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援域制恕栽培したウンシュウミカン樹における水分ストレス程茂と果実品質

員原洋平1，2・ 宮 本 輝 仁3・新堂高広l
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Water stress and quality of Satsuma mandarin under root zone restriction 

Youhei KAIHA託A1，2， Teruhito孔1IYAMOT03and Takahiro SHINDol 

1 Higashimatsuura Agricultw・alExtention Station，Karatsu，Saga 847伽 0861
2National1nstitute for Rural Engineering， Tsukuba，lbaraki 305-8609 
3Saga Pr，ξ冷ctw・alFruit Tree Experiment Station ，Ogi，Saga 845脚 0014

Summary 

Water stress is often applied to fruit trees during their growing season to produce high quality fruits. Root 
zone restriction is a convenient method of regulating water content in the root zone. To establish an optimal 
controlling method of water stress condition under root zone restriction， we inv巴stigatedthe relationship 
between water stress and quality of Satsuma mandarin. Leaf water potential (LWP)， volumetric water content 
in the root zone， meteorological quality and fruit quality were measured at limited irrigation and control sites. 
On initiation ofwater stress at the beginning of July， LWP decr・easedto -1 MPa and volumetric water content 
decreased to approximately 30% until early August‘From August to mid-October， LWP fluctuated between 
-0.5 MPa and -1.5 MPa corresponding with the temporal changes in evapotranspiration. The児efn刀叫u凶1I江tquality 

imp伊I
ma必int凶ai泌n1仁~WP over -1 MPa by limηli江t巴正dirr吋'iga幻tiぬonusing root zone restriction. 1n addition， the results also 
suggest that water content in the root zone and ev註potranspirationcan be useful indicators for water 
management in Satsuma mandarin orchards. 

Key WOI'ds water stress， fruits quality， leafwater potential， volumetric water content 

緒 <=1 

ウンシュウミカン産地では品質に応乙て果実が区

される体制となっており，品質基準を満たした高品

ランド品として高単価で取出されるため，高

に大きく しているc

ウンシュウミカンの生産現場では，透滋性シ

減畿不良や樹勢の低下といった賄題が生じる事例もみられ

る。そこで，気象条件に左右されずにおJ体への水分ストレ

スをコントローノレしやすい栽培法として，根域制捜栽培が

され始めている(新堂ら， 2006; }II崎ら， 200針。しか

し，娘域指IJ限栽土脅したウン、ンュウミカン樹の水分ストレス

付与特性や，どの程度の水分ストレスが品質向上に適切な

のかが暁らかとなっておらず，現場での水管理が関題とな

っている。

より，

与して

して降雨を遮断することに

を乾操させ，樹体に水分ストレスを付

な果実生援を割る栽培法に取り組んでいる

本研究では，根域制限栽培したウンシュウミカン樹の水

分ストレス付与特性を明らかとするため，葉の水ポテンシ

ヤノレと土壌水分および気象環境との関連性について検討し

た。さらに，葉の水ポテンシヤノレと果実品質との関係につ

いて検討し，水分ストレス程度と果実品質との関連性につ

いて検討した。

ら， 2003)0しかし，透視性シートマルチの果実糖度

は，年次変動や臨地によるぱらつきがあり，樹

な水分ストレスが付与できていないと考えられる

も多いc また，陸地土壌の乾燥程度や夏秋期の気象条

よっては過度に強い水分ストレスが付与され，果実の
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材料および方法

1.根域制限栽培樹における水分環境

2005年， 2006年に佐賀県果樹試験場内の根域制限栽培固

場に植栽した‘上野早生 3樹を供試した。根域制限栽培

圃場は，不透7}(性の遮7)<.シートを畝部 (111高1.5m)の底街に

敷設し，シートとに培土(玄武岩質土壌)を盛土して形成

されている。供試樹は， 1992年に 2年生苗を樹間1.5mで、植

栽したもので， 1樹当たりの培土容量は約600Lである(夏

秋ら， 2004)。供試樹は樹高が1.5m程で、樹容積が2.5m3程

の樹を選び 7月上旬頃に葉果比30程度に摘果した。 7月

上旬から10月中旬の収穫期までを試験期間とし，地表面を

白黒ポリのマルチ資料で被覆し降雨を遮断した。試験期間

における水管理は夜明け前の葉の水ポテンシヤルを基準に

行った。葉の水ポテンシヤノレは，試験期間の 1~3 日おき

(無降雨臼)に，夜明け吉iJ (午前 4~5 時頃)に各樹より春

.J:\~ 2枚を採取してプレッシャーチャンパー (Mode1600，pms 

製)を用いてifllJ定した。葉の水ポテンシヤノレがーlMPa程度

となった際に，マルチ資材下に設置した 2本の散水型の潜

水資材で l 樹当たり1O~20L (約 4~8 11lm) を濯71えした。

葉の水ポテンシャルの測定日に合わせて，地表面から深

さ20cmまで、の土壌水分の測定を行った。 20.5cm長の測定プ

ローブを 5cm間隔で'20cmまで土壌内に埋設し， TDR100 

(Campbell製)を用いてTDI'¥法による誘竜平の測定を行い，

試験園地の土壌を用いて別途作成した検量線から体積含水

平に換算した(登尾. 2003， Orら. 2004.)。

試験期間における当試験場の日単位の平均気温 (OC)，平

均風速 (m ・ S~l) ，平均湿度(%)， 日間時間 (h)，降水量

(mm) の各気象データを用いて，ベンマン法により蒸発散

位(可能蒸発散量) (mm) を算出した(三浦， 1992) 0 

2.水分ストレス器度と果実品質との関連

2005年， 2006年の 7月上旬から10月中旬に，ーとに述べた

試験園地の‘上野早生， 61針を供試して，葉の7}(ポテンシ

ヤルと果実品質との関係を調査した。試験期間の 7月上旬

から10月中旬は地表面を白黒ポリのマルチ資材で、被覆し，

夜明け前の葉の71<.ポテンシャルが-lMPa程度で、濯水する乾

燥区と 0.6MPa程度で、瀧7)えする湿潤区の 2試験区を設けた。

葉の水ポテンシャルの測定は 上に述べた方法に準じて行

った。各試験区の調査樹は 3樹とした。

果実品質は， 2005年， 2006年ともに 8 月上旬より約10~

14 Bおきに各樹 3果の果実を採取して，糖酸度分析機

(NH-2000， HORIBA製)を用いて糖度 (Brix値)，クエン

駿含量(%)を測定した。

高吉 果

1.根域制限栽培樹における水分環境

‘上野早生'の葉の水ポテンシヤノレは， 2005年は 7月中

旬以降に低下し始め 7月下旬に-lMPa程まで低下した。

その後は 8月上中旬， 9月初旬 9月下旬から10月初旬，

10月中旬の各時期に lMPa程からそれ以下まで低下しなが

ら推移した。 2006年は 7月中旬に値がやや低下し始めた

が， -lMPa程まで低下したのは 8月上旬になってからであ

り， 2005年より値の低下時期がやや遅れた。その後は 8月

中旬 9月中下旬， 10月上中旬の各時期に一lMPa程からそ

れ以下まで低下しながら推移した(第 1図)。

土壌水分は，各年とも葉の水ポテンシャルの低下とよく

対応して推移した。葉の水ポテンシャルが~lMPa程まで低

下したときの土壌の体積含7)(率は， 30%前後の値まで{氏下

していた。また，葉の水ポテンシャルが-1.5~-2MPa程ま

で抵下したときの土壌の体積含水率は， 25~27%程まで低

下していた(第 2図)。

ベンマン法により算出した蒸発散位は，葉の71<ホηテンシ

ヤル，土壊71<.分と類似な変動を示した(第3図)。例えば，

2005年 7月中下旬においては，蒸発散位の上昇に反応して

葉の水ポテンシャル，土壌水分も低下したように見えるな

ど，夏秋期における蒸発散位は葉の水ポテンシャル，土壌

水分と似た変化を示した(第1， 2， 3図)。
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2.水分ストレス器産と果実品質との関連

ンシヤルは， 2005年は 7月下旬から， 2006年

は8月上旬から乾操底が湿潤区より低い値で推移した。湿

;玄関年ともにほぼ-0.5MPa前後の値で推移したが，

2006年の 8月上旬と両年の10月はやや低い{疫を示した(第

議

は，両年とも 8月上旬時点で乾燥区が湿潤笹ょ

を示したが， 2006年は試験i玄関の差が小さかった。

、ては，葉の水ポテンシヤノレが低下する

にともなって果実糠震が上昇する傾向が見られ， 10月中旬

の糖度は，両年ともに約12まで上昇した(第 5菌)0 

j哀調gは，同年ともに 8月上旬から 9月中旬まではほぼ績

ぱいで推移し， 9月下旬以降に上昇して収穫期の糖度は約

刊であった(第 5図)。クエン酸含量は，両年ともに 9月ま

でやや高いf疫を示したが， 10月中旬の収穫期に

区ともに 1%米満の値となり，差が見られなかっ
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誤差線、は，襟準誤差(ロヱヱ 3) をき受す

考 察

1.根域制限栽培樹における水分理境

本研究では，葉の71<ポテンシヤノレと土壌水分の関連を明

らかにした。マルチ栽培における土壌水分は果実品質との

関連などについてこれまで調査されているが(村本ら.

2007) ，葉の水ポテンシャルとの関連について詳細に調査さ

れた事例は少なく，土壌と樹体の乾燥の関係がはっきりし

ていなかったことから適切な水管躍が困難になっていた。

本研究で得られた樹体と土擦の乾燥パターンは，現場での

水管理を行ううえでの基礎資料になるだろう。さらに業の

水ポテンシヤノレを現場で測定することは容易ではないが，

土壌の体接合水率が測定できればより的確な水管理を行う

ことも可能である。本研究で用いたTDR100は，高価で電源

や操作用のPCが必婆なため現場での土壌71<.分測定には不

向きだが，同じく TDR法を用いた携帯型のTDR土壌水分計

を用いれば簡易に土壌の体積含水率を測定することも可

能である。

また，根域制限栽培では同一樹の綴障における土壌水分

のばらつきは小さいが，一般のマルチ栽培で、は同一樹で、あ

っても土層の深さや澱定筒所による土壌水分の違いが観察

されている(藤田ら， 2011)。そのため，マノレチ栽培で土壌

水分を水管理の指襟とするためには，水分ストレスと関連

する土壌水分について把接する必要がある。

葉の水ポテンシヤノレが-lMPa程となったときの土壌の体

積含水率は30%程であった。男IJ途分析した土壌のpF-71<分

曲線では，合水率が30%程のときにpFは3.8穫をと示した(米

発表)。さらに，葉の水ポテンシャルが-1.5MPa稜からそれ

以下まで低下したときには，土壊の体積含水率は25~27%

で低下しており，その含水率はpF一水分曲線において

pF4.2からそれ以下に換算された。 pFを水ポテンシヤノレに
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換算すると， pF3.8~4. 2は一0.63"-'-1.58MPaとなる(野並.

2003)。土壌の水ポテンシャルがpF3.8棺当の 0.63MPa程ま

で低下したときの業の水ポテンシャルが lMPa程で、あった

ことは，士壌から葉までの水ポテンシヤノレ勾配を考慮して

妥当な数値と考えられる。土壌の水ポテンシャルがpF4.2

相当の-1.58MPa程まで低下したときの葉の水ポテンシャ

ルが-1.5MPaからそれ以下であったことは，土壌と樹の水

ポテンシヤル勾配が崩れ，樹は水分を保持できなくなって

いることを示している。

実際に達観による樹の観察では，葉の水ポテンシヤノレが

-1. 5MPa以下となると樹は葉や果実が著しく萎れて果実肥

大は停止し，樹に過度の水分ストレスが付与された状態と

なる.よって，築の水ポテンシヤノレで、-lMPa程の値は，樹

への過度の水分ストレスとならずに果実品質向上にとって

一定の水分ストレスが付与されたときの値と考えられる。

本研究では葉の水ポテンシャル，土壌水分と蒸発散位と

の聞の関連についても把握できた。蒸発散位は，気温や日

照時間，降雨量といった複数の気象要因を反映させたもの

で，樹体の乾燥程度を表す指標になり得ると考えられる O

ただし，現時点で、の蒸発散位の計算のパラメータは草地を

仮定したものであるため，今後の研究によりウン、ンュウミ

カン樹の蒸発散量と整合するようなパラメータの設定など

ができれば，気象データからの水分ストレスの予測等も可

能となってくるかもしれない。

2.水分ストレス程度と果実品質との隠連

乾操区の果実糠度は葉の水ポテンシヤノレの低下に対応し

て上昇し， 2005年は 8月上旬より 2006年は 8月中旬以鋒

に湿潤区より明らかに高い{直で推移した。乾燥区の果実品

質は，両年とも10月中旬の収穫期において糖度が約12，クエ

ン酸が約 1%となった。 10月中旬における佐賀県のブラン

ド果実の出荷基準は，糖度11以上，クエン酸 1%未満とさ

れており，乾燥区の果実はブランド果実の基準を十分に満

たしている。よって，乾燥区の濯水の基準とした葉の水ポ

テンシャルのーlMPa穫の値は，高品質果実生産を達成する

ための水管理の基準として適していると考えられた。

一方，湿潤区の糖度の推移をみてみると， 9月下旬頃まで

はほぼ横ばいの推移であったが，その後収穫期にかけては

1.5稜の上昇がみられた。この期間は葉の水ポテンシヤルも

やや低下したが，濯7l<:管理はそれ以前の期間と同様に実施

している O これは，夏季に比べると気混が低下して根の活

動が弱まったことや，根域制限栽培が品質向上しやすい条

件であることなどが糖度上昇に寄与していると考えられる。

また， Yakushijiら 0996，1998) はマルチ栽培で、濯水区

と乾燥区の比較調査を行っており 土壌の水ポテンシャル
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が高く維持された瀧水区も成熟期近くになると乾燥区同様

に果皮の浸透ポテンシヤルを低下させることを確認してお

り，本研究と同様に謹水区の糖度も成熟期に上昇している。

プレッシャーチャンパーは圧ポテンシヤルを測定しており，

本研究における浸透ポテンシャルは不明であるが，成熟に

伴い浸透ポテンシャルを高めることで糖の集積が起こった

ことも要因として考えられる。一方，乾燥区の糖度は 9月

下旬以降において 2程上昇しており，圧ポテンシャルと浸

透ポテンシヤノレの低下の棺乗効果が考えられる。

乾燥底と湿潤区の収穫期の糖度差は約 2であり， 9月下

旬頃までの糖度差が収穫期の糖度差に大きく影響していた。

このことは，目標とする高品質果実生産のためには，成熟

期前までに目標とする糖度まで上昇させておくかことの重

要性を示しており，そのためには夏秋期に一定の水分スト

レスを付与させることが必要である。特に蒸発散イ立が高く

安定しやすい時期となる梅雨明け以降に樹体の乾燥を進行

させ 7月下旬から 8月上旬に樹へ一定の水分ストレスを

付与させることで結度を上昇させることは，成熟期の早い

極早生ウンシュウミカンにおいて連年安定した高品質果実

生産のための水管理のポイントとして重要と考えられた。

摘 要

恨域制限栽培したウンシュウミカン樹における水分スト

レス付与特性および水分ストレス程度と果実品費との関係

を明らかとするため，葉の水ポテンシャルと土壊水分，気

象環境，果実品質との関連を調査した。 7月上旬から節水

管理を開始した場合，葉の7l<ポテンシャルは 7月下旬から

8月上旬頃に lMPa程まで低下し，その時の土壌の体積含

水平は30%前後まで低下していたc その後の葉の水ポテン

シヤノレは，蒸発散{立の変化に対応しながら時折 lMPa程ま

で抵下しながら推移した。夏秋季に異なる水管理を行い，

葉の*ポテンシャルの低下程度を…lMPa程とした乾燥区と

-0.6MPa程とした湿潤区では，乾燥区で果実糖度が明らか

に高く，ブランド果実の品質基準を満たした果実が生産で

きたG よって，根域制眼栽培においては，夏秋季に-lMPa

程を濯水点とする水管理を行うことで高品質果実生産を達

成できた。また，土壌71¥分や蒸発散位を利用することで，

現場で、の水管理指標に活用できる可能性も示唆された。
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