
1　産地の概況と背景

　鳥取県西部に位置する JA 鳥取西部大山果実部（以
下，果実部）は，生産農家数が 109 戸，栽培面積が
49.5ha（平成 29 年 3 月現在）のナシ産地であり，青
ナシの‘二十世紀’系品種が基幹品種である本県に
おいて，赤ナシ新品種の導入について先駆的に取り
組んできた．果実部では平成 15 年頃から赤ナシの

‘秋栄’，‘王秋’を，さらに平成 20 年頃からは鳥取
県育成の赤ナシ新品種である‘新

しんかんせん

甘泉’（8 月下旬～
9 月上旬収穫）および‘秋甘泉’（9 月中旬収穫）の
導入を積極的に進め，有利販売につなげてきた．特
に‘新甘泉’，‘秋甘泉’については「甘泉」ブラン
ドとして位置づけ，高糖度品種のシリーズ販売体制
の構築を目指してきた．
　本県では‘新甘泉’および‘秋甘泉’の出荷に際し，
一定基準の糖度（いずれも 13 度）以上の果実を選
別し，出荷する体制がとられているが，平成 26 年
産において‘新甘泉’の基準糖度達成率は約 7 割で
あったのに対し，‘秋甘泉’のそれは 4 割弱となり，

‘秋甘泉’の糖度不足が大きな問題となった．生産
者からは‘秋甘泉’の栽培に対する不安の声が挙が
り，果実部としても今後ブランド品種として推進し
ていくためには，‘秋甘泉’の糖度向上技術を早急
に確立し，普及させることが喫緊の課題となった．

2　産地での取り組みと成果

1）栽培技術の確立・普及に係る体制構築の支援
　平成 26 年 10 月に果実部と関係機関で‘秋甘泉’
の園地巡回を行い，栽培管理状況や選果成績等を整

理したところ，着果過多や着果管理の遅れ等が低糖
度の主な要因であると推測された．
　大山普及支所では果実部と関係機関が一体となっ
て技術課題の解決に取り組む体制の構築が急務と考
え，各機関との調整を行い，同年 11 月に「秋甘泉
プロジェクトチーム（以下，「秋甘泉 PT」）」が発足
した（第 1 図）．これにより，各機関連携のもと，
役割分担と技術対策の方向性を明確にしながら，技
術の確立と普及を迅速に進める体制ができた．そし
て同普及支所が事務局となり，各機関と緊密に連携
しながら活動を進めた．

2）糖度向上対策に係る現地実証
（1）実証園等の設置
　「秋甘泉 PT」では平成 27 年度に以下の a～e を
目的とした実証園等を設置し，糖度向上に係る各
技術の検証を行った．
a　適正な着果密度の実証
　‘秋甘泉’の適正着果密度は側枝 1m あたり 8 果
であることが示唆されている（鳥取県園芸試験
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第 1 図　‘秋甘泉’プロジェクトチームの構成と役割



これらの作業が栽培管理のポイントとして整理で
きた．

（2）「秋甘泉 PT」活動の支援
　平成 27～28 年度は，7 月（着果管理後）と 9 月

（収穫前）に「秋甘泉 PT」で各実証園を巡回し，
選果成績も参考にしながら，‘秋甘泉’の栽培管
理状況を確認した．
　また，現地試験の設計に係る検討会を毎年 4 月
に，成績に係る検討会を毎年 11 月に開催し，チー
ム内で試験結果の共有を図り，問題への対応策を
協議した．

（3）糖度向上技術の普及活動
a　個別巡回
　平成 27～28 年度に，一定量の出荷が見込める 5
戸の生産者に対して，適正着果（側枝 1m あたり
8 果）の実施を重点とした個別巡回を 6 月に，さ
らに栽培管理と選果成績をもとに個別課題に対す
る技術支援を 10～11 月に実施した．
b　技術情報の提供
　平成 27 年 10 月に実証園の試験結果や明らかと
なった対策技術を資料にまとめ，生産者に配布し
て各技術を周知した．また，平成 28～29 年は毎
年 1 月に開催される果実部の生産者大会におい
て，現地試験で明らかになった成果や新たな栽培
技術に関する情報を提供した．

3）普及活動の成果
（1）‘秋甘泉’の糖度向上技術の確立
　平成 27～28 年度に設置した実証園等により，
糖度向上に有効な技術として以下の 2 点を明らか
にした．
①着果基準は側枝 1m あたり 8 果程度にする．
②予備摘果は満開後 30 日頃に実施する．

（2） 果実部全体および個別農家の基準糖度達成率
の向上

場・未発表）ことから，10 果と比較した実証試験
を大山町内の現地 2 園で実施した．その結果，現
地においても側枝 1m あたり 8 果区の方が 10 果区
よりも糖度が高いことが実証された．
b　早期の予備摘果の実証
　‘秋甘泉’栽培園の管理実績によると，低糖度
の園地では予備摘果の時期が遅い傾向があること
から，予備摘果の時期に早晩（満開後 30 日また
は 50 日）を設け，早期摘果による糖度向上の実
証試験を行った．その結果，早期区が晩期区に比
べ糖度が高いことが明らかとなった．
c　樹冠下へのマルチ資材被覆の検討
　雨水の遮断による果実糖度の向上効果を検討す
るため，収穫 2 週間前にタイベックⓇマルチシー
ト（デュポン社）を樹冠下に設置して無処理と比
較する試験を実施した．しかし，単年度の試験で
は，資材の被覆による明確な糖度向上効果は確認
できなかった．
d　氷温貯蔵の検討
　収穫した果実を氷温庫で一定期間貯蔵すること
によって糖度向上が可能かどうか検討した．その
結果，9 月中旬から 11 月中旬までの 2ヶ月間の氷
温貯蔵を行った場合は，果実糖度が処理前に比べ
て約 0.5 度上昇することが分かった．しかし，果
実部の希望する販売期間内での糖度上昇が不十分
であること等から，その実用化は難しい状況で
あった．
e　優良園地における高糖度栽培技術の検証
　苗木からの養成園で，毎年良好な成績をあげて
いる優良園地において，高品質果実の生産のため
の栽培管理方法について現地調査を行った．その
結果，早期の予備摘果（満開後 30 日頃），適正な
着果密度（側枝 1m あたり 8 果程度），土壌管理（土
壌改良，有機物マルチ等）などが励行されており，

（単位：％）

平成26年 平成27年 平成28年
「果実部」全体の基準糖度達成率 46.4 60.4 75.4
基準糖度達成農家率

1） 0.0 40.0 100.0
1） 重点対象農家（H26，H27 年：5 戸，H28 年：4 戸）のうち，平均糖度が基

準糖度を上回った農家の割合を示す．

第 1 表　 大山果実部の‘秋甘泉’基準糖度（13 年度）達成率と基準
糖度達成農家率の経年的推移
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3　今後の課題・方向

　‘秋甘泉’の糖度向上に係る技術が確立できたこ
とから，今後は現地での技術の定着が必要である．
そのためには重点対象農家を中心とした個別の技術
支援を継続するとともに，現地指導会や定期的な情
報提供等により，糖度向上に係る栽培技術の実施率
向上につなげていくことが重要である．

　糖度向上対策技術の普及が進んだことで，平成
28 年には，果実部全体の基準糖度（13 度）達成
率および重点対象農家の基準糖度の達成農家率が
それぞれ 75.4％，100％ まで高まった（第 1 表）．

（3）県版栽培マニュアルへ掲載
　当普及活動によって明らかにした技術は「ナシ
新品種栽培マニュアル」（全農とっとり発行，
2016 年）へ掲載され，そのことが契機となり県内
全地域へ成果が広く認知された．
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