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カ ン キ ツ 品 種 「 佐 賀 果 試 35 号 」 の 露 地 栽 培 に お け る 長 期 貯 蔵 条 件 と
果実品質
○池田繁成・石橋隆・田中義樹 １）
（佐賀上場営農セ・ 1) 唐津農林事務所）
【目的】

【結果及び考察】

大玉で高糖度な中晩生カンキツ品種「佐賀果試

４℃,８℃,常温→４℃,常温→８℃すべての試

35 号」は,2018 年より無加温ハウスで,2020 年か

験区で貯蔵３か月後の４月５日までの腐敗果発生

らは露地で栽培導入されている。露地栽培での出

率は５％以下に抑制した（表１）。

荷時期は無加温ハウス栽培の出荷終了後である４

貯蔵温度と果皮障害の発生では,対照の常温貯

月以降とすることが計画されているため,収穫か

蔵と比較して,全ての処理区で「しなび」はほぼ発

ら３か月以上の長期貯蔵を行う必要がある。そこ

生せず,「へた枯れ」発生率も低かった。一方,貯

で,長期貯蔵に適した貯蔵条件や貯蔵中の果実品

蔵温度４℃では常温や８℃貯蔵区と比較して「緑

質の推移について検討を行った。

斑」の発生率が高かった（図１）。

【材料及び方法】

収穫時の糖度および酸度別の果実品質の推移で

佐賀上場営農センター内の圃場に植栽した成木

は,調査終了時で糖度は１〜２度上昇した。酸度は

を供試した。貯蔵試験は場内の温湿度制御可能な

高糖高酸果実が 0.65％,低糖低酸果実が 0.50％低

貯蔵庫を用い，湿度は 85％とし温度を４℃,８℃

下した（図２）。

区を設けた。また収穫後２か月を常温で貯蔵し,そ

以上のことから,貯蔵温度により「しなび」や「へ

の後４℃,８℃で貯蔵する区を設けた。これらの区

た枯れ」の発生率に差はなかったが,「緑斑」の発

の貯蔵期 間 中の腐敗 果 発生率と 果 皮障害発 生率

生率が低い温度８℃,常温→８℃が長期貯蔵に適

（「緑斑」、「しなび」,「へた枯れ」）を調査した。

していると考えられた。また,８℃貯蔵において収

貯蔵中の果実品質の推移では,８℃で貯蔵した

穫時の果 実 品質に関 わ らず貯蔵 期 間中に酸 度が

果実を収穫時から約 1 か月おきに果実糖度及び酸

0.6％程度減少した。よって食味として良好である

度を調査した。調査は,収穫時の果実品質をもとに

0.8％を出荷時の目標酸度とした場合は,収穫時の

高糖高酸果実と低糖低酸果実に区分して行った。

酸度を 1.4％程度とする必要があり,秋季マルチ
等で酸度を維持する対策の検討が必要と思われた。

表１

貯蔵温度と腐敗発生率(累積％

処理区
８℃

2021)

2月5日

3月1日

4月5日

5月6日

0.9

2.7

3.2

4.6

常温→８℃

0.6

3.0

4.0

4.7

４℃

0.8

1.1

2.2

2.8

常温→４℃

0.2

2.9

4.3

6.7

＊収穫日：2021.1.4

収穫日：2020.1.10

収穫日：2019.12.20

図２

図１

貯蔵温度と果皮障害の発生状況(2020.5.8)
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貯蔵中の果実品質の変動(2019)

加温栽培ヒリュウ台‘肥の豊’の若木期における結果母枝の切返しによる着花抑制効果
○川端義実・北園邦弥 １）
（熊本農研セ果樹・宇城地域振興局 １））
【目的】

示唆された。ヒリュウ台‘肥の豊’の前年未結果

熊本県内の加温栽培‘不知火’においては低糖

の若木においては着花過多になる事例が多い。通

度によりデコポンの合格基準を満たさない低品質

常の剪定時に,主枝や亜主枝の先端等の切返しを

果実の発生が問題となっている。そのため，カラ

行うが,本樹種においては,亜主枝や側枝から発生

タチ台に比べ高糖度の果実が生産しやすいヒリュ

している結果母枝についても一定数を先端から

ウ台に,‘不知火’よりも減酸が早い‘肥の豊’を

1/3 程度切返すことで着花過多の抑制による樹勢

接ぎ木したヒリュウ台‘肥の豊’の栽培面積が県

維持に有効と考えられた。今後の課題として,切返

内の加温栽培で増加している。加温栽培のヒリュ

し程度や着花抑制効果が報告されているジベレリ

ウ台‘肥の豊’では，若木期に着花過多になりや

ンとの組み合わせによる着花抑制効果について検

すく,樹勢低下や樹冠拡大の鈍化が懸念される。そ

討を行いたい。

のため,着花過多を抑制して樹勢維持と樹冠拡大

表１ 結果母枝の切返しの有無が着花に及ぼす影響（2013）
処理後の １結果母枝当たりの着花枝数 無着花
処理区
結果母枝長 単生花 総状花
枝数
合計
本
本
本
本
cm
12月切返し 24.4a
6.8a
3.4a
10.2a
0.25
２月切返し
23.6a
5.6a
5.1a
10.8a
0.00
無処理
35.5b
2.7b
22.8b
25.5b
0.00

を図ることを目的に,結果母枝の切返しによる着
花抑制効果を検討した。
【材料および方法】
供試樹は,加温施設内で２年あるいは３年育成
したヒリュウ台‘肥の豊’で,前年は無着果の樹を

注）Tukeyの多重検定により異符号間に有意差あり（5%水準）

用いた。試験規模は 2013 年度は１区１樹８結果母

表２ 結果母枝の切返しの有無が着花等に及ぼす影響（2014）
処理後の １結果母枝当たりの着花枝数 無着花
処理区
結果母枝長 単生花
枝数
総状花
合計
本
本
本
本
cm
12月切返し 21.8a
3.4a
7.3a
10.7a
0.10
２月切返し
22.4a
3.1a
6.8a
9.9a
0.00
無処理
30.2b
9.7b
18.1b
27.8b 0.00

枝の３反復で行い，2014 年度は１区１樹２結果母
枝の５反復で行った。2013 年度の試験においては,
各調査樹から 35cm 程度の長さの結果母枝を選
び,12 月 11 日と２月 10 日に先端から約 1/3 の位

枝長
（長い枝３本）

cm
8.3
7.9
6.0

注）Tukeyの多重検定により異符号間に有意差あり（5%水準）

置を切返した区と無処理区を設けた。2014 年度は,
各調査樹から 30cm 程度の長さの結果母枝を選び，
12 月 11 日と２月 15 日に,2013 年度と同様の処理
区を設けた。調査は,2013 年度は３月 26 日,2014
年度は３月５日に行い, 各区の処理後の結果母枝
長を計測し,その結果母枝から発生した単生花枝,
総状花枝,無着果枝数，発生した枝のうち長い方か
ら３本の枝長（2014 年度のみ）を調査した。
【結果および考察】
12 月あるいは２月に結果母枝を切返すことで,

写真１ 結果母枝を切返した枝の新梢発生と着花状況

２カ年とも無処理に比べて１結果母枝当たりの単

(旧葉は摘葉)

生花枝数と総状花枝数が有意に少なくなり,無処
理枝の 40%程度の着花枝数となった（表１,表２）。
結果母枝の切返し時期については,12 月と２月の
着花枝数は同程度であり,時期の違いによる差は
みられなかった（表１,表２）。結果母枝から発生
した枝のうち長い方から３本の枝長は，無処理に
比べ切返し区でやや長い傾向がみられた（表２）。
以上のことから,結果母枝の切返しにより着花
が少なくなり,発生する枝がやや長くなることが

写真２
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無処理枝の新梢発生と着花状況(旧葉は摘葉)

「おおいた早生」のリレー出荷を可能にする無加温ハウス栽培技術の開発
○小野祥子・福田賢二
（大分農林水産研指果樹）
果実品質（8 月 24 日分析）は露地と比べ Brix

【目的】
大分県のオリジナル極早生品種の「おおいた早

は 0.6～1.2 度高く，クエン酸は 1.0％低くなった。

生」は，少加温ハウス栽培で 7 月中旬～8 月上旬

また後期重点摘果区は通常摘果区に比べ，Brix は

に出荷されており，露地栽培では 9 月中旬頃から

0.6 度高くクエン酸は差が見られなかった（表 3）。

出荷されている。本研究ではその端境期である 8

収穫は満開 133～146 日後の 8 月 28 日に行った。

月下旬～9 月上旬に出荷する無加温ハウス栽培

収量及び平均果実重は，
「通常摘果区」で 24.9kg/

（以下，無加温栽培）技術の開発について温度と

樹，78.9g/果，「後期重点摘果区」で 13.1kg/樹，

摘果方法による収穫期の前進化と品質向上につい

52.6g/果，
「対照区（露地）」は 16.5kg/樹，77.3g/

て検討した。

果であり，収量は通常摘果区，次いで対照区（露
地），後期重点摘果区の順に多かった（表 4）。

【材料および方法】

以上のことから「おおいた早生」は，無加温栽

大分県国東市の大分県農林水産研究指導センタ

培を 2 月下旬に開始すると 8 月下旬～9 月上旬に

ー農業研究部果樹グループほ場において，
「おおい

収穫可能であると考えられた。また，後期重点摘

た早生」（10 年生）の 20 樹を用い，2020 年 2 月

果を行うことにより，通常摘果より Brix が高く

20 日に単棟ハウス（1a）をビニール被覆し無加温

なるが，摘果時期が下がるため 1 果重が小さくな

栽培を開始した。

り，収量が減少することが示唆された。そのため，

ビニール被覆後は昼温を 35℃に設定し，発芽後
の 3 月 6 日から 30℃に，発芽 7 日後の 3 月 13 日

摘果時期と摘果量を再度検討する必要があると考
える。

からビニール除去まで 25℃に設定した（表 1）。
マルチ（多孔質シート）を 4 月 20 日に敷設し，

表1

無加温栽培の温度設定

サイドビニール，天井ビニールともに 5 月 11 日

設定温度

Z

栽培方式

に除去した。灌水は満開 50 日まで適宜行い（週 2

サイド被覆日
（開始～発芽）（発芽～7日後） （7日～除去）

～3 回），満開後 50 日頃（5 月 25 日）から灌水を

無加温

制限した。対照区の露地栽培では 5 月 29 日にマ

表2

2月20日

35℃

25℃

無加温栽培と露地栽培の満開及び収穫日数

ルチ（多孔質シート）を敷設した。
摘果については，通常摘果区と後期重点摘果区

30℃

栽培方式

発芽日

満開日

満開まで y
収穫日
の日数

を設置し通常摘果区では荒摘果を 6 月 8 日，仕上

無加温

3月6日 4月4～17日 44～57日

げ摘果を 7 月 8 日（葉果比 30）に行った。後期重

露地

3月31日

5月10日

-

満開から
収穫まで
の日数

8月28日 133～146日
9月29日

142日

x

点摘果区では荒摘果を 6 月 15 日，仕上げ摘果を 8

z：天井ビニール及びサイドビニールともに一重被覆。

月 4 日（葉果比 30）で行った。対照区は 7 月 17

ｙ:無加温栽培の開始から満開までの日数

日に荒摘果，8 月 18 日に仕上げ摘果（葉果比 30）
を行った。

x：9/23 時点の Brix9.9，クエン酸 1.03％

表3

6 月 12 日から約 10 日おきに品質調査（果実重，

栽培方式 摘果方法

果汁歩合，Brix，クエン酸含量）を行った。
無加温
露地

【結果および考察】
2 月 20 日から無加温栽培を行うと発芽は 3 月 6
日，満開は 4 月 4 日～17 日となり，露地栽培より
発芽は 25 日，満開は約 1 ヶ月早まった（表 2）。
なお，満開期のバラつきはほ場が北向き斜面であ

果実品質

表4

分析日 1果重 Brix
（ｇ）
67.3
8.5
通常摘果
8/24
57.0
9.1
後期重点摘果 8/24
47.8
7.9
8/24

収量

栽培方式 摘果方法
(kg/樹) 1果重(ｇ)
通常摘果
24.9
78.9
無加温
後期重点摘果
13.1
52.6
露地
16.5
77.3

るためで，ハウス上側から開花が始まった。

－ 3 －

クエン酸
（％）
1.05
1.10
2.10

加温栽培キンカンにおけるエスレル液剤散布時の温度が果実の着色の進行に及ぼす影響

〇楠聡太・川村秀和
（鹿児島農総セ）
【目的】

加温および無加温による７～28℃の範囲における

加温栽培キンカンでは，年内出荷比率を高める
ため，果実の着色始期に着色を促進させるエスレ

温度の違いは，果実の着色の進行に影響を及ぼさ
ないことが明らかとなった。

ル液剤の希釈液を散布している。しかし，エスレ
ル液剤を散布する際の温度管理が園地によって異
なるなど，散布時のハウス内の温度による果実の
着色への影響が懸念されている。そこで，加温栽
培キンカンにおけるエスレル液剤散布時の温度が
果実着色の進行に及ぼす影響について検討した。
【材料および方法】
鹿児島農総セのビニルハウス内に鉢栽培‘寧波
キンカン’９年生６樹を供試し，エスレル液剤の
散布後 24 時間を 20℃以上になるよう管理した加
温区と無加温とした慣行区を設けた。調査樹にお
ける１番花の開花盛期は，2020 年６月５日であっ

図１

エスレル液剤散布後 24 時間の施設内の温度推移

表１

エスレル液剤散布後 24 時間の温度がキンカン果

た。エスレル液剤は，着果した果実の着色歩合が
２分程度であった 11 月４日の 15 時頃に，薬液が
葉先から滴り落ちない程度に動力噴霧機で 500 倍

実の着色歩合の進行に及ぼす影響

希釈液を散布した。処理日の 15 時から 17 時及び

試験区

翌日の８時から 15 時まで，換気扇の稼働温度を

加温区
慣行区
有意性

24℃に設定した。
ハウス内の温度は，高さ 1.3ｍの位置に設置し
たデータロガ（TR-52i，T&D Corporation 製）に

11/4 11/11 11/18 11/25 12/2
（０） （７） （14） （21） （28）
2.2
5.4
8.0
8.9
9.3
2.4
5.5
8.2
8.9
9.2
NS
NS
NS
NS
NS

注１）n＝３，２）各樹 20 個ずつ調査，３）着色歩合は０か

より，５分間隔で記録した。１番花由来の果実を

ら 10 の 11 段階で評価，４）t 検定により，NS：有意差な

各調査樹 20 個ずつ標識し，エスレル液剤の散布日

し，５）（）内の数字は散布後日数

である 11 月４日から 12 月２日まで，着色歩合を
調査した。果実品質は，12 月２日に調査した。

表２

【結果および考察】

エスレル液剤散布後 24 時間の温度がキンカン果
実の品質に及ぼす影響

エスレル液剤散布後 24 時間における加温区の

試験区

温度は，20.3～27.6℃で推移した（図１）。慣行

加温区
慣行区
有意性

区の温度は，散布直後は加温区と同程度で推移し
たが，17 時頃から低下し，最低温度は 6.8℃であ
った。その後，温度は翌日の７時頃から上昇し，

果実重
(ｇ)
15.0
16.0
NS

横径
(㎜)
29.1
28.6
NS

果皮色
(a*値)
25.5
26.3
NS

糖度
(〇 brix)
15.8
16.2
NS

注１）n＝３，２）各樹 20 個ずつ調査，３）t 検定により，

９時頃から加温区と同程度で推移した。エスレル
液剤散布後における果実の着色歩合は，加温区お
よび慣行区において，同程度に進行した（表１）。
散布後 28 日目の果実の着色歩合は，加温区では 9.
3，慣行区では 9.2 であった。果実品質は，両区に
おいて差がなかった（表２）。
以上のことから，エスレル液剤散布後 24 時間の

－ 4 －

NS：有意差なし

宮崎県の暖冬年におけるニホンナシ‘幸水’の発芽不良発生状況

○宮廻京平・松浦絵美・松浦祥太・伊藤俊明 １ ）
（宮崎総農試・ １ ） 宮崎農大校）
【目的】

のみ，④「枯死」
：花房，葉芽ともに発芽しない芽

近年，気候変動の影響により，西南暖地を中心

（落脱跡を含む）の４段階に分類した。

とする温暖なニホンナシ産地で，花芽の枯死や小

気温の推移は，宮崎および小林のアメダスを使

花の減少等の発芽不良の発生が報告されている。

用し，秋冬季の 7.2℃以下の低温遭遇時間を算出

その要因は，低温要求量の不足のほか，秋冬季の

した。

気温上昇により耐凍性が十分に高まらず凍害に遭
うことで発生することが明らかになっている。発

【結果および考察】

芽不良の発生は，宮崎県内において宮崎総農試（宮

宮崎市は，2019 年は花芽の枯死が 3.9％，7.2℃

崎市佐土原町）の露地ほ場をはじめ，県内ニホン

以下の低温遭遇時間が 639 時間，2020 年は枯死が

ナシ産地である西諸県地域（小林市）においても

31.0％で，609 時間であった (表１，図１)。小林

散見されているが，詳しい発生状況は把握されて

市の 2020 年は枯死が確認されず，低温遭遇時間

いない。そこで，宮崎総農試及び西諸県地域にお

は 986 時間，2021 年は枯死が 4.1％，１～２輪及

ける，主要品種‘幸水’の発芽不良の発生状況を

び無着葉花の割合もわずかに高く，低温遭遇時間

調査した。

は 1,144 時間であった(表１，データ略)。
7.2℃以下の低温遭遇時間の平年値（1991～2021

【材料および方法】

年）から宮崎市は４割程度，小林市は３割程度少

供試樹は，宮崎総農試（以下，宮崎市）内ほ場

なかった（データ略）。

の‘幸水’34 年生（2021 年）２樹（2019～2021 年）

ニホンナシをはじめとする落葉果樹が正常に発

並びに，小林市種子田地区生産者（以下，小林市）

芽及び開花するためには，一定期間低温に遭遇し

の‘幸水’約 40 年生２～３樹（2020,2021 年）を

自発休眠を完了する必要がある。1993～97 年に宮

用いた。各供試樹は，火山灰土壌の露地栽培に植

崎市で実施した‘幸水’（鉢植え法）の調査では，

栽され，施肥は年間施肥量の 40％を収穫後の９～

自発休眠完了時期が１月 24 日，低温要求量は 700

10 月，60％を 12 月に施用した。開花前の３月中

時間±19.6 と報告されており（下田ら，1998），

～下旬に長果枝（１年枝）の腋花芽に 2019 年及び

2020 年の宮崎市は 100 時間近く下回っていた。

2020 年は 50 芽/樹，2021 年は宮崎市 100 芽/樹，

以上のことから，秋冬季の気温が低く推移する

小林市 150 芽/樹のラベリングを実施後，３月下

小林市では，
‘幸水’の発芽不良の発生が少なかっ

旬～４月上旬の開花期に花芽の状態を調査した。

たが，南部平野部に位置し，秋冬季が温暖な宮崎

花芽の調査基準は，①「正常」
：１つの花芽の中に

市では，発芽不良の発生が多かった。宮崎県内の

小花と葉芽をもつ混合花芽，②「１～２輪」
：小花

秋冬季の気温が高く推移するニホンナシほ場にお

数が少ない，③「無着葉花」
：葉芽が分化せず花房

いては，花芽の凍害対策技術はもとより，低温不
足に対応した技術の導入が必要だと考えられる。

表１

開花期における‘幸水’長果枝腋花芽の状態

図１

宮崎市の 7.2℃以下の低温遭遇時間
（宮崎アメダス

－ 5 －

11～３月）

ナシ‘新高’の記録的暖冬による低温不足が，発芽不良や開花異常及び
収穫期の果実品質に及ぼす影響
○中村健吾・北村光康・藤丸治
（熊本農研セ果樹）
【目的】

肥大が鈍り，収穫時点では，正常花と比べて矮小

熊本県のナシ主力品種である‘新高’で，2019

花がやや小さかった。遅れ花は調査開始時点から，

年から 2020 年にかけてこれまでに経験したこと

常に正常花より小さかった（データ略）。果実品質

のない暖冬の影響により，開花時の発芽不良（不

は，１果重は正常花と比べて，矮小花でやや軽く，

発芽や花蕾数の減少，小花の矮小化）や開花の遅

遅れ花で極めて軽かった。矮小花及び遅れ花の糖

延が発生した。

度は正常花に比べて大きな差はなく，果形がやや

そこで，
‘新高’において，冬期の低温遭遇時間

劣った（表１）。

が不足する場合の，側枝齢ごとの発芽不良の発生

以上のことから，2019～2020 年の暖冬によるナ

程度，矮小化した小花や，開花が遅れた小花に受

シ‘新高’の発芽不良（花蕾減少）及び開花遅延

粉した際の着果率及び果実品質について調査を行

は，側枝齢に関係なく発生したが，特に側枝齢１

った。

～２年（腋花芽及び１年生の短果枝）の若い枝で

【材料および方法】

多かったため，側枝の更新を行う場合は，一斉に

熊本県農業研究センター果樹研究所に植栽され
た‘新高’（有袋栽培）を用いて試験を行った。

更新して，若い枝のみに偏った配置にならないよ
うに注意する必要がある。

＜試験１＞2020 年４月中旬に，せん定後に棚付け

矮小花及び遅れ花は，果実肥大，果形こそ正常

された，予備枝由来の側枝を枝齢毎に１年生（腋

花に劣るものの，着果率に差は見られないため，

花芽）～５年生以上（短果枝）に分け，それぞれ

発芽不良が多発した際は，結実管理することで，

11～13 本使用し，先端部から基部まで混合芽の開

収量確保が可能である。

花状況を調査した【開花判定基準は，花数４花以
上（正常），１～３花（花蕾減少），０花（不発芽）
（2016 年，藤丸ら）】。
＜試験２＞2020 年３月下旬に正常花と花弁の小
さい小花（矮小花），４月中旬に開花期が通常より
遅れた小花（遅れ花）に受粉を行い，受粉 40 日後
の着果率を調査した。果実肥大を５月中旬から 10
日おきに各区 20～30 果設け調査した。
果実品質は，９月 29 日に７～10 果を各区収穫
し，果実横径，１果重，糖度，果形を調査した。

図１

【結果および考察】

‘新高’の側枝齢の違いが１花叢当たりの開花数に
及ぼす影響(2020）

＜試験１＞不発芽は，全側枝齢で発生したが，特

注１）食味は良３～不良１で評価
表１ 花弁の大きさ及び開花時期の違いが果実品質及び

着果率に及ぼす影響

に１年生枝（腋花芽）で 79％と極めて高く，次い

横径

で２年生枝（１年生の短果枝）で高かった。３年

１果重
（ｇ）

糖度
（Brix）

果形

着果率（％）
受粉４週間後

生枝以上では，１～２年生枝に比べて発生割合が

正常花

117.1 a

764 a

12.9 a

2.8 a

60.8

低かった（図１）。また，１花叢当たりの開花数は，

矮小花

114.1 a

694 ab

13.4 a

2.3 a

69.6

遅れ花

104.3 ｂ

574 b

13.0 a

2.3 a

56.8

全側枝齢とも花蕾が減少した花叢の割合が高かっ

注１）縦の異なる文字は，Tukeyの多重検定により５％水準で有意差あり

た（データ略）。

注２）果形は，１：悪～５：良の５段階で評価した

＜試験２＞受粉後の着果率は，正常花と比べて，
矮小花，遅れ花ともに大きな差はなかった（表１）。

引用文献）藤丸治・岩谷章生（2016 年）：熊本県

果実肥大は，正常花と矮小花は８月 11 日時点まで

農業研究センター研究報告，第 23 号，56-63

はほぼ同様の肥大であったが，それ以降矮小花の
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白一重袋を被覆したナシ‘甘太’は収穫後にポリ個装することで日持ち性が向上する
○湯田健太・平本恵 1)・藤丸治
（熊本農研セ果樹・県央広域本部 1)）
【目的】

(４)収穫後 14 日後に各処理区を用いて行った食味

ナシ‘甘太’は満開 60 日頃までに白一重袋を掛
けると高糖度果実を生産できるが，収穫後果実が

評価では、食感および食味において、ポリ個装で評
価が高かった(表２)。

しなびやすく,棚持ちが短いことが販売上問題に
１)

以上から収穫後果実をポリ資材で個装し貯蔵す

なると考えられる(2019.岩谷) 。そこで,白一重袋

ると,14 日後までは収穫時からと品質はほぼ劣ら

を被袋した果実の収穫後の日持ち性を向上させる

ず,果皮表面のシワの発生もみられなかった．

方法を検討した。
【材料および処理・試験方法】
＜材料＞
熊本県農業研究センター果樹研究所に植栽され
た‘甘太’14 年生３樹を用いて試験を行った。
＜処理＞
満開約 25 日後に１果叢１果に粗摘果を行った後,
満開約 40 日後に仕上げ摘果を行い,満開 50 日後に
白一重袋を被袋した。被袋した果実を適熟果(果皮

図１

色:2.0～2.5、地色約 2.5)に合わせて収穫した。収

‘甘太’の貯蔵形態の違いによる
果実減量率の推移(2019、2020 平均)

穫した果実を裸果区,ポリ個装区に分け,エアコン
25℃の室内で貯蔵した。なお,ポリ個装には厚さ
0.03ｍｍの LDPE(低密度ポリエチレン)を用いた。
＜試験方法＞
裸果区,ポリ個装区において,各 30 果を供試した。
約３日おきに１果重及び果実の状態（弾力やシワ
の発生）を観察し,７日後（１区 15 果）と 14 日後
（１区 15 果）に,果実品質（１果重、地色、果肉硬
度、糖度）を調査した。

図２

【結果】

果皮色(C.C.)z)

(１)貯蔵後の１果重の減量率は,裸果では３日後

調査年

は 10%を超えた。一方,ポリ個装は,14 日後まで約
１％未満に抑えられた(図１)。

2019

2020

(２)収穫後の果実は減量が進み、次第に張りがな
くなり、さらに進むと果皮表面にシワが発生し、
しなびた果実となる。裸果では７日後には裸果の
半数以上の果実が弾力をおび、日数が経つとしな
び果が増加するが、ポリ個装果実では、収穫 14
日後もしなび果の発生は見られなかった(図２)。
(３)硬度は 14 日後までに 0.3～0.5 下がった。糖
度は裸果で収穫 14 日後に約２度上がり、ポリ個
装はほぼ変わらなかった。これは、図１で示した
通り果実重が減量することによるものと考えられ

硬度(lbs)

糖度(Brix)

調査日
y)

には２%以上となりその後も上がり続け,14 日後に

た(表１)。

‘甘太’収穫後のしなび果発生の推移

表１ 「甘太」の貯蔵形態の違いと収穫後の果実品質推移(2019、2020)

収穫時
10日後
14日後
16日後
収穫時
7日後
14日後

ポリ個装

裸果

ポリ個装

裸果

ポリ個装

裸果

2.8
3.0
3.2
2.3
2.3
2.6

2.8
2.5
3.0
3.5
2.3
2.3
2.7

4.8
4.6
4.6
4.1
4.3
3.6

4.8
4.4
4.6
4.3
4.1
3.9
3.8

14.1
13.9
14.9
14.3
14.6
14.4

14.1
16.0
16.1
16.1
14.3
15.2
16.6

z)ニホンナシ地色カラーチャート値を用いた
y)ポリ個装は厚さ0.03㎜のLDPE袋に入れ,開放部を折りたたみテープで１か所をとめた
x)収穫日:2019年9月20～27日,2020年9月25日
w)室温25℃に設定した室内にて貯蔵した

表２ ナシ「甘太」の収穫14日後の食味評価(2020)
貯蔵形態
食感z)
甘みy)
食味x)
ポリ個装
3.22
3.71
3.83
裸果
2.58
3.71
3.33
＊
n.s.
n.s.
有意差w)
z)1:悪い～5:良いの５段階で評価
y)1:甘くない～5:甘いの５段階で評価
x)1:美味しくない～5:美味しいの５段階で評価
w)＊:Wilcoxon検定により５％水準で有意差あり
v)20代～60代の男女24名に健全果をランダムに選びアンケートを行った
1)引用文献 2019.岩谷 ナシ「甘太」の白一重袋の被袋時期が果実
品質ならびに日持ち性に及ぼす影響 熊本県農業研究成果情報
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カキ「秋王」の生理落果に及ぼす気象要素の影響
（２）蒸散抑制剤がカキの生理落果抑制に及ぼす効果
○

姫野周二¹、北島大奨²、永田 貴之²、面高友洸³、北山淳³

(JA にじ¹、福岡県朝倉農林事務所久留米普及指導センター²、アグロカネショウ株式会社³)
10 日で、平年比—8 および—10 日と著しく早かった。

【目的】
「秋王」
（種苗登録名「福岡 K1 号」）を用いた生理

処理後８～１５日（7 月２日）、１５～１９日（7

落果の様相については前報で示した。満開後４０

月６日）、20～27 日（7 月 14 日）に、各々概ね 7～

～５８日の前期生理落果の後半の生理落果は、落

８日前からの落果（果梗の大きさを見て判定）を約

果 6～8 日前の日照時間が多い程、葉果比が大きく

100～500 果分について調査した。

なる程落果が多くなり、落果した果実は果肉の日

【結果及び考察】

焼け症状を伴うこともあった。葉の光合成が行わ

モイスチャー処理による「秋王」の生理落果抑制

れている場面では葉は蒸散によって水を失って水

効果は、全体的には処理後 19 日までの 7 月 2 日、7

分不足の状況に置かれる。水分補給が急務となる

月 6 日までは処理によって生理落果が明らかに抑制

が、根からの水分供給が間に合わず、近くの水を蓄

された。7 月 14 日ではモイスチャー処理の生理落果

えている果実から水を収奪することはよく知られ

抑制効果はみられなかった(第 1 図)。

ている。このため、果実は日中に収縮し、気孔が閉

7 月 2 日、7 月 6 日は第 2 図のように多くの日照

じる夜間に水分を補給して膨満する。果実の日中

時間が生理落果に影響したとみられ、7 月 14 日は日

における水分不足は品温の余分な上昇による日焼

照遭遇時間が少ないため無処理の生理落果も少なく、

けなどの生理的な悪影響が生じていることが伺え、 モイスチャー処理の効果が持続しなかった否かは判
生理落果の遠因になっている可能性が考えられる。 断できなかった。
これらのことから、この生理落果は蒸散作用に

カキの前期生理落果の後半は葉の蒸散の多少が

伴う果実の水分不足が引き金になっていることが
伺われたので、葉の蒸散量抑制が生理落果減少に
及ぼす影響を検討した。なお、水稲のフェーンによ
る被害は, 稲体からの過蒸散がその直接的な原因
とされており、被害軽減にパラフィンを含有する
液体肥料の散布処理が、その含有する肥料成分に
無関係に過蒸散抑制に有効であることが判ってい
る（村松ら.1979）。
【材料および方法】
葉からの蒸散抑制効果が期待できるパラフィン
ワックス 30%入りの液体微量要素（Mn0.1%、B0.2%）
複合肥料「モイスチャー」500 倍液を満開後３７～
４４日の「秋王」１０園地に処理して無処理と落果
率を比較した。B 園地のみ高接 8 年目で、他は苗木
園地

A

B

C

D

E

F

G

H

I

影響することが明らかになった。蒸散抑制剤「モイ
スチャー」

J

処理日(6月） 21日 22日 17日 24日 22日 24日 21日 21日 22日 22日

処理によっ

からの７～8 年生園地である。E 園地のみ肩掛け噴

て生理落果

霧器で 10 樹に単用で処理し、他の園地は各経営者に

が明らかに

依頼して SS（スピードスプレヤ）を用いて病害虫防

抑制された

除薬剤に加用して処理した。園地規模は５~２０a 程

が、園地に

度である。

よる差も明

本年の「秋王」の生育は、展葉期が 3 月 29 日、
満開期が 5 月 10 日で、
「富有」は同 3 月 27 日、5 月

らかに認められ(第 3 図)、生理落果抑制対策として
その要因解明が必要である。
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マルドリ方式によるカンキツ「不知火」の完熟栽培技術

○五島遼太郎・野村雄太
（大分農林水産研指果樹）
【目的】

ては，大きな差は見られなかった（表４）。以上の

本県では他産地との差別化を目的とした「不知

ことから，慣行の窒素成分の 60％でも完熟「不知

火」の樹上完熟栽培が増加しているが，樹勢低下

火」にマルドリ方式を導入すると，ドリップ施肥

と収量減少が問題となっている。そこで本研究で

と点滴かん水の効果により，果実肥大が促進され，

は，樹勢回復を目的とした完熟「不知火」にマル

クエン酸が低下することが示唆された。しかし単

ドリ方式を導入し，生育や果実品質に与える影響

年度の成績であり年次間差を考慮する必要がある

について検討した。

ため，引き続き検討が必要と考える。
表１

果実肥大の推移（横径）

【材料および方法】
大分県農林水産研究指導センター農業研究部果
樹グループカボス・中晩柑チーム内の 28 年生「不
知火」を供試し，マルドリ区と慣行区を各区 3 樹
ずつ設置した。マルドリ区では，点滴かん水装置
としてかん水チューブ（タイフーンプラス１００），

処理区
マルドリ
慣行
有意性 z)
z)

有意性はｔ検定による。**：1%水準

表２

置し，慣行の窒素成分 60％の液肥を 150ppm の
濃度で，年間４回に分け，合計 N17.0kg/10a 施用
した。慣行は化成肥料（春肥：みかんペレット１

処理区
マルドリ
慣行
有意性 z)
z)

*：5%水準

n.s.：有意差なし

果実肥大の推移（縦径）

液肥混入器（DR06GL），時限式電磁弁（アクア
プロ），被覆資材としてマルチ（タイベック）を設

横径(mm)
9月15日 10月15日 11月15日 12月15日
64.5
77.0
82.6
84.2
64.9
76.0
81.2
82.3
n.s.
n.s.
n.s.
*

縦径(mm)
9月15日 10月15日 11月15日 12月15日
69.4
79.7
86.5
88.5
66.6
75.5
81.6
83.3
**
**
**
**

有意性はｔ検定による。**：1%水準

*：5%水準

n.s.：有意差なし

号，夏肥・初秋肥：みかんペレット２号，秋肥：
エコノミックユーキ 288）を合計 N28.4kg/10a 施
用した。マルドリ区では，7 月中旬から 9 月下旬，
12 月下旬から 2 月中旬に点滴かん水装置を使用
し 1 日 1 回 20L/樹のかん水を行なった。慣行区は
かん水を行わなかった。マルチ被覆は保水を目的
として 8 月 11 日から 4 月 14 日まで行なった。定
期的に果実肥大及び葉緑素含有量（SPAD 値）を
調査し，収穫時に果実品質，収量を調査した。ま
た収穫後の 5 月 18 日に発芽開花状況を調査した。

図１
表３

【結果および考察】
く推移し，12 月の調査では有意な差が見られた
（表１）。縦径に関しては，全ての期間でマルドリ
区が有意に大きく推移した（表２）。10 月 27 日の
葉緑素含有量（SPAD 値）は，マルドリ区の値が
有意に高かった（図１）。収穫時の果実では，マル
ドリ区で１果重，横径が有意に大きくなった。ま
た Brix，クエン酸は，マルドリ区で有意に低くな
った（表３）。鳥害により着果量が減少したため，
収量の比較はできなかった。発芽開花状況につい

果実品質

処理区
マルドリ
慣行

横径は 10 月の調査からマルドリ区の方が大き

葉緑素含有量調査（SPAD）
（2021 年 3 月 29 日）

１果重（ｇ） 横径（ｍｍ） Brix（%） クエン酸（%）
291.5
86.4
16.5
1.10
261.3
82.7
17.2
1.28

**
**
*
有意性 z)
z)有意性はｔ検定による。
**：1%水準 *：5%水準 n.s.：有意差なし

表４

**

発芽・開花状況調査 （2021 年 5 月 18 日）

母枝長
母枝あたり
（cm） 節数 発芽節数 発芽率 y) 直花数 有葉花数 有葉花率 x)
マルドリ 7.3
6.0
4.9
81%
0.2
1.4
87%
慣行
7.3
6.3
4.9
80%
0.2
1.4
88%
※ｔ検定により5％水準で有意差なし
y)
発芽率=発芽節数/節数×100
x)
有葉花率=有葉花数/（有葉花数＋直花数）×100
処理区
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ウンシュウミカンにおけるリン酸・カリの減肥栽培
（第 2 報）

リン酸・カリの連年無施用が土壌，樹体生育，収量等に及ぼす影響
○石本知香・久間祥子 1)・新堂高広・夏秋道俊
（佐賀果樹試・1）佐賀杵藤農林）

【目的】

められなかった。カリは処理２年目から下限値よ

果樹栽培では，土壌のリン酸・カリの蓄積に伴

り低い値で推移した（表１）。

い，近年，リン酸・カリの低減型肥料への転換が

３ ） 収 量 は 結 実 3 年 目 以 降 ， 約 30 ㎏/樹 （ 約

進んでいる。よって，樹園地の環境保全や安定生

4.5t/10a）と安定した収量を維持し，処理区によ

産のためには，長期的な視点に基づいた施肥管理

る差は無く,樹勢への影響も認められなかった（図

を行う必要がある。そこで，10 年間のリン酸・カ

１）。また，果実品質は，糖度，酸度ともに処理区

リの無施用が，土壌や樹体生育，収量等に及ぼす

による差は認められなかった（データ略）。

影響について明らかにする。

以上の結果より，土壌中にリン酸・カリが蓄積

【材料および方法】

している土壌における 10 年間のリン酸・カリの

試験圃場は，花崗岩質土壌と安山岩質土壌に堆

無施用のマルチ栽培では，樹勢や収量,果実品質へ

肥 10 ㎏/樹を混合し，高畝にして植栽した 上野

の影響は認められなかった。また，土壌中の有効

早生 （2010 年時点 4 年生，初結実）で，土壌は，

態リン酸含量は，植物体からの収奪があるものの，

有効態リン酸と交換性カリが 100mg/100g 以上蓄

土壌診断基準適正上限値より蓄積量が多く，大き

積している。なお,栽培方法はマルチ栽培とし，

な影響は認められなかった。交換性カリ含量は，

処理は夏肥から開始した（表 1）。

収量が安定してきた 4 年目以降減少した。これは,

表1

植物体による収奪の影響と考えられ,減肥区は 6

処理区および施肥方法

処理区

施肥量（㎏/10a）

施肥配分

年目以降も減少傾向が継続していることから,今

減肥区

N：P：K＝26：０：０

春：夏：秋＝4：2：4

後も連年無施用が土壌,樹体生育,収量等に及ぼす

標準区

N：P：K＝26：14：14

春：夏：秋＝4：2：4

影響を把握する必要がある。

0〜10 ㎝，10〜20 ㎝の層から採土し，有効態リン
酸はトルオーグ法，交換性カリは酢安抽出により
分析した。植物体中のリン，カリは，毎年 10 月

150
（mg/100g）

土壌は毎年秋肥施用前の 10 月に表層から深さ

交換性カリ含量K2O

※肥料は、硫安、過リン酸石灰、塩化カリを用いた

中旬に未結果春枝の中位葉を採葉し，乾式分解法

減肥区

標準区

100
50
0
’10年

’12年

’14年

’16年

’20年

処理年

2年目

4年目

6年目

10年目

により分析した。また，毎年 10 月中旬に収穫し，
収量と果実品質を調査した。

図１

カリの無施用が交換性カリに及ぼす影響

【結果および考察】
表２.リン酸とカリの無施用が葉中のリンとカリ含量へ及ぼす影響
'10年
処理年

'12年
2年目

'14年
4年目

'16年
6年目

'18年
8年目

'20年
10年目

リン 減肥区
（％） 標準区

0.16

0.17

0.15

0.13

0.14

0.12

0.16

0.18

0.16

0.13

0.15

0.13

カリ 減肥区
（％） 標準区

1.41

0.62

0.63

0.47

0.60

0.47

1.32

0.62

0.61

0.48

0.71

0.48

処理開始以降,土壌診断基準適正上限（50 ㎎/100g）

60

）

樹

２）収穫後の葉中リンとカリは処理による差は認
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図２

’20年

時期は，処理 13 年目以降と推定された。

’19年

土壌診断基準の下限値（33.0mg/100g）以下となる

’18年

20

㎏
/ 0

’17年

を用いた予測値から，減肥区の交換性カリ含量が

’11年

量

（

き，標準区より有意に低くなった（図１）。近似式

減肥区
標準区

収 40

'10年

肥区については，処理 6 年目以降も減少傾向が続

’16年

理４年目に約 50mg/100g まで減少した。また，減

’15年

壌診断基準適正上限を超えた値で推移したが，処

’14年

性カリ含量は，両処理区とも処理 2 年目までは土

’13年

を超えた値で推移した（データ略）。土壌中の交換

’12年

１）土壌中の有効態リン酸含量は，両処理区とも

リン酸とカリの無施用が収量に及ぼす影響

佐賀県における

ナシさび色胴枯病

の発症状況と発症園地の特徴（第１報）

〇児玉龍彦・近藤知弥・原口悛輔・加藤恵・衞藤友紀
（佐賀果樹試）
発症樹では 5.7％と低い傾向であった（図 2）。また

【目的】
近年，県内の露地栽培のナシ園を中心に細菌性
病害

ナシさび色胴枯病

（Dickeya dadantii）が

透水性は，未発症園 C 及び発症園 B の未発症樹の
透水係数が 10-3〜10-4 と適正範囲であったのに対し，

発生している。本病はモモ・リンゴでも発生し，発病

発症園 A 及び発症園 B の発症樹では 10-4〜10-5 と

樹の多くは枯死するようである。一方，ナシでは主幹

小さく，透水性は低い傾向であった（表１）。土壌

部等から樹液様物質が漏出し，さび色に変色する

硬度は，発症園 B の未発症樹では深さ 40cm まで

症状が認められ（図１），その後樹勢が衰弱し，症状

20mm 以下であったのに対し，発症園 A，未発症園

が進行すると枯死に至ることもある。しかし，発症に

C，発症園 B の発症樹は 20mm 以上でありやや硬

至るメカニズムや環境要因等が

い傾向であった（データ略）。発根状況は，地表か

不明であり，登録農薬も無いこ

ら 10〜30cm において未発症園 C は 90%以上で発

とから，対策技術の確立が急務

根を確認できたが，発症園 A は 40％程度と少なく

である。本報では，本県における

（図 3），かつ枯死根も確認された。

発症状況及び発症園地の土壌環

過去の持ち込み診断等でも，罹病樹の樹齢は比
較的若い傾向であり，これはアンケートの結果と

境について調査を行ったの
図１ ナシさび色胴枯病

で報告する。

も一致する。また，発症樹周辺の気相率，透水性が

【材料および方法】

低い等の土壌環境が悪いため発根が少ないことが

１）発症状況調査：県内主要産地のナシ生産者（118

発症に関与していることが推察された。今後は感

名）に対し，2020 年 11 月にアンケートを実施した。

染経路等の詳細な解析を行うとともに，効果的な

２）土壌環境調査：2020 年 8 月 28 日及び 31 日に

対策技術の検討をすすめる必要がある。なお，本研

以下に示す 幸水 等を栽培している 3 園地で土壌

究は農林省委託プロジェクト「果樹等の幼木期に

物理性及び発根状況を調査した。発症園 A は 2019

おける安定生産技術の開発」の中で実施している。

〜2021 年に発症が認められ，年々，園地全体に被
害が広がっている。発症園 B は，2019 年に園地の
一部で発症が確認されている。未発症園 C は，2020
年の調査時点まで未確認であった。調査は，各調査
園 3 樹について，株元から 1m の位置における深さ
20cm・40cm 地点の三相分布と透水性，土壌硬度（深

図 2 ナシさび色胴枯病発症園及び未発症園の
三相分布の違い (pF1.5)（深さ 40cm）

さ 40 ㎝まで 10cm 間隔，山中式土壌硬度計），さら
に発根状況として周囲 5 ヵ所/樹，深さ 40 ㎝まで
表1

10cm ごとに断面の発根有無を調査した。
【結果および考察】

深さ

１）発症状況調査：県内主産地において 36.4％が

20cm

発症樹を保有していた。発生規模は 1 園主当たり 1

40cm

ナシさび色胴枯病発症園及び未発症園の透水係数の違い
未発症園C

深さ

発症園B
発症樹
未発症樹

2.27×10−５ 5.38×10−4

20cm

7.15×10−5 2.63×10−3

40cm

1.32×10−4 2.41×10−3

発症園A

−５

2.20×10

−4

3.17×10

〜5 本程度が 73.0％であった。発症した品種は，
幸水

豊水 等であり、4〜5 年生樹での発症数

が多かった。一方，発症園の園地環境の特徴として
は発症樹保有者の 59.7％は
硬い

耕土が浅い

排水性が悪い・土が

と回答した(データ略）。

２）土壌環境調査：各園地の気相率は，未発症園 C
及び発症園 B の未発症樹ではそれぞれ 13.3%，

図3

17.9％に対し，発症園 A では 6.3%，発症園 B の
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ナシさび色胴枯病発症園及び未発症園の発根の有無の違い
（発症園 A，未発症園 C）

ビワ遺伝資源における灰斑病接種による果実腐敗に対する感受性の差異
○中里一郎・坂口龍之介 1）
（長崎農林技開セ果樹・1）現 長崎県県央振興局）
【目的】

は、他の品種に比べ感受性が低いと考えられた。

ビワは国産果実として市場からの要望は強いが、

腐敗面積と保存後の糖度（図 1）、ｐH および酸

収穫・出荷後に腐敗が発生することから、ビワ商

含量（データ略）との相関は低かった。

材に対する信頼が著しく損なわれている。産地で

これらのことから、灰斑病の果実腐敗に対する

は防除対策が進められているものの被害を完全に

感受性には品種間で差があり、
‘ストロベリー’、

抑えるまでには至っておらず、今後は防除対策だ

‘イェフダ’は灰斑病菌に対して感受性が低いと

けでなく育種面からの対策も必要である。

考えられた。また、果実品質は果実腐敗に影響し

そこで、育種面からの耐腐敗性品種育成に資す

ていないと考えられた。

るため当部門に植栽されているビワ遺伝資源の灰
斑病による果実腐敗に対する感受性を調査した。
【材料および方法】
当部門に植栽されているビワ遺伝資源の中から
16 品種の果実を供試した。
腐敗菌接種試験は、2021 年６月４日に採取した
適熟果を各品種 10 果供試した。
接種は果実赤道部
にφ0.7mm で深さ３mm の穴を１箇所開け、そこに
1×105 個/ml に調整した菌懸濁液（灰斑病菌：

Pestalotiopsis funerea F17）を 20µl 接種した。
接種した果実は出荷容器
（５果入り）
に入れた後、
濡らしたキムタオルを敷いたタッパーに入れ密封
し、25℃のインキュベータに７日間保存した。そ
の後、菌接種部から広がった病斑の大きさを縦横
２箇所測定し、表面の腐敗面積を算出した。果実
品質については、
各品種とも 2021 年６月４日に採
取した適熟、健全な果実 10 果を、スポンジを敷い
たコンテナに入れ、室温で７日間保存後、糖
度、ｐH および酸含量を測定した。
【結果および考察】
2021 年の接種試験の結果では、
‘ストロベリー’、
‘メキシコ No.1’、‘五十鈴’、‘イェフダ’の
腐敗面積が小さく、‘薩摩’、‘后山晩熟’、‘茂
木’、‘梅花霞’が大きかった（表 1）。2020 年
の接種試験でも、‘ストロベリー’、‘イェフダ’
が他の品種に比べ腐敗面積が小さかった（データ

図 1 接種による腐敗面積と糖度との関係

略）。この２品種については、灰斑病菌について
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