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はじめに

ウンシュウミカンを始めとするカンキツ類は，西日本の

傾斜地農業を担っている重要な作物であり，その栽培の歴

史も古い.しかし現在のカンキツ産業は，国内的な経済

事情のみでなく世界的な果樹の生産や流通の枠組みの中で

大きな岐路にさしかかっているといえる. このことは，多

くのカンキツ産地が立地しているわが国間南暖地の中山間

地域の維持や活性化とも大きくつながっており，現在の情

勢は，カンキツ産地の今後の発展方策を考える上でもター

ニングポイントになると考えられる.全体的には厳しい情

勢がある一方で¥健康の維持に効果のある果実や食の安全

性に対する最近の消費者の関心は高く，こうした面からの

カンキツの特色を打ち出して産地活性化を図る大きな機会

である.そのためには，年々の気象変化にも対応して高品

質果実を安定的に生産することが，産地の信頼を得るため

に不可欠といえる.

カンキツの中でもウンシュウミカンの生産では，水分管

理が果実品質に大きな影響を及ぼすことから，果実品質の

向上には適切な水分制御法が大きな問題である.同時に，

近年頻発する異常気象などによる果実品質の不安定化の克

服も重要な課題となっている.また，果樹生産者の高齢化

により，上記の課題を克服する技術開発は省力・軽労的要

素が不可欠となっている.筆者らは， これらの問題に対応

できる技術開発を白的として取り組み，新たなかん水施肥

法を構築するとともに，その技術の高度化と普及に必要な

関連技術の整備ならびに栽培に関した知見の集積を行い，

システム化を図った.また，生産地において園地での実情

に応じた導入，普及を進めてきたので，技術の内容と効果，

およびその普及について解説する.

2009年 6月 10臼 受 付 2009年 9Jj 23日受理.

* Corresponding author.らmail:kusa@a飴 C.go.JP

a現在:1築研機構果樹研究所 305“8605 茨城県つくば市藤本2-1

b現在.農研機構畜産主主地研究所

129 

1.ウンシュウミカンのかん水管理と果実品質

果樹の荷品価値を決定づけるのは品質であり，カンキツ

の品質構成要因としては糖含量(糖度)，駿度，外観(果皮

のi産害の有無)および果実の形状などがあるが，糖度の比

重が最も高い.果実中の糖は成熟期の樹体の水分と密接な

関係をもっている.顕著な例がウンシュウミカンであり，

水分ストレスが強まると果実内の糖や酸などの成分は直線

的に増加する(開苧谷・町田， 1980). 実際栽培においても

果実成熟期の水分ストレス付与は重要な高糖度果実生産技

術である. しかし，樹体が一定以上の水分ストレスにおか

れると光合成速度や光合成産物の転流が阻害され，果実肥

大が低下するなどの現象もみられる(森永， 1993).水分ス

トレスによって果実内成分が増大する機構は，主に細胞の

浸透調節機構が働いていること (Yakushijiら， 1998) ，果

実への光合成産物の移行量の増加など糖の転流機構の変化

(森永， 1993)，さらに糖代謝の変化(単糠類から多糖類へ

の合成機能の抑制)などが認められている (Yakushijiら，

1998) .果実肥大と糖度の向上のバランスをとるためには，

適度な水分ストレスが樹種，品種，生青ステージによって

どのくらいであるかを知り，強度の水ストレスに陥らない

ような適宜かん水が必要である.また， ウンシュウミカン

果実の駿度は可食時で 0.8%程度が適正であるが，酸度が高

すぎる場合には適切なかん水管理によって調整ができるこ

とから，かん水は重要な栽培管理である.

一方では， ウンシュウミカン以外のカンキツ類(中晩生

カンキツなど)はウンシュウミカンと異なって，水分に関

する反応がきわめて異なる. これらのカンキツでは果実は

大きい方が商品性に優れることから，乾燥をできるだけ避

け，果実の肥大促進を図るためにかん水を十分に行うこと

が重要である. このようにカンキツの品種，あるいは時期

によってかん水の必要性，必要最は異なっている.

カンキツは比較的乾燥に強く，かん水の必要性は昭和 30

年代までは一般的にはほとんどいわれず(葦沢， 1973)，わ

ずかに干ばつの頻繁に起きる地域で地下部に土管などを差
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し込んで，そこからかん水する方法などが提唱されていた

程度であった しかし，高品質化と収量確保が収益性に直

結するようになり，同時に干ばつなどを機にした隔年結果

による経営の不安定化が指摘されるようになると，かん水

管理の重要性が提起されて，昭和 30年代からの畑地かんが

いの研究の進展によってカンキツ園でもスプリンクラーの

導入が積極的に進められた(農林省農林水産技術会議事務

局編， 1977).それに従って，ウンシュウミカンでの水管理

指標などの研究が進展した(鈴木ら， 1969;鳥潟ら， 1963). 

しかし近年ではカンキツ品種の多様化が進み，品種によっ

てかん水の必要性とかん水量や防除適期が異なることなど

から，スプリンクラーの共同利用の頻度が大きく低下して

きた.マルチ ・点滴かん水技術の提唱以後，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点滴かん水法の利用

が注目されている.

点滴かん水法は，いわゆる「マイクロかんがい」の一つ

の形態であるが， このかんがい方式は， もともと乾燥地の

多いアメ リカ，オーストラリアおよびイスラエルなどで発

展してきたものである.わが国でも施設の野菜栽培などを

中心として利用されており(農林水産省構造改善局， 1994)，

その節水効果などは，早くから畑地におけるかん水ですで

に認められていた(長ら， 1982). 

エミッター (小型のかん水器具)による主なマイクロか

んがい方式は，エミッターが取付けタイプか一体化タイプ

かで大きく分けられ，点滴かん水方式も両方のタイプがあ

る. また，点滴かん水では，かん水する際に施肥も同時に

行うことによって，施肥の省力化にもつながることからか

ん水同時施肥が行われている.

これまで点滴かん水資材については多くの改良がなさ

れ，その得失も整理されてきている.点滴かん水の利点と

しては，①かん水効率があがること，②施肥効率があがる

こと，③雑草問題が減少すること，④野菜では収量，品質

が向上すること，などがあげられている.一方，点滴かん

水では，集約管理が必要なことや設置コストがかかること，

水質と水源の維持などが導入においては重要である.

2. マルチ・点滴かん水同時施肥技術の開発と特徴

果実品質の向上のための既存技術として，マルチ栽培が

行われてきたが，マルチ栽培での強い乾燥時においては樹

勢の低下や果実中の酸の上昇が大きな問題であった.対策

としては適度なかん水を行うことが最も効果が高いことか

ら，マルチを敷いている状態でもかん水できる方法が工夫

され，その結果マルチ下に点滴かん水チューブを敷設する

という ，マルチと点滴かん水の組み合わせが考案された.

しかも，傾斜地カンキツ園ではかん水用の大量の水源確保

が難しいところも多く，従って，スプリンクラのような大

量の水を使わず，少ない水量でかん水効果が高く，同時に

導入コストが比較的安い点滴かん水法の導入が有効である

マルチと点滴チューブ

第 1図 マルドリ方式の概観

と考えられた.さらに，点滴かん水の自動化を行うことで，

これまでのマルチを巻き上げてホースかん水を行う方法よ

り格段に省力化が実現されることが明らかであった

このように，マルチ栽培の持つ効果を活用しながら，同

時に点滴かん水チューブでかん水ならびに施肥を行うこと

で'7ルチ利用のみでの問題解決が進められた.すなわち，

マルチの敷設や撤去作業が問題である場合には毎年敷設と

撤去を繰り返さなくてもすむよう，一年中マルチを敷いた

ままにし，さらに自動化装置を活用したかん水施肥という

アイデアによって，省力と高品質果実生産を実現できる 「周

年マルチ点滴かん水同時施肥法」として提唱された (吉川

ら， 2001a， b).この技術は‘マルチ'と‘ドリップかん水'

の組み合わせから 「マルドリ方式」と略称することとした.

本技術は，園地で、の水源を確保した上で，降雨の浸透を

遮断する透湿性マルチシートを園地に敷設し，その下に点

滴かん水チューブを配置して， 自動化により必要に応じて

樹体の水分と肥料の供給を行う方法である (森永ら，

2004a) .フィルタ，液肥混入器，液肥貯留タンク，タイマー

制御電磁弁，点滴かん水チュ ーブおよび透湿性マルチシー

トを基本的な資機材として利用する.マルドリ方式の施設，

システムは第 l図に示したような構造と概観である.園地

の上部に位置する水源 (池， タンクなど)から導水管を通

じて園地までフkを引く.水に混入した藻やゴミを取り除く

ため，途中にフィルタを取り付ける 水質については，農

業用水基準(農林省公害研究会 昭和 45年 3月)をもとに

考慮する必要がある また，傾斜地園における水源の確保

についても，従来の水源に加え，圏内道やマルチ敷設園か

らの表面流去水を集水 ・利用する 「傾斜地園地水利用シス

テム」を考案した (中尾ら， 2003). 

液肥混入器と液肥タンクにより， 自動的な液肥濃度の調

整と液肥施用が可能である 点滴かん水チューブは樹冠下

に設置し，その上を透湿性マルチシートで被覆する.さら

に，電磁弁と制御機 (コントローラ)を用いて点滴かん水

施肥を自動制御するものである
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点滴かん水チューブを用いることにより，根域へのかん

水施JJEが可能になる.点滴かん水は手かん水などと比較し

て大幅な節水かん水ができる かん水した水分は土壌中深

くまで浸透する.必要な時に，必要なだけの養水分を与え

ることができる. また自動化によってかん水施肥の省力化

を図ることができる.さらに，これまでの固形肥料に代わっ

て，施肥管理は液体肥料を利用することにより，土壌や生

育ステージの実態に合わせて選択が可能である.液肥は吸

収が早く，また図形肥料と比べて吸収効率も高いと考えら

れる(草場ら， 2005). 

マルチは，周年マルチにした場合，敷設や撤去の労力がい

らず，雑草防除の省力面などでの長所も多いが，一方で、は

マルチの劣化も平いなど不利な点も存在する. こうしたこ

とから，マルチ敷設期間については個々の農家の労働条件

や経営，闘地条件などに応じて得失を総合的に判断すれば

よいと考えられる.果実生育期のみの数か月間のマルチ栽

培であっても，マルチと点滴かん水による水分管理は予測

のつかない気象変動下での高品質果実生産には不可欠のも

のといえ，多雨あるいは干ばつなどに臨機応変に対応した

かん水施肥ができ，果実品質の向上と安定が可能となる.

技術導入する場合の主な資材と費用は，閤i哉の条件に

よって大きく異なる.たとえば，水源のないところでその

設置を行うとかなりの費用が必要になる場合がある.水源

設置や工事費用を除いた資材のみの費用例では， 10 a当た

りマルチ(ハードタイプ)=約 15万円，点滴チューブ =5

~ 10万円，液肥混入器口 6.5万円，電磁弁 (4台)= 2.5万

円，かん水制御機 =4.5万円，フィル夕立 l万円などであ

る.従って，導入時必要経費合計は 35~40 万円・ 10 a-I程

度となる.また，自動化装置とマルチの耐用年数を考慮し

た場合年間当たりの負担費用は約 8万円である.

3. マルチ・点滴かん水同時施肥技術の効果

マルドリ方式を導入することにより，果実品質の向上が

期待できることが明らかであった.極平生温チ1'1ではほぼ平

均糖度 11度以上が確保でき，酸の制御も可能となって，糖

酸土七の高い果実が生産できた. しかも，高糖度の果実が高

い割合で生産でき，秀品果家が向上することで，本方式の

自動化装置を導入するための投資袈朋を早期に回収するこ

とが可能となる(森永ら， 2004b). さらに，果実品質の向

上と安定性は農家の収益の向上につながると考えられた

(関野， 2002). 問時に，果実中の機能性成分の向上は，本

方式による果実生産の差別化を考えた販売戦略を立てる上

で有益な情報となることが期待される.

。果実品質

4年間マルドリ方式で栽培管理した麗早生ならびに普通

温州の糖，菌室および糖酸比など果実品質の 4年開の平均値

を示した(第 2関). 

第 3闘には極早生温州‘日南 1 の糠度分布を示した.

対照区では約 85%が 11度未満であったが，マルドリ区で

盤務麹著書度 とこコ重量皮
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第2図 マノレドリ方式により栽培された果実の品質
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第3図 マルドリ方式による栽培が極平生の果実糖度分布に
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第5鴎 マルドリ方式による栽培が果実の機能性成分合量に

及ぼす影響(品種:‘日南 l号， ) 

s-クリプトキサンチン含量は xlO，ビタミン Aはレチ

ノーノレ当量

は約 45%が 11度以上の糖度を示した.さらに，第 4図に

は同じ極早生温チ1'1の果実等級分布を示した.対照、区が「優J

ならびに「秀j の割合が高いのに対して，マルドリ区では

「特jの割合が約 20%と高いのが特徴的であった このよ

うに，糖度や果実等級は国地全体でのばらつきも少なく

なって，秀品率が大幅に向上した.閉じ極早生温ナ1'1の階級

別分布は，マルドリ毘ではM級の果実割合がやや増えたが

大きな差異はみられなかった.

また，果汁中の機能性成分については，第 5図のように

マルドリ方式匿極早生温州‘日南 l号'は対照区と比べて，

Rーカロテンで約1.7倍， β クリプトキサンチンとビタミン

Aでは約1.5倍と高い値を示した.

露地栽培であるため一定の気象変動の影響は受けざるを

得ないが，対照iまと比較し平均糖度 (Brix) で 1~2 度高

くなり，高糖度果実の割合が向上する.また酸の制御がで

きることが明らかであった.

2) 省力性

技術の導入による省力効果について調査した極早生損州

国での結果を第 l表に示した.作業時間は従来の露地栽培

に比較して，マルチの敷設時聞が増加するものの，果皮の

着色のばらつきが少なく，採取回数が減るため，収穫作業

での減少が大きかった.また，中耕除草作業もかなり i戚少

した.増加する作業としては装霞の維持点検がある.実際

第 1表 マルドリ方式によるによる省力・軽労化効果

作業項13z，y 時間の増減

整枝・せん定 土O

施肥 -1，3 (-26，5%) 

中i~1 ・除草 -8，8 (-77，2%) 
薬剤散布 土O
摘果 土O

かん水・その他管理 +1，4 (+30.4%) 
マルチ張り +11，9 

収穫・調整 -20，7(-28，5%) 
選別・出荷 土O

-17.5 (-9，5%) 

z極平生ウンシュウ ‘日南 l号'での調査

時間の増減は 10a 当たりの時間

作業の変化内容

せん定くずのマルチ上からの搬出が必要
装置導入により軽労化になる

除草剤散布が不要

{際#-'↓があると滑りやすい
点滴かん水装置の点検
3年に 1回張り替えの l年分 (35，7時間/間)
採取回数が減る 収穫開始時期が早まる 傾斜があると滑りやすい

y農家調査及び経営類型加営農モデノレ(香川県カンキツ経営)を参考

x収穫・調整作業は極平生の場合

早生では 5.3時間 (-9.8%)

第2表 マノレドリ方式における窒素の溶脱

施用l時期 採水11寺期

2004年度 4月 16f:l ~ 7 R 20日 4 月 16 日 ~11 月 4 f:l 

11 月 5 臼~ 12 月 28 日 11 月 5 日~ 4月 13EI 
通年

2005年度 4 月 14 日~ 7月20f:l 4)'] 14 日 ~11 月 7 日

11月 8f:l~ 12月 13日 11)'] 8 日~ 4月 14f:l 
通王手

Z4樹/レーン植栽の傾斜ライシメーターによる測定

Y無施肥棋は 2004年度においてのみ設定

f必用窒素fit
(g-N/4粒f)

276 
64 
340 

204 
66 
270 

マノレドワ方式栽惰樹z
無施1m樹

(点滴かん水)z，y 

石内酸態、窓系 金窓素 硝酸態室長 全主主素

溶!滋最 溶脱割合 溶脱殻 溶!悦答IJ合索溶脱設 溶税金
/4樹) (%) (g-N /4樹)•• (%) (g司N/4樹)(g-N/ 4樹)

4.39土2，69 1.59 4，94土3.10 1.79 2.79 3.27 
2.42土0，57 3，78 3，73土0.36 5，83 L17 2.52 

6，81 2.00 8，67 2.55 3，96 5，79 

9.65土5.10 4，73 12，7土6，66 6.23 
3，74土1.26 5，67 5.76土1.94 8，73 

13.39 4，96 18.46 6，84 

.... 圃圃圃
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の技術導入農家の調査によると極早生温州での年間作業

時間は慣行栽培と比べ， 17.5時間・ 10a-I (約 10%減)の

省力効果が認められている

3)環境負荷低減

環境負荷低減については，窒素肥料が一部カンキツ圏か

ら公共用水域に環境基準(硝酸態窒素および亜硝酸態窒素

含量 10mg・じりを超えて溶脱していることが指摘(梅宮，

2004) されていることから，溶脱の少ない施肥管理法，す

なわち吸収効率が良く少肥施用で栽培が可能な技術開発が

求められている.マルドリ方式で、は基本的には一年中地表

面をマルチで被覆し，点滴かん水施肥を行う.従って，

素肥料の雨による諮脱がほとんどなく，また雑草による収

奪などもないために，現在のミカン栽培基準窒素最よりも

約 35~ 55%の削減が可能で、ある(露地栽培早生ウンシュ

ウミカン平均施肥議素量は 22kg • 10 a-I・年，マルドリ方

式では約 12~ 15 kg・10a-I・年). 

さらに，点滴かん水施肥によって少量ずつ肥料が供給さ

れるためミカンによる吸収効率も高い.点滴かん水施肥に

よる供給水の利用効率を調べたところ， 75 ~ 90%と高く，

従って窒素を始め大部分の肥料成分も吸収利用され，地下

への溶脱最はほとんどないと考えられる.それに対して，

通常の露地栽暗の田形肥料施肥では昨雨量に大きく左右さ

れるが，施肥の利用効率は約 55%程度であり，溶脱割合は

施用化学肥料の約 40%と試算されている(岩本， 1987). ラ

イシメーターを用いた試験より，マルドリ方式で、の施HE窓
素の溶脱量は，総蜜素溶脱量の 4割程度であると推察され，

マルドリ方式における施肥さま素の溶脱割合は0.8~3%程度

であると考えられる(第 2表).このため，マルドリ方式に

おける施肥窒素の溶脱割合は慣行栽培の 1110以下であると

推察される.従って，マルドリ方式の環境負荷低減効果は

高いものと考えられる(草場ら， 2006) 

このように，本技術によって果実品質の向上と安定化に

加えて，樹勢維持，雑草管理の省力化，高い施肥効率によ

る施肥量削減や環境負荷低減など多くの効果がみられるこ

とが実証された.さらに， ウンシュウミカンだけでなく，

中晩生カンキツでの効果的な養水分制御は，品質の向上，

隅年結果の軽減，および早期成嵐化などの効果も期待でき，

すでに点滴かん水施肥施設を導入している中晩生カンキツ

生産者も存在する.

4.関連技術の整備と技術のシステム化

基本技術を多様な生産現場で導入，利用できるものとす

るために， ソフト面での知見の集積やハード詣の整備を進

め， システムイヒを進めた.

技術を導入する場合には，水源や盟地に応じたチューブ

の配援などの設計が重要である.水理設計は十分かつ均ー

なかん水量を確保するための資材や機材の選定および配管

の設計のために行うものであるが，水理設計に関係する園

地条件は，倍々の閤地によって極めて多様である.

従って，適切な水理設計を行うためには，設計案を仮定

して計算を行い，その結果から改良した設計案を定めて再

び計算するという，試行の繰り返しが一般に必要である.

ある設計案の改良案を考える場合，費用や利便性を考慮す

ると，ほとんどの場合に複数の選択肢が存在する.そのた

め，設計において多数回の試行が必要となり，多くの計算

が必要となる場合が多い. このような作業を省力的に行う

ことを支援するための「マルドリ方式施設設計支援システ

ムjを開発した(島崎ら， 2005). 

本システムを用いれば，設計に必要な計算を簡単な手順

で行うことができ，設計案の決定に重要な必要資材量や費

用に関する情報の概算値を算出することができる.本シス

テムを利用して設計を行う場合，第 6図に示すように，必

要な情報をシステムに入力し，システムが処理後出力する

情報によって設計案の適不適を判断しさらに必要に応じ

て改良案を入力する作業を繰り返すことにより，経費の概

算も考慮した適切な設計案を選択することができる.

また，傾斜地のマルチ設置閣での緯雨排水に活用できる

「簡易排水技術J(島崎ら， 2006)，ウンシュウミカンにおい

て，樹体の水分ストレス状態を色彩の変化によって視覚的

に簡易に認識できる「水分ストレス表示シート jを開発し

ている(第 7図) (星ら， 2007) 

一方，本システムは従来の栽培法と異なるために， これ

まで，果実品質(森永ら， 2004b)，生産性，樹勢への影響

(草場ら， 2006)，マルチ設置条件で、の細根の分布や動態(草

場ら， 2004)，土壌の環境や理化学性(森永ら， 2004b)，肥

料や水の利用効率，年間かん水・施肥基準(森永ら， 2002， 

2004b) ， システム維持管理法(近畿中国四国研究センター

編， 2003) などを明らかにし提示してきた.その中で，周

年マルチと点滴かん水施肥の併用による地下部への影響に

ついては，点滴孔直下に呼吸活性の高い細根量が増加し，

点滴孔から離れた位鷺の細根でも呼吸活性が高いことを明

らかにした(第 3表)• 

こうした技術や知見を併せて活用することにより，体系

的システムとして技術による効果の確実性や汎用性，普及

性を向上させることができる.

5. 技術の導入と普及

多くのカンキツ生産地で本技術の普及を進めるために生

産者や普及担当者向けに， r技術マニュアル」および「技術

解説書j を著して積極的に普及，指導に当たり，同時に各

地の生産現場での技術講習や技術研究会を開催するなど，

g常的に技術の普及を図ってきた.

普及に際しては，本技術は省力的にかん水施肥を行える点

を特徴としているが，あくまでも生産者それぞれの園地の品

種や樹齢，こと壌，その年の気象条件などに応じて生産者の適

切なかん水施肥管理を行う手助けをする技術であること，ま

た，特に傾斜地で雨の多い季節には，マルチの表面流去水の

充分な排水対策が前提での技術であることなど，技術の位置
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要求時に表示 参考情報
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滞家パイプ
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第 6図 マルドリ方式施設設計支援システムの動作状況例

本分対"，.~

嘗獄摂取

第7図 水分ストレス表示シートの開発

づけを明確にしておくことが重要と考えられる.

本技術の導入は園地の条件に対応して行う必要がある

が，たとえば，カンキツ生産団地など一定規模で本システ

ムの導入を図っていた地区では，団地内の各園地がロー

テーションでかん水施肥ができる大型液肥供給装置の共同

利用でコスト削減を図るなど 「カンキツ 団地対応型」とし

て新たな観点からの提案も行っている.

また，本技術の開発を機に，産地において，①果実生産

技術としてマル ドリ 方式を導入し，商品としての付加価値

を高めること，②生産された商品のネーミングを重視し，

新たなインパクトのある商品とすること， ③インタ ーネ ッ

ト販売にも利用 される新商品開発と販売網の整備を行うこ

と，④流通形態としては新たなノミッケージ開発で消費形態

の改革を狙うこと，⑤トレーサビリティシステムを開発し

て生産から販売までの情報を公開すること，⑥積極的なプ

ロモ ーション活動を通じブランド名を全国に向けて発信

し， PRに努めること，などが基本とされ，産地の維持，活

性化に効果を上げている(佐々木， 2005) 

6. 今後の課題

現在のマルチ ・点滴かん水技術は，定期的にかん水，施

肥を園地あるいはブロック単位で同量施用する システムで

ある.しかし園地内の個々の樹体は，できるだけ均一な

管理を試みても地下水の分布などにより，生育，果実品質

が異なる実態がみられている. これからの課題としては，

こう した園地内でのばらつきを極力軽減し，品質の均一性

を実現する新しいシステムの開発が重要と考えられる

第 3表 マルドリ方式における地下部への影響

L
H
 

量

W

吸

b
呼

-g

根

2

細

Oo
 

m
 

μ
・

根の採取位置
根径別の根長 (cm)Y 

0-0.4 mm 0.4-0.8 mm 0.8-1.2 mm 1.2-1.6 mm 1.6-2.0 mm 

60%-N 点滴孔直下 z 65.0土0.11 30.0土0.23 3.81土0.55 0.96:1:0.06 0.26土0.11

60%-N 点滴孔から離れた位置 38.1土4.48 48.8土2.93 9.29土1.51 2.61土0.60 1.46土0.85

100%-N 点滴孔直下 59.3土4.46 36.6土3.96 3.17土0.23 0.77土0.20 0.27土0.02

慣行 41.9土5.67 41.5土1.06 12.0土4.56 3.98:1:0.25 0.77士0.07

水切り期 秩肥施用時期

30.7土2.5 31.5土4.6

25.1土4.2 26.6土3.0

28.4:1:1.3 28.4土3.4

17.3土0.7 17.2土4.8

z 60%-N : 12 kg窒素(液肥)/年， 100%-N: 20 kg窒素(液肥)/年，慣行 :20 kg窒素(化成肥料)/年

Y縦 15cmX横 15cmx深さ 10cmの土壌に含まれる根を採取
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圏地内での品質のばらつきに，樹体条件と闘地条件のい

ずれがより果実品質に影響していても，樹体の水分状態に

リアルタイムに対応して，かん水の叢や時聞を制御できる

システムの検討が必要である. こうしたシステムは，品質

制御だけでなく過度のストレスを避け，樹勢を維持し連年

安定生産を図る栽培を行うためにも重要な技術であり，生

産現場からのニーズも高い.水分ストレスなどの生体情報

を的確に反映し当初は留地のブロック単位，理想的には

個別の樹単位での水分状態に自動的に反応しでかん水し，

果実品質の不均一性を軽減させて，品質制御のできる「樹

体個別管理かん水システムJの開発研究が必要と考えられ

る. このシステムを確立するために，具体的には樹体の水

分状態の的確な自動把握法と新しいかん水制御装置の開発

が必要であるが，実際の利用技術とするためには， コスト

詣でも，少なくとも現在のマルチ・点滴かん水方式と悶程

度の費用で生産農家が実際に導入できるような技術である

ことが不可欠といえる.
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