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[原著]
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近畿中国四国農業研究センターでは，園地で、の水源を

確保した上で，降雨の浸透を遮断する透湿性の被覆資材

(マルチシート)を園地に敷設，点滴かん水チユ}ブを

その下に配置し，電磁弁および液肥混入機を用いること

で必要に応じ樹体の水分と肥料の供給を行う周年マルチ

点滴かん水同時施肥法(以下. Iマルドリ方式J) を開

発した.

本技術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.これ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ことができる.また，

このマルチシート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

であって，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に全般に果実の品質

が悪い年であっても慣行栽培よりも糖度が高まる.また，

平成24年11月2日受領.平成25年 1月25日受理

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，果実の着色はバラツキが少なくなり時期も

早くなる.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，同時に省力化により作業時間も短

くなることから，所得の向上が期待できる新しい栽培技

術であるし 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，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，葉は薄く，葉面積を

大きくした上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を持っている.ウンシュウ

ミカンを植栽した圃場における樹冠内の光環境につい

て，一般的な仕立て方である関心自然形樹と，棚仕立て

樹を比較した場合，双方とも晴天時は相対照度20%以

下の部分が樹冠内部に著しく多く，曇天時には散乱光が

樹冠内部によく透過することが明らかになっている.

また，関心自然樹では相対照度の変化に従い，平均葉

面積の大きさが著しく変わったのに対し，棚仕立てでは

面積が小さくなった 3，4) 
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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.マルドリ方式のように園

地にシートを敷設する場合でも，素材の種類によって表

面の反射率が異なることから，その変化は慣行栽培での

知見とは大きく違うことが予想される.しかしながら，

圃場内にシート敷設した場合の光環境の時期別変化につ

いて調べた知見はまだない.

そこで，本研究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を測定することで，マルドリ

方式を導入して高品質カンキツの生産を行うための基礎

データを得ることを目的とした.

1 材料および調査方法

調査 l

香川県善通寺市の近畿中国四国農業研究センタ一生野

地区植栽の13年生ウンシュウミカン‘愛媛中生. (樹高

2 m) 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.雲量 Oの日の太陽商中時に，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

を，樹冠外で枝に覆われていない部分の地上 0，1， 2 

mおよび樹冠内幹付近の地上 0， 1 mの位置において光

量子数を測定した.測定はマルチシートの種類別に 3か

所， 2009年6月から12月まで 3か月毎に 3回行った.

調査2

同年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) に反射性を有するマルチシート(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.調査 1と同様，雲量 O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か所， 2009年

7月および11月に 2回行った.測定位置は調査 lと同

様にした.

調査3

調査 Iと同じ13年生ウンシユウミカン‘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 O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.気温はいずれも24
0

Cで

あった.

調査4

マルチシート (0社製ポリエチレン素材の0・マルチ

シートおよびT・ハードタイプ)それぞれ直径 7cmの試

料を，測定専用アルミカップに塩化カルシウムを50g

入れ，その上方に新品のマルチシートを外気が入らない

よう覆った.これを予め温度25
0

C，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(カップ法)で透湿

性を測定した.

2 結果および考察

調査 1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1995)1mol'c l. m-2と最も高く，次いで 9月

1970)1mol' S-1・m-2，12月1709)1mol'S-1・m-2の順であっ

た.また，樹冠外でのマルチシートの反射光光量子数は，

6月に地上 Omで、シルバーは1142)1mol'c 1・m-2，T' 

ハードタイプ926)1mol'c 1・m-2，裸地144)1mol'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360)1mol . S -1 . m -2以下に低下した(第 1

図). 
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100 マルチ透湿性第 6図

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 3，4図). 

小野ら 3)によれば， 10月の晴天日樹冠内の相対照度

は，関心自然形に仕立てたウンシユウミカン樹の場合樹

冠表面から中心部に向かつて急激に低下し，表面より

120~160cm入った位置(地上80~120cm) 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，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考えられた.

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.

調査 3で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'C以上，

11月28日

調査月

7月22日

光量子数の時期別変動* (調査2・樹冠内)

測定位置別では，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1， 2図).また，樹冠内の12月の

地上 Om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月よりも上昇した.さらに地上 1m

における値は樹冠外と比較して低い値を示したが，調査

期間中の光量子数は地上 Omおよび 1mいず、れも敷設し

ている場合裸地と比べて高い値を示し，反射マルチシー

トによって樹冠内が明るくなっていることが示された.

調査2において，樹冠外では全反射マルチシートにお

ける 7月の地上 Omにおける光量子数はシルバーのそれ

と比べて同程度であったが， 11月には低くなった.

た，黒ポリエチレンマルチシートは他のマルチシートや

裸地と比べて明らかに反射する光量子数が少なかった.

また調査 lと同様，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調査 1での調査と比べ多

士
4
F

* : ilU定地・山口

第 4図
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曇天時でも 3~ 4 oc低く，これが地温の変化に影響して ルチシートの研究が今後ともさらに必要となろう.

いることが推測される(第 5図).また，調査4でマル

チシートの透湿性は既製品ポリエチレン製0・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 6図). 

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，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できる.

今後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効率を高めることができ

れば，これまで利用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，生産効率のよい果樹栽培体系の確

立が期待できる.従って，それらを可能とする機能性マ
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