乗用の農業機械がそのまま利用できるため，非常に省力的な作業体系が実現する。

収穫作業時に労働力の雇用が確保できれば，大規模な経営も可能である。 
傾斜 15 度以上 25 度未満の急傾斜地では，道幅２ｍの園内道を整備することは困難なこ

とから，等高線方向に道幅 1.0～1.3ｍの作業道と，軽トラックが走行できる道幅 1.8ｍ以上

の連絡道を組み合わせた園地整備を行う。作業道は１樹列あるいは２縦列ごとに配置し，

それらを連結するように縦断勾配 15 度未満の連絡道を設置する。作業道の末端には直径２

～2.5ｍの旋回部を設ける。この園内作業道の導入による園地整備では，作業道の道幅が狭

いため，乗用形作業機の利用は困難である。そこで，クローラ式運搬車などの歩行形機械

を中心とした作業体系を構築する。この園内作業道の導入と歩行形機械を組み合わせた体

系では，総作業時間では 35％の削減が実現され，軽作業化および省力化が図れる。 
 
（２）狭幅作業道造成技術 
傾斜 25 度以上の急峻な傾斜地においては，傾斜を 15°以下に抑えるよう作業道を導入し

ようとすると，園内を大きく迂回するよう造成する必要があり，つぶれ地が大きくなり，

かつ，急斜面では土木用機械を利用できず，園内道を造成することが困難である。そこで，

従来から利用されている単軌条運搬機で登降坂運搬を行い，等高線方向に道幅 30～50ｃｍ

と狭い作業道（狭幅作業道）を肋骨状に配置する園地整備を行う。狭幅作業道を造成する

機械として，図 1 の歩行形の管理機に改良を加えた狭幅作業道造成機が利用できる。本機

を利用することで，園地の状態にもよる

が 1 時間当たりに 50m 程度の狭幅作業

道の造成が可能である。狭幅作業道の導

入により，急傾斜地に平坦な道が造られ

るため，人力による各種作業において労

働負担が軽減され，作業姿勢も大幅に改

善されることを実証している。この狭幅

作業道の造成技術はカンキツ園のほか，

モモ園，ウメ園などでも利用されている。 
図１ 狭幅作業道造成機 

 
 
（３）石積み階段園への簡易スロープ設置による小規模園地改造技術 
 急傾斜地の階段園では，土木用機械などを利用した園内作業道整備を行うことは不可能

であり，単軌条運搬機以外に機械による運搬手段がない。しかし，石積み階段園はテラス

状に整備され，各テラス内の傾斜は園地の原傾斜の割には比較的緩やかであり，テラス内

に走行空間を確保することができれば，運搬車が導入できる可能性がある。その際，テラ
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ス間の運搬車の移動がネックとなる。急傾斜

階段園では，石積みを崩して通路を整備する

ことは，多大な労力がかかるほか，防災面で

の懸念もあり，現実的ではない。石積み階段

園は「資産」としてとらえられていることか

ら，石積みを崩しての園地整備には抵抗もあ

る。そこで図 2 に示すとおり，石積みを崩す

ことなく，運搬車をテラス間移動させるため

に，園内に簡易なスロープを設置する技術を

開発した。なお，本技術は，和歌山県農林水

産総合技術センター果樹試験場と共同で開発   図２ 簡易スロープによる運搬車の 
を行ったものである。                テラス間移動 
スロープに使用する資材は，施工を容易とするため，足場用鋼管（φ48.6mm パイプ）や

クランプをはじめ，入手しやすい市販品を用いている。また，スロープの組立ては，テラ

ス内の狭い空間での作業となることから，溶接等の技術は用いず，電動工具などを用いて，

現場で施工できる簡易な構造としている。 
実証事業として，和歌山県有田川町のテラス幅平均 2.3m，園地原傾斜 35.7 度（最大 44.0

度），石積み高さ 1.46m（最大 1.89ｍ）の急傾斜石積み階段園に合計 8 段分のスロープ設置

を行った。スロープの設置位置は，モノレールの反対側の園地の端とし，あらかじめ樹木

を２～３本伐採して，スロープの設置空間を確保した。スロープの勾配は，設置に要する

面積や運搬車の走行時の安全面から 20 度とした。施工に要する時間は，資材の運搬や運搬

車の走行空間の確保のための縮伐等の事前準備を除いて，4 人組み作業で１段当たり約 5.5
時間であった。 

以上の傾斜度別園地整備技術をまとめると表１のとおりとなる。次に、簡易スロープを

設置した石積み階段園への動力運搬車の導入による軽労化の効果について述べる。 
表１ 傾斜度別の園地整備及び運搬作業体系 

 
（４）動力運搬車導入による軽労化の効果 
 スロープを設置した長さ 37m のテラス１段を用いて，モノレールまでの等高線方向の運

搬試験により軽労化の効果を検討した。運搬試験では，実際に収穫が行われたときと同じ

傾斜角度 15 度未満 15～25 度 25 度以上 階段園 

園地整備 園内道（２m 幅） 
連絡道（1.8m 幅）

＋作業道（1.3m幅） 
狭 幅 作 業 道

（0.5m 幅） 
簡易スロープ 

登降坂運搬 
軽トラック 

軽トラック モノレール モノレール 
等高線運搬 クローラ運搬車 人力 クローラ運搬車 
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コンテナを用いて，慣行作業で用いられている３ケース積みの２輪台車と６ケース積載可

能な市販のクローラ式の運搬車を用いて，収穫位置に配置したコンテナをモノレールまで

運搬した時の，心拍数と作業時間の比較を行った。その結果，２輪台車による運搬では，

作業中の心拍数は常に高く推移するが，運搬車を利用すると，コンテナの積み込み・荷降

ろしによって心拍数は一時上昇するものの，運搬中は再び降下する。この結果，２輪台車

は強労働，運搬車を用いた場合は中労働と区分となり，動力運搬車を用いることで，身体

への負担が軽減されていることが示された。 
一方，テラス１段分の運搬に要した時間については，慣行の 2 輪台車はテラス内の任意

の位置で方向が変えられるのに対し，クローラ運搬車を用いる場合，旋回を行う場所が限

定され，狭い空間で旋回を行うのに時間を要するため，慣行作業より作業時間をやや多く

要した。運搬車の導入のメリットを発揮するには，作業の安全面から走行速度の向上は困

難であるため，縮伐の実施などにより，運搬車の走行空間や旋回場所の確保などに留意す

る必要がある。 
 
３．傾斜地園地に適した運搬車の開発 

（１）スイッチバック運転可能な歩行型運搬車 
 前述のように，幅が 2.3m 程度のテラスでは，たとえ幅 1m 程度の通路を確保し，直線走

行・運搬ができたとしても，運搬車の旋回を行うためには，走行通路よりもさらに広い幅

2m 程度の空間が必要となり，テラスの中でも旋回できる地点が限定される。このため，コ

ンテナを積み込みたい任意の場所で旋回をすることができず，空間が広い場所まで移動し

て旋回を行う必要がある。また，図３

のように，広い空間でも，幅 2～2.5m
のテラス内で全長 1.7m 程度の運搬車

を旋回させるには，空間的余裕は少な

く，オペレータは運搬車の誤操作を行

わないように緊張を強いられ，操作時

の安全性も懸念される。このように，

既存の運搬車を使った運搬では，軽労

化効果が認められるものの，作業能率

や操作性において問題があり，実際の

収穫・運搬作業に既存のクローラ式運搬   図３ テラス内での運搬車の旋回 
車が利用される場面は限定的になる。 
 そこで，階段園で運搬車を使用する際の最大の問題である旋回動作の問題を解決する手

段として，旋回動作が必要ないスイッチバック運転可能な運搬車（特許出願中）を開発し

た。開発した運搬車は，充電などの一部の機器以外のバッテリ，モータ等の運搬車の駆動

に必要な機器をすべて荷台の位置より下に納めており，前後方向の区別がない。機体の操
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作を行うコントローラを，機体の両端のどちら側にでも装着可能な構造としており，旋回

が必要な地点に到達したとき，図４に示すとおり，コントローラをアームによって反対側

へ移動すれば，直ちに逆方向へ走行することが可能となるため，旋回動作は一切不要とな

る。また，コントローラの操作部は，左右クローラ前後走行をレバーの前後操作によって

行うものであり，コントローラを機体反対側

に移動させても，その関係は変化せず，コン

トローラが機体のどちら側にあっても，進み

たい方向にレバーを倒せばその方向に進むた

め，オペレータにとっては直観的な操作が可

能となるようにしている。このためラジコン

やリモコン操作にありがちな，レバーの前後

進と車両の前後進が逆になってしまうという

トラブルを回避することができ，操作時の安

全性も確保されている。前述の運搬試験と同

じ条件での試験を行い，市販のクローラ運搬   図４スイッチバック式運搬車の 
車より作業時間が短縮できることを確認してい   方向変換 
る。 
 
（２）モノレール対応型クローラ運搬車 
 傾斜地園地においては，単軌条運搬機以外の機械の導入が進んでいないこと，また，単

軌条運搬機を利用して，園地に運搬車を導入する手法について述べた。著者らは，園地に

設置してある単軌条運搬機のレールを活用して，クローラ運搬車をレール走行させて，圃

場へ導入する技術の開発を行ってきた。具体的には，圃場への進入路が地勢的，経済的に

確保が困難な圃場へ，農道－圃場，圃場－圃場の移動は単軌条運搬機として走行し，圃場

内では，傾斜地での走行適性の高いクローラで走行を行うモノレール対応型クローラ運搬

車（以下，MC 運搬車）である。 
 図５の MC 運搬車は，エンジン駆動式の

歩行型クローラ運搬車をベースとし，中央部

に単軌条運搬機の牽引車を搭載した形式と

なっている。単軌条運搬機の駆動は，クロー

ラ運搬車のエンジンからベルトにより動力

を伝達することにより行う。また，MC 運搬

車がレール走行を行えるよう機体を軽量化

するため，荷台を小型化し，使用部材も肉厚

の薄いものを使用している。なお，荷台の大

きさの制約上，最大積載荷重は 120kg となっ  図５ モノレール対応型クローラ運搬車 
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ている。 
 クローラ走行から既設レールへの進入は，レールの端面にテーパー状のガイドを設置し

ておき，そのガイドを単軌条運搬機のピニオン部に挿入するようにクローラ走行し，挿入

後，ピニオンのギヤを走行位置にして進入を行う。その後，クローラが地上から離れた後，

単軌条運搬機で駆動を行う。離脱時には，逆の手順となり，クローラが接地後，駆動を切

り替えることで，容易にクローラ走行に切り換えることが可能である。このため，レール

の両端部の地上からの高さをピニオンと同一にしておく必要がある。 
一般的に，農業用に普及している 50×50×2.3mm，耐荷重 300kg のレールである。本機

の機体質量は質量 255kg であり，既設のレールを利用する場合は，レール走行時には最大

積載量は 40kg となる。クローラ走行時と同様に 120kg 積載して走行するためには 50×50
×3.2mm，耐荷重 600kg のレールに設置しなおす必要がある。このため，本機の活用場面

としては，園内へレール走行により MC 運搬車を導入し，園内での運搬に限定し，レール

による運搬は，導入済みの単軌条運搬機を用いるという体系が想定される。既設レールの

設置条件については，本機は単軌条運搬機の外側にクローラを有するため，単軌条運搬機

と荷物台車が通過する際の空間よりレールの高さと幅が多く必要となる。具体的には，レ

ール中心から左右 450mm，レール上面から高さ 310mm 以上の空間を確保しておく必要が

ある。また、レールの両端以外の部分で圃場に引き込むためには，既設レールを分岐させ

ることにより園地へ引き込む必要がある。 
 
４．おわりに 

 以上，四国研究センターで開発を行ってきた主にカンキツ栽培を対象とした軽労化・機

械化技術について述べてきた。カンキツ作においては，作業時間の多くを収穫・調製作業

が占めている。これらの作業には，運搬など重労働も含まれている。今後も，高齢化対策

や規模拡大に対応するためにも，引き続き，一層の機械化等による省力・軽労化を図るこ

とが課題である。 
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マルドリ方式施設設計

（独）農研機構　農村工学研究所　水利工学研究領域
主任研究員　島崎昌彦

１．設計の概略

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？

太さ？

機種？ 高さ？

面積？

ブロック数？

敷き方？

設計で検討する事項の例

点滴チューブの必要圧力確保が最大かつ必須の目標！！

液肥混入器

バルブ
フィルタ

液肥タンク

マルドリ方式の導入に際して，点滴かんがい施肥の資機材の選択や配置を適切に決定する設計作業
が必要となる。この作業は，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，数量や設置位置などを決定してゆくものである。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 1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 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。特に点滴チューブの必要圧力を確保することが最も重要な条件である。
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

図 1　マルドリ施設の設計で検討する事項
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２．圧力損失について

一般に設計手順においては，圧力計算が最も重要であり，かつ，ある程度特別な知識を要する最も
煩雑な作業である。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。また，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 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，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。

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。
なお，点滴チューブは「圧力補正機構」を持つものの使用を前提としている。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，水圧が異なっても点滴孔から出る水の流量がほぼ一定と
なる。つまり，標高の高い所と低いところ，またチューブの根元と先端のように水圧が異なっても均
一に水が出るようになっている。
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。
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３．設計手順

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

バルブを開けて水が流れると
　　　　　圧力損失が生ずる

図 2　損失水頭・圧力損失
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４．水源圧力の確保について

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 3　配管の例（水源圧力が小さく多くのブロックに分割した比較的特殊な例）

マルドリ方式

給水タンク

小型ポンプ

コントローラ，
バッテリ

貯水槽など

太陽電池パネル

傾斜地カンキツ園

揚水管

信号コード
太陽電池パネル

バッテリー

ポンプ

コントローラー

図 4　太陽電池ポンプシステム（全体構成と機材例）

マルドリ方式の導入に際して，適切な水源がないことが障害となる場合が多くある。水そのものが
ない場合も多いが，ため池や井戸など，水はあっても低い場所にあるために，点滴かん水に必要な圧
力がなく，ポンプのための電源もないという場合も多い。そこで，農研機構では企業と協力して，太
陽電池とポンプで水圧を確保する技術を開発している。
点滴かんがいでは，スプリンクラーに比べて使用水量は極めて少ないが，それでもポンプで水を送
り続けるには井戸用程度の大きさのものが必要となる。しかし，そのような大きなポンプを太陽電池
で動かすのは困難である。
点滴かんがいでかん水するのは，面積によるが一般に長くて 1日に 1時間程度である。そこで，高
いところにタンクなどを置いて，かん水していないときに少しずつ小さなポンプで水を揚げて，かん
水の圧力はタンクの高さで確保するようにすれば，消費電力は小さくてすみ，太陽電池でも賄いやす
くなる。
使用する機材は図 4のようなものである。
機材の選定で，まずポイントになるのがポンプである。高いところに少しずつ水を揚げられるポン
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５．補足情報

（1）「マルドリ方式施設設計支援システム」について

プは，国産品では見当たらず，国内で容易に入手可能なものは限られるので，その中から適したポン
プを選ぶ。
その後，ポンプを動かす時間の長さに応じて太陽電池やバッテリーの大きさを決定する。
ポンプとバッテリーは消耗が早く，使い方によるが，概ね 2～ 4年程度しか使用できないため，劣
化を抑制するために適切なコントローラを用いて間欠運転を行うことが望ましいと考えられる。
太陽電池を用いる方法は，現時点ではポンプとバッテリーの耐久性が低いことが難点である。太陽
電池を用いる方法の他に，商用電力を利用できる場合は井戸用のポンプを用いて直接点滴チューブに
送水する方法も選択肢となる。

上部パネルでデータを入力し下部パネルで結果（点滴チューブの圧
力）を表示する。結果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 1～ 7のように黄色で表示する。	

図 5　マルドリ施設設計支援システムの動作状況例

［ 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

マルドリ施設の設計について，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を開発して，無償で配布している。
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 5）。入力する地形データの精度は，条件に
よるが，簡易に測定したデータのもの（± 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
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マルドリ方式施設設計支援システムの配布を始め，資材・機材の情報や関連
サイトの紹介を以下のWebサイト上で行っているので適宜参考にされたい。
http://cse.naro.affrc.go.jp/shima/muldori/

マルドリ方式の点滴かんがいに用いられる管材に関して，計画・設計に役立つと考えられる補足情
報を述べる。
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場合が
多い。
塩ビ管では，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。
ポリエチレン管には大きく分けて 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」と呼ばれて農業で使用されているものはたいてい 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，たいてい一般用の 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。
最後に点滴チューブについては，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
数社のメーカーのものである。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。

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。
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。

（2）管材について
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園内道の整備のための設計支援システム 

 
    農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域 
                            細川雅敏   

 
１．はじめに 

 温州ミカンを初めとするカンキツ類は栽培の産地の多くが傾斜地に立地するため運搬，防除作業な

どの軽労・省力化を図るためには，園内道の整備が有効である． 
しかし，園内道の整備のための検討には専門的な知識や技術が不可欠である．そこで，近畿中国四

国農業研究センターでは，2003 年に園内道の整備を支援するためのプログラムを開発した（旧システ

ム）．旧システムは地形図をスキャナーでデジタル化した後，当該画像に映る等高線をパソコン画面上

でトレースすることにより地形データ（x，y，z）を生成し，地表勾配や道路延長の計算が可能であ

る．測量をする必要がないことから，ミカン農家，農協等から活用されてきた１）．しかし，園地境界

等の表示のない等高線のみが描かれた地形図を対象に路線計画を立てるため道路と園地等との位置関

係が明瞭でない，道路幅を任意に設定する機能がないなど，利用の利便性，機能性に改良の余地を多

く抱えていた． 
そこで現在，旧システムに比べ機能の充実を図り，園内道整備のための基本的な路線配置の検討が

可能な支援システムの開発を進めている．なお，支援システムでは，地形図に換えてデジタルオルソ

画像（航空写真を地図と同様に正射投影した画像：以下、オルソ画像という）を用いることで，視覚

的にも作業が容易となっている． 
 
２．支援システムの概要と作業の流れ 

 （１）必要なデータ 
支援システムでは，旧システムと同様，現地測量を必要としないが，3 次元地形データをプログラ

ム上で生成するため，以下の 3 つのデータのうち，いずれか一つが必要である． 
① 等高線の描かれているオルソ画像， 
② オルソ画像と地形図（等高線図） 
③ オルソ画像と標高データ 

①の等高線の描かれているオルソ画像としては，中山間地域等直接支払い制度で整備されたデータ

がある．等高線をトレースすることで 3 次元地形を再現するものである．ただし，描かれている等高

線間隔が 2m より大きいと 3 次元地形の生成精度は 2m に比べ相当に劣る場合がある．②はオルソ画

像と地形図の重ね合わせ処理をした上で，等高線をトレースするものである．③は，国土地理院の電

子国土 Web システムから配信されたオルソ画像と基盤地図情報数値標高モデル（5m メッシュ）を活

用するものである． 
（２）作業の流れ２） 
今回は①の等高線の描かれているオルソ画像を活用し 3 次元地形データを生成し，これを基に路線

配置の検討を行う．なお，路線の検討に関しては，①，②，③ともに操作方法は同じである． 
中山間地域等直接支払い制度の導入時に市・町において，オルソ画像，標高データおよびこれらの

データを活用するための GIS 専用ソフトが整備されている．そこで図 1 に示すように，市・町の担当

者に GIS 専用ソフトで，オルソ画像に等高線を表示してもらう． 
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その際，計画範囲がパソコンのディスプレ

イ画面内に収まるよう GIS 専用ソフトの表

示縮尺（表示倍率に相当）を設定する．次に

そのスクリーンショットを画像ソフトにコピ

ーしてもらい，これを支援システムで利用す

る． 
その後，支援システムを立ち上げ，等高線

の描かれた当該オルソ画像を支援システムに

取り込み，マウス操作により設計範囲を四角

枠線で囲む．この四角枠線が，図 2 に示す平

面位置座標値を算定するｘ，ｙ軸として用い

られる．次に，等高線をマウスによりトレー

スするとともに，同時にトレースした等高線

の高さを入力する．等高線のトレースに際し

ては，作業に伴う誤差が発生するので丁寧に

作業を進めることが肝要である． 
オルソ画像上にて，希望する園内道の中心

線をマウスでクリックすることで路線が描画される．希望する幅員を入力すると表示縮尺に合わせて

当該幅員を持つ道路がオルソ画像上に作成される．縦断設計においては，マウスで指定した点におけ

る道路高さを現況地形の高さと等しくさせたり，任意の値を指定できる．算定された中心線のデータ

（ｘ，ｙ，ｚ）および道路延長，区間距離，勾配についての情報は，シートに保存される．道路延長

および区間距離，勾配については，図 2 に示すように画面上にフォームとしても表示される． 
 
３．支援システムの精度調査２） 
 （１）調査の目的と方法 
 土地改良事業において，樹園地の平面計画や道路配置計画の基準として適用される「土地改良事業

計画設計基準及び運用・解説計画

「ほ場整備（畑）」（以下，基準と

いう）」では，道路網の計画には縮

尺 1/2,500～1/5,000の地形図を用

いることとされている３)．地形図

は現地の地形を完全に再現してい

るわけではなく，任意の点の地形

図上の平面位置座標値と当該点に

対応する現地座標値との間には誤

差（ズレ：ｘ方向の誤差の 2 乗と

ｙ方向の誤差の 2 乗の和の平方根）

がある．同様に高さ（標高）に関

しても現地との間に誤差がある． 
 公共測量作業規程では，縮尺ご

とに平面位置と高さに関して，誤

差の標準偏差（n 個の点の誤差の

2 乗の総和を(n-1)で除した平方根）

を指標とする精度が定められてい 図 2 路線配置の検討  

＜オルソ画像（等高線有り）の入手＞

①自治体所有のGISソフトで適宜の表示縮尺でオルソ画像表示（等高線有り） ②

スクリーンショットをペイントなど画像ソフトへコピー ②USBメモリ等に保存

＜現況地形データの作成＞

①支援システムの立ち上げ ②USBメモリ等からオルソ画像の取り込み ③オ

ルソ画像の表示縮尺の入力 ④オルソ画像に描かれた等高線のトレースと等

高線高さの入力 ⑤現況地形を再現した3次元の格子点網を生成

＜路線計画の作成＞

①オルソ画像を下絵に園内道の中心線をマウス操作で描画 ②道路幅の入力

③高さの入力方法の指定（現況地形と一致，道路勾配指定，高さ指定から選択）

④以上からa）道路平面図，b）道路座標（ｘ，ｙ，ｚ），c）道路勾配，d）道路延長など

の出力

＜法面計算、切盛土工計算（作成中）＞

①法勾配の指定 ②以上から法面位置座標の算出と描画および横断図の作成と、

切盛土量の計算

図 1 設計支援システムの機能概要と作業の流れ  
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る（表 2 の参考）４)．縮尺 1/2,500 の平面位置精度は実距離換算で標準偏差 1.75m 以内，同じく高さ

精度は0.66m以内，縮尺1/5,000では同様に平面位置精度3.50m以内，高さ精度1.66m以内である４)．

したがって，縮尺が大きい（分母の数字が小さい）ほど地形図と現地の整合度合いが高くなる．すな

わち，縮尺の大きい地形図を用いて設計した道路の延長や勾配の方が縮尺の小さな地形図を用いた場

合よりも良好な結果が得られる． 
 支援システムでは，システム上，生成した現況地形の 3 次元データに対して設計が行われる．した

がって，生成 3 次元データが，基準で言う地形図に相当する．このため生成 3 次元データが基準で示

す縮尺 1/2,500～1/5,000 の地形図相当であるか否かが重要なこととなる． 
①ここではまず，中山間地域等直接支払い制度で整備された原データ（縮尺 1/2,500 の地形図相当５））

と現地測量結果（真値）とを比較し，原データの精度を確認する． 
②同様に，設計支援システムから得られる生成 3 次元データについて，現地測量結果（真値）とを

比較し精度を検証する．なお，支援システムで生成した 3 次元データは，等高線をトレースする際に

生じる作業誤差および任意点の高さを算出する際の計算誤差を含んではいるが，生成した 3 次元デー

タの精度が基準で示す縮尺 1/2,500～1/5,000 の地形図相当の精度に収まれば，支援システムを用いて

設計作業を進めることは実用上，特段の問題はないこととなる． 
精度検証は，ミカン栽培が盛んな香川県高松市内の勝賀山に位置する是竹地区で行った（図 3）．検

証範囲の地形標高は 65～140m，勾配は 10～25 度である．全国のミカン園の勾配別の面積割合は，

勾配 5～15 度が 34%， 15～25 度が 34%，25 度以上が 10%であり 7)，調査地区の地形は一般的なミ

カン園の勾配に該当する．なお，精度検証点は，「中山間地域等直接支払い制度で整備された原データ」，

「支援システムで生成した 3 次元データ」，「現地測量」ともに同一の点，17 点を選定した．選定点は，

現地とオルソ画像のどちらともに特定可能な道路接合部や構造物の端点などである（図 3）．「中山間

地域等直接支払い制度で整備された原データ」の位置座標，高さの値は，GIS ソフトを用いて求めた．

「支援システムで生成した 3 次元データ」の値は，路線設計における「マウスで指定した点における

道路高さを現況地形の高さと等しくさせ

る機能」を用いた．  
 ③また，農家にとっては舗装コンクリ

ート量等を求める上で道路延長の精度も

重要である．そこで第 5 図に示す既存の

4 路線（A，B，C，D）の道路延長（地

表面延長）を路線設計機能から求めた値

（オルソ画像上のこれら 4 路線に対し中

心線を描画し算出）とロードメジャー（カ

タログ保証精度：実測値の±1%）で現地

実測した値とを比較した． 
２）調査結果と考察 
 ①「中山間地域等直接支払い制度で整備され

た原データ」の位置誤差の標準偏差は 0.66m，

高さ誤差の標準偏差は 0.64m であった（表 1，
表 2）．したがって，「中山間地域等直接支払い

制度で整備された原データ」の持つ平面位置精

度は整備目標精度である縮尺 1/2,500 よりもや

や精度が良く，縮尺 1/1,000 レベル（実距離換

算で標準偏差 0.70m 以内）であった．高さ精度

は縮尺 1/2,500 レベルであった． 

図 3 精度検証点 

　　地図レベル（縮尺）    誤差の標準偏差
平面位置 高さ　　　　　　 平面位置(m) 　 高さ(m)

原データ 1/1,000 1/2,500 0.66 0.64

支援システ
ム生成3次
元データ

1/2,500 1/5,000 0.71 0.70

  参考：公共測量作業規程　

    縮尺1/1,000     標準偏差：平面位置0.70m以内，高さ0.33m以内

　　　　　1/2,500              　　 平面位置1.75m以内，高さ0.66m以内

　　　 　1/5,000              　　 平面位置3.50m以内，高さ1.66m以内

基

準

の

範

囲

以

内

表 1 精度検証結果 
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②「支援システムにより生成した 3 次元データ」は，平面位置誤差は標準偏差 0.71m，高さ誤差は

標準偏差 0.70m であった（第 1 表，第 2 表）．「支援システムにより生成した 3 次元データ」は，等高

線をトレースする際に生じる作業誤差および高さを算出する際の計算誤差を含んではいるももの，そ

の平面位置精度は縮尺 1/2,500 レベルであり，縮尺 1/1,000 レベルに近かった．高さ精度については，

縮尺 1/2,500 レベルの精度をわずかに外れたものの縮尺 1/5,000 レベルの精度（実距離換算の標準偏

差 1.66m）であり，基準で示す規程内であった(表 1）．
以上から支援システムにおいて生成した 3 次元データ

は，園内道の基本的な設計に用いる上で問題はないも

のと判断される． 
 ③道路延長に関しては特段の基準はないが，表 2 に

示すように実測と支援システムによって設計した値は

4 路線とも 1～2％の誤差しかなかった．このため，園

内道の舗装コンクリート量を算定する上で有用と考え

られる． 
 
参考文献 
1)角川 修・田中宏明・猪之奥康治：傾斜地果樹園管理省力・軽労化のための園内道設計支援システム・狭幅作業道造

成法マニュアル，1-39，近畿中国四国農業研究センター，広島県福山市，2003. 

2)細川雅敏，田中宏明，島崎昌彦，向井章恵，2013：カンキツ園内道の設計支援システムにおける路線配置機能とそ

の精度，近畿中国四国農業研究．22，7-12． 
3)農林水産省農村振興局：土地改良事業計画設計基準及び運用・解説計画「ほ場整備（畑）」，141，農業農村工学会，

東京，2007. 

4）国土交通省：作業規程の準則，http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/jyunsoku/pdf/junsoku.pdf，37，2008. 

5)野口哲也：土地改良測量設計技術協会，55，17-24，2002. 

表 2 支援システムの距離精度 

路線 実測(m) 支援システム(m) 精度(%) 

     ①     ② ②/① 

A 943.9  933.93 98.94 

B 176.0  173.96 98.84 

C 136.0  135.03 99.29 

D 136.1  133.93 98.41 
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圃場整備後のカンキツ園における浮遊土砂の流出特性 

 
農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域  

主任研究員 向井章恵  
 

１．はじめに  
近年，高品質なカンキツを生産するため，急峻斜面に点在するカンキツ園を集約し，基

盤を切り盛りして比較的緩傾斜で大規模な圃場を造成する整備が行われるようになってき

た．整備に伴い，マルドリ方式1)（カンキツ樹の根本に周年マルチを張り，ドリップ潅水

と施肥を同時に行う）の用水施設が設置されることが多い．マルドリ方式では，灌水を多

頻度で行うため，水源を確保することが必須となる．しかしながら，整備前のカンキツ園

の多くが天水に依存した灌水を行っていたこともあり，水源が存在しない場合がある．そ

の場合，圃場からの流出水を貯留する施設（ため池など）を設置し，これを水源とするこ

とになる．ここで問題となるのが，用水として再利用する流出水に含まれる汚濁物質であ

る．特に，浮遊土砂の流出について，基盤の切り盛りを行った整備後のカンキツ園では，

整備前と比較して増加傾向にあることは明らかであり，その特性を把握しておくことは必

要不可欠である．本研究では，整備から4年が経過したカンキツ園で調査を行い，浮遊土

砂の流出特性の把握を試みる． 
 

２．調査方法 

調査は，香川県三豊市神田に位

置するS園（圃区面積1.5ha，長辺

勾配14.4%，短辺勾配2.5%）で行

った．Fig.1に示すように圃区から

の流出水は，排水路を経てため池

（水源）に貯留され，ここでポン

プアップされて用水として再利用

される．  
S園の浮遊土砂の流出特性を把

握するため，Table 1の降雨イベン

トにおいて，浮遊土砂濃度，流量，

降雨量の観測を行った．浮遊土砂

濃度は，30分間隔で採水した排水

路の濁水を JIS規格に準拠した吸

引濾過法によって測定した．流量

は，超音波水位計の連続計測値か

ら水位－流量曲線を用いて算出し

た．降雨量は，転倒マス型雨量計

を用いて10分間隔で測定した．  

 

 

Fig.1 S 園の概要  

Table 1 降雨イベント  

総雨量 時間雨量

(mm) (mm)

イベントⅠ 6/19 13:00 ～ 18:00 12.5 5.5
イベントⅡ 6/21 15:00 ～ 19:30 14.0 5.0
イベントⅢ 7/3 11:00 ～ 12:30 3.0 2.0
イベントⅣ 9/11 6:00 ～ 11:00 12.0 8.5
イベントⅤ 9/30 6:30 ～ 15:00 41.0 8.0
イベントⅥ 10/23 9:00 ～ 11:00 6.5 3.5

（開始日時～終了日時）
降雨継続期間

0         100m 

N 

水の流れ 

圃区  

ため池  

排水路  

園内道  

採水場所  

水位計  

雨量計  

P 

S 園のため池の 
余水が流入 

貯留した流出水を 
ポンプアップして 
用水として再利用 
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３．結果と考察 

Fig.2に各イベントの降水量，流量および浮遊土砂濃度の経時変化を示す．浮遊土砂濃度

は流量の増加とともに上昇することが確認された．イベントⅡの浮遊土砂濃度は，農業用

水の水質基準値である100mg/L以下であったが，イベントⅣでは，浮遊土砂濃度のピーク

値が585mg/Lと非常に高い値になった．これは，排水路に堆積した土砂の巻き上がりが原

因であり，この土砂は，ピークの6時間前に発生した32.5mm/hの降雨によって，排水路に

隣接する園内道（未舗装）が侵食されて流入したものであった．イベントⅤでは，排水路

に土砂が堆積したままであり，流量が20l/s以上になると土砂が巻き上がる様子が確認され

た．この時の浮遊土砂濃度は200mg/L前後と比較的高い値となった．なお，すべてのイベ

ントにおいて，圃区の明瞭な侵食は確認されなかった．これは，圃区が植生で覆われてお

り，裸地部分を有していないことが影響したと考えられる．  
 

４．おわりに  

S園における浮遊土砂の主な流出特性は以下の通りである．  

1) 未舗装の園内道が侵食される．  
2) 1で生じた土砂が排水路に流入・堆積する．  

3) 2の土砂が出水時に巻き上がって浮遊砂としてため池に流入する．  
S園の浮遊土砂濃度は，未整備のカンキツ園 2)の概ね2倍となることが確認されたが，こ

れは造成された園内道や排水路が浮遊土砂のソースになっていることを示唆していると考

えられる．   

 

引用文献  

1) 森永ら (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
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追加の費用・収益からみた「マルドリ方式」の経済性評価

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域

上席研究員 棚田光雄

１．はじめに

近畿中国四国農業研究センターは、これまでに、高品質果実生産のための新しい技術として温州ミ

カンにおける周年マルチ点滴かん水同時施肥法「マルドリ方式」を開発したが、近年、中晩生カンキ

ツにおいて有望な新品種が開発される中で、こうした新品種を対象に、「マルドリ方式」を応用した

実証試験に取り組んできた。

中晩生カンキツでの「マルドリ方式」は、乾燥の影響を受けやすい園地で、適切な水分供給による

果実の肥大促進や品質向上の効果を狙うことから、技術内容が温州ミカンと異なる。しかし、使用す

る施設は温州ミカンと同様であり、点滴かん水チューブ、液肥混入器、液肥タンク、マルチ資材等に

対する新規投資を必要とする。

そのため、いずれの品種においても、「マルドリ方式」導入の経済性は、新たに生じる費用を新た

に得られる収益によってカバーすることで生まれる。そして、それを実現するための条件が、同方式

を導入する際の判断材料となる。

そこで、本稿では、「マルドリ方式」の経済性について、費用対効果の観点から品種を問わず検討

できる簡易な方法を紹介する。まず、「マルドリ方式」の導入によって追加的に発生する費用を実証

試験事例から把握する。次いで、追加的に獲得する粗収益について品質格差等を考慮して算出する。

最後に、「マルドリ方式」の導入条件として、高品質果実の出荷比率や価格条件の目標値（目安）を

推計する。

２．マルドリ方式の導入により新たに生じる費用

「マルドリ方式」の導入によって追加的に発生す

る費用（以下、追加費用）は、各品種とも初期投資

額に加えて、慣行栽培に対する肥料費および農業薬

剤費の変化を考慮して把握する。同方式は慣行栽培

の固形肥料を液体肥料に替え、また、マルチシート

の敷設は除草剤の使用に影響するためである。

図１に、中晩生カンキツ実証園における「マルド

リ方式」導入に伴う追加費用の実態を示した。マル

ドリ施設の初期投資額（水源整備費や工事費を除く）

は 48 ～ 58 万円/10a であり、耐用年数を考慮した場

合の１年当たりの負担額は 5.5～ 7.6万円/10aとなっ

た。これは、温州ミカンとほぼ同等の負担額とみて

よい。
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マルドリ施設償却費

図１ 「マルドリ方式」導入による追加費用

注：1)カンキツ有望品種を対象とする現地実証試験
（2011年）の事例。
2)肥料費・農業薬剤費は、慣行栽培に対する増減
額。なお、両費用合計が慣行を下回る場合は、合
計値をマルドリ施設償却費から差し引いている（ｂ
園）。
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また、「マルドリ方式」の導入によって変

化し得る費目として把握した肥料費と農業薬

剤費については、慣行栽培に対する変化は比

較的小さい園地が多いが、慣行有機質肥料に

比べて有機液肥が高価となった特別栽培（減

化学合成農薬・減化学肥料）の実証園におい

て、「肥料費＋農業薬剤費」が 20 ％増しとな

った。

マルドリ施設費・肥料費・農業薬剤費の３

費目について慣行栽培に対する変化額として

把握した追加費用は 4.3 ～ 10.4 万円/10a とな

ったが、その水準はマルドリ施設費に左右さ

れ、また肥料資材等の違いを反映し、園地に

よって幅をもつことが分かる。

ところで、「マルドリ方式」はかん水が自

動化されるため省力化の面でも効果が期待さ

れる。実証園（レモン）における夏秋期の作

業実態によると、「マルドリ方式」は慣行栽培（ポリパイプかん水）に比べて、かん水、除草をれぞ

れ 80 ％、50 ％省力化した。しかし、労働時間の多くを占める収穫や摘果を慣行と同等と見なして全

作業をみた場合、90 ％強の労働時間と推測されることから、「マルドリ方式」の省力効果は限定的と

なる（図２）。また、マルチ敷設にかかる作業時間として例えば 20 ～ 30 時間/10a を考慮すると、同

方式の労働時間は慣行栽培より 10～ 20％上回と推測され、労働費を含むコストでみると、上記追加

費用の水準は押し上げられることになる。

３．「マルドリ方式」導入により新たに得ら

れる収益

１）高品質果実とその他果実

実証試験の対象品種における価格形成の実

態を見ると、例えば、香川県Ｔ産地における

「せとか」では、Ｌ品の出荷が中心となる中

で、秀品において 500 円/㎏を下回るＬ以下と

650 円/㎏超える２Ｌ以上との価格差が明瞭と

なっている（図３）。したがって、２Ｌ秀以

上（３Ｌ以上は優品を含む）の果実を高品質

果実とし、それ以外の果実と区分して捉える

ことができる。
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図３ 「せとか」の階級別にみた単価と出荷量(３月)

注：香川県Ｔ産地、ＪＡ資料による。

図２ マルドリ方式における作業別労働時間

注： 1)実証園（レモン）における作業記録による（期間は 2011.5 ～
10 ）。ただし、全作業については、４作業（灌水・施肥・除草・
防除）以外の作業を広島県農業経営指標を参考にして推計
した。

2)各作業について、慣行栽培＝ 100 とした比率で示した。
3)慣行栽培はポリパイプによるかん水、無マルチ、固形肥料を
使用。マルドリ方式は自動点滴かん水、マルチ有り（ただし通
路２ m は無マルチ）、固形肥料に加えて液肥を補助的に使
用。
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また、「レモン」については食味や糖度

向上面からの評価は当てはまらないが、

出荷時期別の価格差が注目される。広島

県Ｓ産地において、出荷量が少ない 10 月

上旬～ 11 月下旬の販売単価は、全期間平

均を上回る比較的高い水準が維持されて

いる（図４）。この場合、10 ～ 11 月出荷

の果実が高価格を形成している点で他の

品種における高品質果実に該当すること

になる。

このように、高品質果実は相対的に高単

価を形成し得る果実を指し、品種や産地の

ブランド化や等階級・糖度基準（あるいは

時期別価格）を考慮することで具体的に特定できる。

「マルドリ方式」の導入によって新たに収益を得る場合、収量に変化がないものとすると、上記の

ような高品質果実を慣行栽培に比べてどれだけ多く生産・出荷できるかが焦点になる。

２）追加的に獲得する粗収益の把握方法

品種や産地の実状に即して高品質果実を特定し、出荷果実を高品質果実とその他果実に２区分する

と、「マルドリ方式」の導入によって追加的に獲得する粗収益（以下、追加粗収益）は、収量水準・

品質格差・価格メリットの３要素を用いて算出

される（図５）。なお、ここでの収量水準は、導

入園地における「マルドリ方式」の収量水準で

あり、品質格差は「マルドリ方式」の導入がも

たらす品質向上を表し、具体的にはマルドリ方

式と慣行栽培における高品質果実の出荷比率（以

下、高品質果実率）の差となる。また、価格メ

リットについては、高品質果実の有利性であり、

高品質果実とその他果実との価格差を指す。

このようにして把握する追加粗収益は、慣行

栽培における現状粗収益に上乗せする粗収益で

あり、品種によって異なる現状粗収益と無関係

に算出される。そのため、図５の算出式はどの

品種にも共通する、追加粗収益とその構成要素

との一般的な関係を示すことになる。

４．高品質果実率や価格条件の目標値―「マルドリ方式」の導入条件―

１）品質格差を形成する高品質果実率

「マルドリ方式」を導入し、追加粗収益が追加費用を上回れば経済的有利性が発揮される。そのため
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＝
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価格ﾒﾘｯﾄ
（円/㎏）× /100×

収量水準：ﾏﾙﾄﾞﾘ方式の収量水準（㎏/10a）

品質格差：ﾏﾙﾄﾞﾘ方式の高品質果実率（％）
－慣行栽培の高品質果実率（％）

価格ﾒﾘｯﾄ：高品質果実の価格（円/㎏）－
その他果実の価格（円/㎏）

図５ 「マルドリ方式」導入による追加粗収益の
算出式
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に必要な追加粗収益はどのような条件で確保されるのか、まず高品質果実率に着目して検討する。こ

の場合、「マルドリ方式」によって、高品質果実率を慣行栽培よりどれだけ高めればよいのかが問題

になる。高品質果実率についての改善目標は、品質格差によって捉えられる。

品質格差は、図５に示した算出式の追加粗収益を追加費用に置き換え、同式を変形｛品質格差＝追

加費用÷（収量水準×価格メリ

ット）｝して求めることができ

る。表１は、実証試験事例につ

いて、価格メリット、収量水準

を設定し、追加費用に応じて必

要な品質格差を目標値として推

計したものである。

以下では、品種別に産地の実

状を踏まえながら、「マルドリ

方式」の導入条件としての高品

質果実率について見てみる。

「せとか」（Ｔ産地）：高品質

果実が 190 円/㎏の価格メリッ

トをもつ中で、「マルドリ方式」

において高品質果実率を慣行栽

培より 9.7 ポイント高めること

で、5.6 万円/10a の追加費用を

負担できる（収量は３ｔ/10a）。高品質果実率は「マルドリ方式」を導入する実証農家が 46 ％となる

が、高品質果実率が 36 ％を下回るような慣行栽培の品質を実証農家レベルまで引き上げることがで

きれば、実証園と同額の追加費用を前提に「マルドリ方式」の導入は経済的有利性が見いだせる。

「せとみ」（Ｙ産地）：高品質果実の価格メリットが 200円/㎏の下で、追加費用は 4.3万円/10aと比

較的低位な水準にあることから、慣行栽培に対して 7.1 ポイント以上の品質格差を生み出すことがで

きれば「マルドリ方式」の導入は収益向上につながる（収量は３ｔ/10a）。高品質果実率は産地平均

でみると 31％であるが、 これを慣行栽培の水準と見なすと、マルドリ方式を有利に導入するために

は 38％強の高品質果実率を達成する必要がある。

「はれひめ」（Ｏ産地）：糖度 12 ％以上等の一定規格を満たした果実は「瀬戸の晴れ姫」ブランド

として主に関東市場に向けて出荷される。「瀬戸の晴れ姫」栽培において「マルドリ方式」を導入（追

加費用：5.5 万円/10a）し、現状の品質レベルをさらに向上・安定化させる場合、高品質果実が 284

円/㎏と比較的大きい価格メリットをもつことから、その出荷割合を慣行栽培より 6.6ポイント上昇さ

せることで可能になる（収量は３ｔ/10a）。

「不知火」（Ｅ産地）：糖度 13.0 度以上を目標とし、大玉生産が奨励されている中で、高品質果実

は糖度評価を加味した場合、290 円/㎏の価格メリットをもち、8.2 万円/10a の追加費用を負担するた

表１ 中晩生カンキツ有望品種における高品質果実率の改善目標

品 種 せとか せとみ はれひめ 不知火 レモン
(産地) (Ｔ産地) (Ｙ産地) (Ｏ産地) (Ｅ産地) (Ｓ産地)

園 地 ａ園 ｂ園 ｃ園 ｄ園 ｅ園

追加費用 55,500 42,500 55,200 81,800 104,100
( 円/10a )

価格メリット 190 200 280 290 130
( 円/ ㎏ )

品質格差 3t＊ 9.7 7.1 6.6 9.4 26.7
(ポイント)
〔目標値〕 5t＊ 5.8 4.3 3.9 5.6 16.0

高品質果実の 2L秀以 2L･3Lの L･Mの秀 3L以上 10～11月
内容 上 特選･秀 (糖度12 の秀･優 出荷

以上)

注:1)園地及び追加費用は、図1の現地実証試験事例。
2)価格メリット及び品質格差については、図５に同じ。なお、価格は各産地の
販売実績に基づく。
3)*は、想定する10a当たり収量水準。
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めに求められる品質格差は 9.4 ポイントと

なる（収量は３ｔ/10a）。産地における秀･

優の割合は 80 ％を超えているが、３Ｌ以

上の割合は約 30 ％である。産地平均を基

準に品質格差を捉えた場合、「マルドリ方

式」よって３Ｌ以上果実の割合を 40 ％強

まで高めることで収益性の向上が可能にな

る。

「レモン」（ｅ園）：高品質果実の価格メ

リットは 130 円 /㎏で他品種に比べて小さ

く、また、追加費用は 10万円/10a超える。

実証試験では５ｔ/10a の収量を達成してお

り、その収量下での目標とする品質格差は

16ポイントとなる。しかし、「マルドリ方式」

の導入によって果実肥大が促進され、実証

園での高品質果実率は 21%を達成したもの

の、産地平均（18 ％）を慣行栽培とした場

合の品質格差は３ポイントと小さい。「レモン」では追加費用の縮減方策についても検討する必要性

がある。

以上のように、追加費用をカバーするために、現状の慣行栽培における高品質果実率をどの程度（何

ポイント）改善する必要があるのかを示す目安として品質格差が推計される。この品質格差を形成す

るための高品質果実率の水準が、それぞれの「マルドリ方式」導入園における栽培技術面での目標水

準となる。

２）高品質果実とその他果実の価格差

次に、「マルドリ方式」の導入条件としての価格条件として、高品質果実とその他果実の価格差つ

いて検討する。図６は、追加費用を追加粗収益によってカバーする観点から、「マルドリ方式」がも

たらす品質格差と高品質果実の価格メリットとの関係を示している。なお、図では、前述の実証試験

事例を参考に、追加費用は 10a当たり４万円、７万円、10万円の３水準を設定している。

技術的な導入条件である品質格差を固定した場合、価格メリットの程度が「マルドリ方式」導入の

有利性を判断する目安となる。例えば、「マルドリ方式」の導入によって慣行栽培より 12ポイント高

い高品質果実率の達成を見込むことができる場合、４万円/10a、７万円/10a、10 万円/10a の追加費用

を負担するためには、高品質果実の価格がその他果実よりそれぞれ 110 円/㎏、190 円/㎏、280 円/㎏

高いという価格条件が必要となる。価格メリットが大きくなれば追加粗収益の形成力（＝追加費用の

負担力）が高まるが、価格条件は個別経営において与件となることから、高品質果実の高価格販売を

可能にするブランド化に向けた産地としての取り組みの重要性を指摘できる。

５．おわりに

以上、現地実証試験を踏まえ、「マルドリ方式」導入の経済性は、慣行栽培に比べた品質格差、高

品質果実の価格メリット及び「マルドリ方式」での収量水準が生み出す追加粗収益によって、施設の

図６ 追加費用を負担するための品質格差と価格メリット
の関係

注：1)価格メリット及び品質格差については、図５に同じ。
2)収量水準は10a当たり３ｔを想定。
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新規投資を主とする追加費用をカバーすることで確保されること、また、この点はいずれの品種にも

共通することを示した。そして、「マルドリ方式」の導入に向けた目標値（目安）という位置づけで、

高品質果実率による品質格差や価格条件を推計した。

「マルドリ方式」の導入に伴う追加費用は園地条件や肥料資材等により幅を持ち、また、追加粗収

益に影響する販売実績や集出荷基準等は品種や経営・産地によって異なる。こうした中で、ここで示

した「マルドリ方式」についての経済性の評価方法は、それぞれの品種や園地にいおいて、費用・価

格・収量の実状を踏まえて計算することにより、「マルドリ方式」の導入条件として、達成すべき高

品質果実率、価格条件の目安を得ることができる。そのため、「マルドリ方式」を導入する際、その

経済性の事前検討にも活用できると考えられる。
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施設共同利用型高品質カンキツ生産方式「団地型マルドリ方式」

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域

主任研究員 齋藤仁藏

１．はじめに

マルチの下に点滴チューブを敷設する「マルドリ方式」は，高品質カンキツ栽培技術として徐々に普及し

てきたが，初期投資や技術習得を憂慮し，導入を断念する生産者も少なくない。このような中，観音寺市大

野原町のＫ組合では，現地実証試験の経験を踏まえ，マルドリ方式の導入に当たって四国研究センターの

協力を受け，2007年から12戸の農家が水源と大型の液肥混入システムを共同利用することに取り組んでい

る。

農研機構では，このように「複数の生産者がコストの削減と技術習得の促進を目的として、水源、液肥混

入器、液肥タンク、送水管等を共同で導入・利用することによって、それらの生産者がマルドリ方式に取り組

めるようにする仕組み」のことを「団地型マルドリ方式」と呼ぶことにしている。生産者が集団で取り組むことに

よって，個々の生産者の不安が取り除かれることも期待される。

２．事例の概要

2007年６月時点でＫ組合の組合員数は12戸で、その平均経営規模は90a（水田:17a、畑:73a）である。つ

まり、図１のように団地型マルドリ方式が導入された地区の面積は約2.3haであり，は参画農家が耕作する全

農地の約２割にあたる。当該地区以外にもカンキツ園地がある他、水稲、野菜類、花き類などが生産されて

いる。１戸当たりの労働力は、2.5人（男1.2人、女1.3人）で主に経営者夫婦が主力であるが、平均年齢は62.

5歳（男65.4歳、女59.9歳）であり、高齢化が進んでいる。

対象園地のカンキツ品種は、ウンシュウミカンでは極早生の「日南」「日南の姫」など、中生の「石地」、普

通の「青島」が導入されている。中晩柑類では、「はるみ」「不知火」「はれひめ」といった市場で人気のある

品種が作付けされている。園地条件は比較的恵まれており、緩傾斜で排水条件も良好である。

３．「団地型マルドリ方式」の管理・運営方法

１）施設の利用と管理

Ｋ組合の共同利用施設は，上流の砂防ダムを水源とし，図１のように3,000L(2,000L+1,000L)の液肥タン

クと最大流量が133.3L/分の液肥混入器などで構成される大型の液肥混入システムである。タンクローリー

による液肥の配達は，最低3,000L必要を要するため，液肥タンクの容量が大きくなった。「団地型マルドリ方

式」のメリットとして，導入コストを削減できる点がある。表１のようにＫ組合を例に試算したところ，液肥混入シ

ステム部分の資材費は，各園地36筆にそれぞれ小型の施設を設置する場合の約半分になる。

Ｋ組合では、施設を共同利用するため、施設の仕様に沿った利用の仕方やルールを定めている。まず、

水圧の関係から電磁弁を同時に開栓できる面積が限定されるため、液肥施用も含めて園地毎のかん水ス

ケジュールを設定している。Ｋ組合では、園地を23グループに分割し、毎日、２日１巡（週３回）、３日１巡（週

２回）の３パターンのかん水のローテーションを設定している。また、当然であるが、水切りする場合もある。
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次に、液肥の利用期間を定めて肥培管理を行っている点があげられる。水のみと液肥を利用する場合と

をこまめに切り替えることは難しいので、地区の主力品種（面積比率は約６割）である「石地」「青島」にあわ

せて液肥を利用している。そのため、極早生ウンシュウミカンでは、収穫直後に液肥の葉面散布を行った

り、中晩柑類では個別に液肥タンクと混合器を設置するなど、補完的な対応を行っている。

この管の先に1,000L
の液肥タンクを接続

大型の
液肥タンク
（2,000L）

大型の液肥混入器

共同利用されている

液肥混入システム

個別に設置されている
中晩柑用液肥混入システム

図１ Ｋ組合の園地とマルドリ方式関連施設の設置状況
注）それぞれの園地を生産者別に色で塗り分けしている。

（千円）

単価 数量 小計 単価 数量 小計 単価 数量 小計
液肥混入器(大) 180 1 180 180 1 180
液肥混入器(小) 70 36 2,520 70 5 350 - - -
液肥タンク(3kL) - - - 300 1 300 300 1 300
液肥タンク(200L) 15 36 540 15 5 75 - - -
電磁弁 18 36 648 18 36 648 18 36 648
個別フィルタ 14 36 504 14 36 504 14 36 504
共用フィルタ - - - 120 1 120 120 1 120
合計 4,212 2,177 1,752
10a当たり 183 95 76
(対Ａ比率) (52%) (42%)

Ａ：個別に施設を設置した場合
Ｂ：団地型マルドリ方式で，中晩柑
類用に個別に液肥混入器と液肥タン
クを５つ設置した場合(Ｋ組合仕様)

Ｃ：団地型マルドリ方式で，個別の
施設を設置しない場合

表１ Ｋ組合をモデルケースとした「団地型マルドリ方式」導入による低コスト化の程度

注：1)液肥混合器の「大」「小」それぞれの最大流量は133.3L/分、41.7L/分である。

2)「Ｃ」は、品種の統一などによって、個別で施設を導入しなくても済む場合を想定したケースである。
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２）組織の管理・運営

Ｋ組合の役員は、組合長、副組合長、会計長の３名で構成されているが、この他に中核的担い手である

Ｆ経営を含め３名（役員と重複する場合もある）が技術的リーダーとしてマルドリ方式の活用に尽力している。

日常の施設管理は、主にＦ経営が担当しているが、液肥利用開始時には技術的リーダーで各園地の電磁

弁の動作設定（タイマー）を確認している。

施設の管理運営を行うためには、生産者全員が全体の方針のもとで施設を利用する必要がある。例え

ば、どのようなかん水スケジュールで実施するか、液肥が混入されているかどうかなどである。Ｋ組合では連

絡網を作成し、携帯電話等を通じて、液肥利用開始などの日程を手分けして迅速に連絡している。

したがって、参画している生産者は、これらの指示に沿ってかん水、施肥を実施するため、結果的に技術

の高い生産者の栽培管理に準じた管理ができるようになる。また、生産者の多くは共用施設のメンテナンス

の労力も軽減される。高齢化に直面しているＫ組合にとって、このようなリーダーは園地の受け手としても重

要な役割を果たしている。

共用施設等の費用負担に関しては、どのようなルールで負担金額を分け合うか、そしてその負担分をど

のように徴収するか決める必要がある。Ｋ組合では、液肥代、施設関連経費を面積割りで生産者が負担し

ている。この会計処理は、会計長が担当しており、農協の口座から自動引き落としで集金し、労務の軽減を

図っている。

３）「団地型マルドリ方式」の管理・運営方法

以上から、「団地型マルドリ方式」の管理・運営方法の要点をまとめれば、次の５点になる。

①適切な施設の利用と栽培管理を行える技術的リーダーの存在

②技術的リーダーによるかん水パターンの指示と主力品種に合わせた液肥の利用期間の設定

③主力品種以外の品種における補完的な作業の実施や施設の設置

④施設の利用と栽培管理のために、迅速に情報伝達できる連絡体制の整備

⑤共用施設の経費負担方法と会計処理業務の確立

４．「団地型マルドリ方式」に関する生産者の評価

１）アンケート調査の実施

Ｋ組合の構成員に対して，次のようなアンケート調査を実施した。まず、導入直後（2007年６月）に生産者

の経営概況、マルドリ方式に対する不安や問題点及び期待する点などを調査した。また、カンキツ類には

表年と裏年があるため、2007、2008年産に関してそれぞれ収穫の後、マルドリ方式の評価や問題点などを

調査した。特に、後者では、園地一筆ごとにかん水量の多少や果実の問題など、栽培、生産状況等につい

て調査している。

２）果実の評価

図２のように当該園地では、2007年では約７割の園地が表年で、３割弱が裏年であった。したがって、200

8年では、これが逆転している。共同利用施設を導入して以降、導入前と比較した果実品質に関する評価

では，図３のように2007、2008年の両年において、良くなったという園地が６割を越えている。ただし、07年と

比べて08年は「良くなった」とする園地が若干減り、「悪くなった」とする園地が若干増えている。08年は、裏

年であったことに加え、気象条件にも恵まれなかったことなどが影響していると考えられる。「同じ」とするもの

はほぼ変わらず、３割弱であった。したがって、裏年であったにもかかわらず、全体としては果実品質は維持

できていると評価できる。
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３）品質評価に関連する要因

同様の施設、ルールの中で取り組んでいるにもかかわらず、園地間で果実の品質格差があるが、理想的

にはすべての園地において品質向上することが望まれる。そこで、ウンシュウミカンに限定するが、各園地

の栽培管理に関する２年分のデータを用い、品質評価を目的変数とした数量化Ⅱ類による分析を行った。

ここでは、分析結果の詳細については省略するが、以下のようなことが推察された。

まず、品質が良くなったと評価された園地では、「施肥量が多く、減らせば良かった」「樹勢の回復が良

い」「酸高あるいは小玉という果実の問題がない」「表年である」という傾向がみられる。施肥設計上、過多な

施肥の可能性は低いことから、液肥の利用によって樹の枝葉の状態が顕著に向上したことへの評価と考え

られる。また、酸高あるいは小玉という果実の問題もないことから、水ストレスのかけすぎもなく、果実の品質

も向上したと考えられる。

次に、品質が変わらないと評価された園地では、「樹勢回復が例年同様である」「果実に酸高あるいは小

玉である問題が生じている」「施肥量を増やせば良かった」などの傾向がみられる。果実の問題には、かん

水不足による水ストレスのかけすぎが影響し、これによって樹勢の低下を招き、施肥不足という認識につな

がったことが推察される。したがって、品質が同じくらいにとどまっている園地では、個人任せになっている

かん水管理に関して、技術情報の共有を強化する必要性を指摘できる。

一方、品質が悪くなったと評価された園地では、「マル

チをしていない」ことが強く影響していたと推定された。た

だし、品質が悪いと評価された園地は２年目のみであり、

多雨のもとでマルチをしていないことが影響したと考えら

れる。マルチを敷設するか，しないかは各生産者の判断

に委ねられているが，施設の有効利用と高品質果実の

安定生産のためにできるだけマルチを敷設することが望

まれる。なお、当該地区の９割以上の園地でマルチシー

トを敷いている、あるいは今後マルチシートを敷く予定と

なっている。

４）社会的な効果

施設を共同利用する取り組みは、組合内部の人間関係にも好影響を与えている。図４のように、地区の

人間関係にどのような変化がみられるかについては、指摘した生産者の割合が多い順に「共同意識が高ま

り、園地がきれいになっている」が83％、「以前よりコミュニケーションがとれるようになり、人間関係がよくなっ
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図２ 各園地の隔年結果の状況

注：園地一筆単位で集計

図３ 共同利用施設導入後の果実品質の
変化に関する評価
注：園地一筆単位で集計

写真１ Ｋ組合の園地のほとんどに
マルチシートが敷設されている
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た」が75％、「お互いに情報交

換することで技術向上につな

がった」が67％、「様々な集まり

があると、出席率がよくなった」

が25％、「人に任せてつきあい

が薄れてきた人がいる」が８％

であった。ただし、「互いの園

地の作業を手伝いあうように

なった」という生産者はなかっ

たが、高齢化が進む中で、マ

ルチの敷設作業を共同で行うことは検討する必要があると考えられる。

また、生産組織を作り、協力できる活動を共同化する必要性など、将来に向けて地区全体で、組織的に

何らかの取り組みを行う必要性があることが認識されている。したがって、団地型マルドリ方式の導入が、地

区の生産活動をカンキツ版集落営農ともいえるかたちに展開させることも期待できる。

５）果実単価とブランド化の必要性

Ｋ組合が問題としているのは、果実単価の低さである。平均希望価格は，200円／㎏強と推定されたが，

個別にみると希望価格に到達できたのは，ほんのわずかであった。施設への投資を必要とする高品質果実

の生産には、それを高価格で販売するためのブランド化が必要であるが，Ｋ組合の管内では、マルドリ方式

で生産した高品質果実を販売するためのブランドがない。既に、そのようなブランドを保有している産地で

は、生産量を一定程度見込める団地型マルドリ方式の有効活用が期待される。

５．おわりに

Ｋ組合では，園地整備を行い、団地型マルドリ方式を導入したことによって、高齢化が進む中でも廃園が

出ることもなく、担い手に園地が集積する傾向が認められます。2001年の事業導入時、組合員数は13戸で

あったが、2010年には８戸となり、貸借により地区の1/3の園地が担い手経営に集積している。団地型マルド

リ方式は、高齢化対策、担い手育成、耕作放棄園の発生抑止に役立つ方式として期待されるが，この方式

を有効に利用しうるケースとしては，零細な農家が共同して導入する場合、高齢化などで担い手不足という

問題に直面し、集団で取り組むことによって、生産者間の連携を強め、地域の園地利用の継続を図る場

合、技術の高い複数の生産者が戦略的に取り組む場合などが考えられます。いずれの場合も、生産者の

園地がまとまっていることや、共用できる十分な水源を確保できることが必要なので、園地整備事業などを

契機に導入することが現実的である。一部のカンキツ産地では，既に導入が検討されている。

なお，他の地域でも取り組めるように、導入マニュアル「『団地型マルドリ方式』導入の手引き」を作成して

いる。冊子体となっており、配布可能であるが、近畿中国四国農業研究センターのウェブサイトからもダウン

ロードできる。

0% 20% 40% 60% 80% 100%

共同意識が高まり，園地がきれいになっている

以前よりコミュニケーションがとれるようになり，

人間関係がよくなった

お互いに情報交換することで技術向上につな

がった

様々な集まりがあると，出席率がよくなった

人に任せてつきあいが薄れてきた人がいる

図４ 団地型マルドリ方式に取り組んだ後の人間関係の変化
注：2007年産の調査結果に基づく
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高品質カンキツのブランド化を考える

～みかんの箱色と商品名に対する消費者調査から～

農研機構 近畿中国四国農業研究センター 傾斜地園芸研究領域

主任研究員 齋藤仁藏

１．はじめに

カンキツ類の需要と価格の低迷が続く中で，有力カンキツ産地では高品質果実のブランド化が図

られ，華やかな化粧箱やユニークな商品名で販売されているものが散見される。このようなブラン

ド品として販売されているものは，全流通量のごくわずかな部分であるが，市場関係者や消費者に

対し，産地の生産技術の高さを示し，知名度を上げるための重要な手段でもあり，担い手農家の収

益を確保する品目としても位置づけられている。

このような取り組みの背景には，非破壊検査装置いわゆる光センサーが各産地で導入されるよう

になり，品質による製品差別化が徐々に困難になってきているという産地側の認識が存在する。一

般に，企業どうしの競争によって技術的差異がなくなってくると，外観やイメージなどで差別化を

図ろうとする戦略がとられる現象がみられるが，カンキツ類も例外ではない。また，その商品が購

入した消費者を満足させることができれば，箱や商品名は記憶を支え，他の商品と区別しうる要因

となる。これによって，図１のように消費者が当該商品を繰り返し利用したり，この記憶が消費者

から他の消費者への口コミなどの情報伝達に役立ち，顧客拡大につながることが期待される。

そこで，消費者がどのようなみかんの容器（いわゆる化粧箱）や商品名を好み，それに対してど

のような評価を持っているか紹介する。ただし，近年インターネット上で販売されるブランド果実

図１ ブランド果実の化粧箱や商品名が消費者の記憶に留まることによって期待効果される
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も多く見られるようになってきたことや，サンプルデータを迅速かつ大量に入手するために，対象

をインターネット・ユーザーとする。

２．調査の概要

近年，インターネットを介して消費者調査を代行する民間企業が増えている。この調査でも，回

答モニター70万人（自社モニター20万人，提携モニター50万人）を保有する民間企業に調査業務を

委託した。本調査ではモニターの属性を限定せずに，2009年3月20～22日の3日間，この企業のウェ

ブサイト上で実施され，14,732件の有効回答を得た。この調査では，表１に示したようにみかんの

箱色及び商品名について，好ましいもの及びその印象や理由に関して質問している。

好きな箱色を選択する質問項目では，表１のように選択肢に示した色で塗られた箱の絵を提示し，

その中からモニターが選択できるようにしている。ただし，デザインも含めれば，みかんの箱の種

類は千差万別であるため，ここでは箱の基調色に限定して調査している。

商品名に関しては，調査段階において実在するウンシュウミカンの商品名を利用したが，公表に

際しては実名の表記は控え，商品名を以下のような点に着目し，表記することにする。カンキツ類

の商品名をみると，①味や香り，②色や形などの外観，③地名や人名などの地域に由来する名称，

④女性に関する名称，⑤男性に関する名称，⑥花，⑦外国語に由来するカタカナ表記（いわゆる横

文字），⑧夢に関する名称，⑨高貴さや高級感をもたせた名称，⑩数字といったキーワードを用い

る傾向がみられる。これらの複数のキーワードを組み合わせたものもあるし，これ以外の⑪その他

のキーワードを用いた商品名もある。数ある商品名の中から，キーワードとして用いられている場

合が少ないものを優先させ，類似性の強いものを避け，わかりやすさも考慮して20品目を選定した。

そして，表１の註にあるように，それぞれのキーワードを１つの文字で示すようにした。例えば，

表１ インターネットユーザーを対象に実施した調査の項目と回答の選択肢

番号 質 問 内 容 回 答 の 選 択 肢

2-
1～3

前問で選んだ好ましいと思うみかんの箱についてお伺い
します．
あなたが選んだ好ましいと思う【○色の箱】 から受け
る印象はどのようなものですか．次の中から該当するも
のを３つ選んでください．（３つまで選択可）

1:みずみずしさ，2:高級感，3:さわやかさ，4:目立つ，
5:優雅さ，6:懐かしさ，7:やさしさ，8:すがすがしさ，
9:産地の雰囲気，10:覚えやすい，11:斬新さ，12:香りの
良さ，13:味の良さ，14:すっきり感，15:自然の豊さ，
16:太陽や青空，17:上品さ，18:あたたかさ，19:この中
にはない

4-
1～3

前問で選んだ好ましいと思うみかんの商品名についてお
伺いします．
あなたが選んだ好ましいと思う商品名【○○】から受け
る印象はどのようなものですか．次の中から該当するも
のを３つ選んでください．（３つまで選択可）

1:ユニークさ，2:形の良さ，3:優雅さ，4:みずみずし
さ，5:つややかさ，6:力強さ，7:上品さ，8:伝統や歴
史，文化，9:味の良さ，10:かわいらしさ，11:自然の豊
さ，12:香りの良さ，13:高級感，14:産地の情景，15:さ
わやかさ，16:やさしさ，17:日本らしさ，18:色づきのよ
さ，19:この中にはない

* 調査段階では実際に販売されている名称を利用したが，本稿では名称の表記は控え，アルファベットとキーワードとの組合せで表
記している．キーワードの表記に関しては，味:味や香り，外:色や形などの外観，地:地名や人名などの地域に由来する名称，女:
女性に関する名称，男:男性に関する名称，花:花に関連する名称，横:外国語に由来するカタカナ表記（いわゆる横文字），夢:夢
に関する名称，高:高貴さや高級感をもたせた名称，数:数字，他:その他のキーワードを意味する．

1
これらの箱のうち，みかんの箱として好ましいと思うも
のを３つお選びください．（３つ選択必須）

1:黒色の箱，2:黄色の箱，
3:オレンジ色の箱，4:赤色の箱，
5:青色の箱，6:緑色の箱，
7:銀色の箱，8:金色の箱，
9:ピンク色の箱 ※調査の際，
右のような図をそれぞれ表示した．

3
これらの商品名のうち，みかんの商品名として好ましい
と思うものを３つお選びください．（３つ選択必須）

1:[A:女]，2:[B:外･地]，3:[C:高]，4:[D:地･横]，5:[E:
地･夢]，6:[F:味･数]，7:[G:夢]，8:[H:地･数]，9:[I:
男]，10:[J:花]，11:[K:女]，12:[L:横]，13:[M:地･
花]，14:[N:他]，15:[O:数]，16:[P:花]，17:[Q:高・
数]，18:[R:横・味]，19:[S:味･女]，20:[T:他]*

ん
か

み
みかん
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商品名「Ｂ」は，②色や形などの外観，③地名や人名などの地域に由来する名称の２つのキーワー

ドが含まれる商品名であるため「[B:外･地]」と表記する。

３．モニターの属性

この調査に回答したモニターの特徴をみると，男女比は男51.7％，女48.3％で男性の割合がやや

多く，平均年齢は全体で42.9歳，男45.8歳，女39.8歳で女性の方が若い構成となっている。地域別

では，関東地域のモニターが45.1％で最も多く，最も少なかったのは四国地域の2.1％であった。

職種では，「会社員」39.7％，「専業主婦（主夫）」19.8％，「パート・アルバイト」11.2％が上位

の３職であるが，これは全ての地域で同様である。

世帯収入の「わからない・答えたくない」を除いて，厚生労働省が調べ，発表している「国民生

活基礎調査」の平成19年のデータと比較すれば，本調査のモニターは年収の高い階層が多い。また，

世帯収入の高い階層が多いのは関東だけであり，東海・中部では中間層が多く，他の地域は年収の

低い階層が多いという地域性がみられる。

４．モニターが好むみかんの箱色とそれに対する印象

モニターには好きな箱色を３つ選択してもらったが，好まれる箱色の比率を百分率にすると，図

２のように暖色系で，カンキツ類そのものの色であるオレンジ色，黄色が圧倒的に好まれている。

近年，高品質果実の販売に黒色の箱を利用する事例が比較的多く見られるが，黒を好むモニターは

少数派であった。

好みの箱色とそれに対する印象についてクロス集計したものにコレスポンデンス分析を適用した

ものが図３である。それぞれの点の位置関係と色の類似性（色相）を考慮し，太い破線で示したよ

うなグループ分けを行った。また，参考文献１，２に示されている「色に内包される意味」や「色

が喚起するイメージ」に基づいて，この結果を考えてみよう。

まず，黒，金，銀色の箱が「高級感」「優雅さ」「斬新さ」「上品さ」に対応している。黒色には

「高級感」というイメージがある一方，「大胆」という意味も内包されている。また，金色には「富」

「幸運」，銀色には「名声」「気品」という意味が内包されている。したがって，みかんの箱色とし

ても，これらの色のイメージ

は消費者に伝わっているとい

える。特に高級品に黒色の箱

を用いる動向は，サンプルが

受けた印象に適合していると

いえる。斬新さという点では，

これらの色を用いた箱が，新

しいものを求める消費者に対

してインパクトある商品作り

に役立つ可能性が指摘できる。

次に，青，緑色の箱が「さ

わやかさ」「すがすがしさ」「す

っきり感」に対応しているが，

図２ みかんの箱色として好ましいとモニターが
選択したものの割合
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青色には「さわやか」「清涼感」，緑色には「新鮮」「田舎っぽい」，特に明るい緑色であるライムや

グリーンイエローの場合には「酸っぱさ」「風味」というイメージがあることから，これらの色の

イメージはみかんの箱色としても伝わっているといえる。しかし，風味に関する印象はオレンジ色

の近くに位置しており，みかんの風味は酸味だけでは印象づけられないことが示唆される。したが

って，これらの箱色を清涼感や新鮮さ，酸味を生かした商品コンセプトに合わせて用いることは妥

当といえる。

３つめに，暖色系の黄，オレンジ，赤色の箱が「みずみずしさ」「懐かしさ」「やさしさ」「産地

の雰囲気」「覚えやすい」「香りの良さ」「味の良さ」「自然の豊さ」「太陽や青空」「あたたかさ」に

対応している。まず，オレンジ色には「暖かい」「若々しさ」「豊穣」というイメージがある。オレ

ンジ色には多くの印象が対応しているが，「暖かい」は「やさしさ」「懐かしさ」「暖かさ」，「豊穣」

は「太陽や青空」「産地の雰囲気」に通じるものがある。また，「香りの良さ」「味の良さ」といっ

た風味に関する印象は，みかんの代表的な色であるオレンジ色に対応しており，総合的に考えれば，

モニターはみかんにやさしくて豊かな味わいを期待している。次ぎに，「覚えやすい」という印象

は赤色とオレンジ色の中間にあるが，赤色には「派手な」「刺激的」，オレンジ色には「したしみや

すい」というイメージがあり，これらのイメージが反映されている。したがって，赤い箱色は好意

的な印象を持っている消費者に比較的強い印象を与えられる可能性がある。一方，黄色は「開放感」

「おおらか」というイメージがあるが，黄色に対応する印象「自然の豊さ」「みずみずしさ」とは

語意が適合しているとはいえない。カンキツ類では，黄色から連想されるものはレモンなど酸味が

生きた果実であろう。色相からすれば，黄色は緑色とオレンジ色の中間にあり，これらの印象は緑

色あるいはオレンジ色のいずれにも対応しうることから，このような関係がこの散布図に現れたも
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図３ コレスポンデンス分析による好きな箱色とその印象との関連性の散布図

註：単相関係数及び寄与率はそれぞれ，Ⅰ軸：0.031，48.3％，Ⅱ軸：0.022，24.4％であり，カイ二乗検

定はⅠ軸で1％，Ⅱ軸で5％水準で有意であった。
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のと考えられる。そのため，図３の細い破線で示したように青，緑，黄色をグループとすることも

妥当であり，みかんの箱色としての黄色は青，緑色系と暖色系の二面性をもつ色として位置づけら

れる。

４つめには，ピンク色の箱が「目立つ」に対応している。ピンク色には「やさしい」「かわいい」

といったイメージがあるが，これに類する印象はオレンジ色に対応している。ピンク色の箱に入っ

たみかんは希なので，普段は目にしないような組合せが，目立つという印象につながったと考えら

れる。つまり，この色についてはインパクトの強さと違和感が共存するといえるため，使い方は難

しいだろう。

このように，設問はみかんの箱色に関する印象であったが，それはそれぞれの色がもつイメージ

と近似しており，マーケターは取り扱うみかんの商品コンセプトにそった箱色を選択することが必

要といえる。この場合，その方針は大きく３タイプに分けられる。まず，高級感や斬新さを表現し

たい場合は黒，金，銀色を，清涼感や新鮮さを表現したい場合は青，緑色を用いることが好ましい

といえる。そして，みかんとしてもってほしいイメージとして味や香り，産地のイメージを表した

い場合は，暖色系の黄，オレンジ，赤色を用いることが好ましいだろう。ただし，みかんの箱とい

う条件のもとでは，黄色は青，緑色に類する印象を与える可能性もあるため，注意が必要である。

なお，この傾向は，年齢別，地域別，職業別など様々な属性に分類して分析を行っても同様の結果

が得られたことから，属性によらない評価として位置づけられる。

５．モニターが好むみかんの商品名とそれに対する印象

商品名についても箱色と同様の質問を行った結果，図４のようにモニターの多くが[A:女][F:味･

数][T:他]を好んでいるが，特定のキーワードが好まれるような傾向は見られない。

商品名とそれに対する印象についてクロス集計したものに，コレスポンデンス分析を適用したも

のが図５である。商品名に含まれるキーワードごとに明確にグループ分けすることは，離ればなれ

になっているものが多いため困難であるが，いくつかの傾向があることが読み取れる。

まず，中央下部に地名や人名などの地域に由来するキーワードを用いた商品名[B:外･地][D:地･

横][E:地･夢][H:地･数][M:地･花]が集中し，その印象として「伝統や歴史，文化」「産地の情景」「日

本らしさ」が対応している。商

品名に，地名や人名などの地域

に由来するキーワードを用いる

ことによって，消費者に産地の

イメージを伝えられる可能性は

高いといえよう。

また，図の上部には女性と花

に関するキーワードを含む商品

名[A:女][J:花][K:女][P:花][S

:味･女]が位置していることが

特徴的である。しかし，それら

の間隔を考慮すれば，左部の[A

:女][J:花]，中央部の[K:女]，

図４ みかんの商品名として好ましいとモニターが
選択したものの割合
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右部の[P:花][S:味･女]に分類することが必要である。筆者の主観的な印象であるが，[A:女][J:花]

は堅い語感の名称であり「優雅さ」「上品さ」「高級感」という印象を与えることができると考えら

れる。同様に，[K:女]は田舎や故郷を連想させる語感の名称であり「つややかさ」という印象に対

応し，[P:花][S:味･女]は柔らかな語感の名称であり，「ユニークさ」「かわいらしさ」という印象

に対応していることは妥当であると判断される。したがって，女性と花に関するキーワードを含む

商品名は，その内容に応じて与えるイメージを変えられる特性がある。なお，[M:地･花]に関して

は，地名や人名などの地域に由来するキーワードの印象の方が強いと推察される。

さらに，高貴さや高級感をもたせた名称を用いた商品名[C:高][Q:高・数]は，「高級感」の近く

に位置することや，食味の良さを数字で端的に表した[F:味･数]が「味の良さ」として直接的な印

象を与えられていることや，男性に関するキーワードを含む商品名[I:男]は，かわいさのある語感

をもつことから「やさしさ」に対応している点が注目される。みかんという商品にはとくに付与し

たいと考えられる印象「みずみずしさ」「力強さ」「自然の豊さ」「色づきのよさ」が[T:他]に対応

していることから，ここで示した代表的なキーワード以外の個性ある名称を創造することも重要で

あるといえる。

一方，外国語に由来するカタカナ表記（いわゆる横文字）と夢に関するキーワードを用いた商品

名[G:夢][L:横][R:横・味]については，それぞれの商品名に含まれるキーワードの語意と，図にお

いてそれぞれの近くにある消費者の受ける印象とは対応がとれていない。加えて，[O:数]のように

数字が単独でキーワードで用いられた場合でも，この語意に対応しうる消費者の印象がみあたらな

い。したがって，これらのキーワードを用いた商品名は，消費者にとってはわかりにくい，語意が
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図５ コレスポンデンス分析による好きな商品名とその印象との関連性の散布図

註：単相関係数及び説明率はそれぞれ，Ⅰ軸：0.528， 46.0％，Ⅱ軸：0.325，17.4％であり，カイ二乗

検定はともに1％水準で有意であった。
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伝わらない懸念があると推察される。

これらから，みかんの商品名として語意が伝わりやすいキーワードとそうでないものがあると

考えられる。

６．おわりに

箱色及び商品名とその印象との関連については，年齢別，地域別，職業別など様々な属性に分類

して分析を行っても同様の傾向が得られたため，この傾向は属性によらない全体的な評価として位

置づけられる。

商品名や容器のデザインは，その商品あるいはブランドのコンセプトを消費者に伝えるための重

要な手段あるいは表現方法である。それらは，全体として統一性がとられる必要がある。そのコン

セプトは，果実品質，産地の歴史や文化などの特徴，生産者の思い入れやこだわり，ターゲットと

する市場や消費者層などによってかたちづくられる。そして，そのコンセプトに沿って，商品名あ

るいはブランド名，容器デザインおよびキャッチフレーズなどを開発することになる。それらが適

切に調和し，かつ印象的なものとなり，消費者のニーズに適合すれば，市場において高く評価され

るだろう。

高品質カンキツの商品開発，ブランド開発に際し，この分析結果を活用していただければ幸いで

ある。また，本調査データのさらなる詳細分析については，参考文献３～５を参照されたい。
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（総合討論） 

産地ブランド型営農モデルの確立に向けて                 

 

持続可能な農業生産体制を確立し、高品質安定生産による高収益を確保することが重要

な課題となっています。農研機構近畿中国四国農業研究センターでは、従来から園内道の

整備や機械化などの軽作業システムの構築を目指した研究およびマルドリ方式などカンキ

ツの高品質果実生産のための技術開発を行ってきました。香川県の「団地型マルドリ方式」

の取り組み事例はそれらを総合的に活用いただいたものです。ここでは、持続可能で競争

力のある農業確立のため、このような事例の考え方を発展させ、産地として高品質安定生

産を実現してブランド力を強化し、その中で個別経営の収益性の向上を図るための技術は

何か、またどのように体系的化し推進すべきかについて、「産地ブランド型営農モデル」と

して検討します。 

 

   

  

 

「マルドリ方式」の技術の根幹は、点滴チューブを使って点滴かん水と施肥を同時に自

動的に行うことのできるシステムで、①節水とかん水・施肥作業および下草管理作業の大

幅な軽労化・省力化を実現しただけでなく、②適切な水量とタイミングでかん水と施肥を

図 1 産地ブランド確立に必要な傾斜地果樹園の基盤整備と生産技術 
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行うことによって、天候に左右されない高糖度と好適な糖酸比を実現する高品質カンキツ

生産に結びつけることができる技術であるということです。このため、この技術を世の中

に発表して以来、多くの関心を呼び、毎年多数の視察見学者や技術研修参加者を得て現場

での普及が進みつつあり、その高度利用により産地単位で品質向上を目指すための基幹技

術となるものです。 

しかしながら、カンキツ樹の水分ストレスを制御するための方法（装置）を活用して目

的とする高品質果実の安定生産を実現するためには、多様な条件下にある園地のあるカン

キツ樹に、「いつ」、「どれだけ」、「水を」あるいは「肥料を」与えればいいかという情報を

提供しなければなりません。このため、このような情報を提供するための周辺技術、一本

一本のカンキツ樹の水分ストレスなどの生体情報を反映し、樹単位の水分状態に自動的に

反応してかん水できるようにしようという「樹体個別管理」の考え方があります。一方で、

樹一本ずつの果実品質ではなく、設備投資を最小限にして園地全体、さらには産地全体の

品質レベルを底上げしていくことが重要です。 

園地全体あるいは産地全体の品質レベルを向上させるための技術開発の新しいチャレン

ジとして、園地環境の精密推定に基づいて樹体の反応を予測し、それに対応した管理を実

現する方法について研究を進めています。その中で、土壌乾燥の指標となる簡易土壌水分

計やアメダス観測値からの園地気象の自動推定については、現地実証や現地での適応性の

確認をする段階となっていると考えています。また、傾斜地の園内作業道造成のための排

土板や農研機構生物系特定産業技術研究支援センターが開発した高機動型果樹用作業台車

や果樹用農薬飛散制御型防除機なども活用できる段階となっています。 

 最後になりますが、これまでの技術開発、普及に際してご支援をいただいた関係者諸氏

に厚くお礼を申し上げますとともに、ここで議論させていただいた新たな展開について今

後の一層のご理解・ご協力をお願いする次第です。 

 

 

 

                独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

        近畿中国四国農業研究センター 

         傾斜地園芸研究領域長 田坂幸平 
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