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摘要：「歓月」は愛知県農業総合試験場で育成した、大果で食味の優れた晩生の赤ナシ品種である。1990

年に「新高」と「新星」の交配後代から選抜し、2003年８月に品種登録された。特性は次のとおりである。

樹勢は中庸で、樹姿は「新星」に似る。腋花芽の着生は多く、短果枝の維持も容易である。開花期は、

「新高」とほぼ同時期で早い。「幸水」、「豊水」、「新高」、「あけみず」と交配親和性がある。黒斑

病には抵抗性を有し、えそ斑点病は病徴発現性である。

成熟期は「新高」と「愛宕」の間にあたり、果形は円形ないし円楕円形で、果皮色は黄褐色である。果

実重は「新高」より軽く、750g程度である。果肉は白色で、非常に柔らかく多汁である。糖度は14～15％

と高く、果汁pHは5.1で、「新高」、「愛宕」より酸味が少ない。日持ち性は室温（約15℃）で25日程度

で、冷蔵による貯蔵性は「新高」「愛宕」より優れ、 200日程度の貯蔵が可能である。裂果、芯腐れ、み

つ症等の生理障害は見られない。
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The Breeding of Late Maturing Japanese Pear Cultivar ‘Kangetsu’
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Abstract：‘Kangetsu’ is a new late maturing, russet-skin type cultivar of Japanese pear, released by
the Aich-ken Agricultural Research Center. This cultivar originated from the crossing between
‘Niitaka’ and ‘Sinsei’ made in 1990. In 2003, ‘Kangetsu’ was registered on August 19th under the
Seeds and Seedlings Law of Japan.

‘Kangetsu’ trees is moderately vigorous. The tree form looks like that of ‘Shinsei’. The tree exhibits
abundant axillary flower buds on shoot , and it is easy to maintain flower buds on spurs. It blooms
early at the same time as ‘Niitaka’. ‘Kangetsu’ is cross-compatible with ‘Kousui’, ‘Housui’ , ‘Niitaka’
and ‘Akemizu’. ‘Kangetsu’ is tolerant to Black spot disease (Alternaria alternata Japanese pear
pathotype) , but shows the symptom of a pear necroticc spot virus.

‘Kangetsu’ matures between ‘Niitaka’ and ‘Atago’. Fruit is round to oblong conic in shape and the
skin is yellowish brown at maturity. Fruit is large about 750g in average. The flesh is white, very soft
and juicy. Brix values are 14 to 15% and pH values are 5.3, less acid than ‘Niitaka’ and ‘Atago’. The
fruit quality remains good for about 25 days when the fruit is kept at room temperature (about 15℃).
The cold storage life is longer than those of ‘Niitaka’ or ‘Atago’, fruits quality maintain for about 200
days. As for ‘Kangetsu’ , a physiological disorder isn't being observed.
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緒 言

愛知県のナシ生産における優位性は、温暖な気象条件

をいかして、他県の大産地より早期に市場出荷できるこ

とである。このため人気、知名度ともに最も高い早生品

種の「幸水」を８月上旬の旧盆前に出荷することで大き

く発展してきた。しかし「幸水」の占める割合は本県の

ナシ栽培面積の50％に達し、栽培管理や収穫労力の集中、

さらに８月上旬の短期間に出荷が集中することによる販

売価格の低迷等の問題が生じてきた。品種構成の「幸

水」への偏重は全国的な傾向でもあるため、「幸水」に

次いで多く栽培されている中生品種の「豊水」は、出荷

時期が他県産の「幸水」と競合し、販売価格が伸び悩ん

でいる。現在「幸水」と「豊水」の２品種で栽培面積の

75％を占めるに至っており、経営規模拡大は労力的に困

難であり、また気象災害や販売価格変動などの損失を受

けやすい状況となっている。

こうした品種構成の偏りを改善するため、県下の一部

の産地では、「豊水」より後に収穫する晩生品種として

「新高」、「愛宕」の導入がなされた。しかし、これら

の品種は「幸水」、「豊水」に比べ果実の肉質が硬く、

果実のていあ部周辺の裂果、果肉へのみつ入り、芯腐れ

など成熟期に生理障害と思われる症状が発生し問題とな

っている。

そこで本県では、1990年より優良な晩生の赤ナシ品種

の育成に取り組み、２つの晩生品種を育成し、１つは20

01年３月に「陽水」の名で品種登録された。「歓月」は

本県が育成した２つめの晩生の赤ナシ品種として、2003

年８月に品種登録されたので、その育成経過と特性を報

告する。

育成目標と育成経過および特性

１ 育成目標

収穫時期が「豊水」より遅く、「新高」あるいは「愛

宕」と同時期に収穫でき、果実品質が優れ、成熟期の生

理障害が少ないことを育成の目標とした。母親には、大

果で甘みが強い晩生品種の「新高」を用い、父親には農

林水産省果樹試験場（現独立行政法人農業・生物系特定

産業技術研究機構果樹研究所）育成の「新星」を用いて

交配を行った。本品種の系統図を図１に示した。

２ 育成の経過

1990年４月に農業総合試験場園芸研究所（現園芸研究

部）ナシ園で、「新高」に「新星」の花粉を交配した。

採取した種子を翌年２月に播種し、15個の実生個体を得

た。早期に特性の把握をするため、1992年４月に実生個

体から穂木を採取し、15年生の長十郎に１樹あたり２な

いし３実生個体分の穂木を高接ぎした。1994年に一部の

実生個体が、1995年には全ての実生個体および高接ぎ樹

が結実を始めたため、選抜を開始した。このうち果実品

質の優れた１個体を系統名「愛知梨２号」とし、1996年

４月にホクシマメナシ台８年生「筑水」に高接ぎすると

ともに、１年生マメナシ台へも接ぎ木し苗木からの生産

も開始した。この結果、晩生で大果の赤ナシで「新高」

「愛宕」より食味が優れ、生理障害の発生しないことが

確認された。そこで1998年から2000年にかけて原木、お

よび高接ぎ樹において、種苗特性分類調査報告（審査基

準）にもとづく特性調査を行い、2000年８月育成を終了

するとともに「歓月」と命名して品種登録出願をし、20

03年 8月に品種登録された。

３ 樹の特性

「歓月」の樹体の特性を表１に示した。樹勢は中庸で

「陽水」「新高」より弱いが、枝梢が太くて長く、色が

濃茶褐色である点は「陽水」、「新高」に似る。葉は楕

円で大きく、新梢の発生は中程度で、樹姿は「陽水」、

「新高」と異なり、むしろ花粉親の「新星」に似ている。

腋花芽の着生は多く、短果枝の維持は容易である。開花

直前の花らい、花弁、開やく前のやくの色は他の晩生品
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図１　　歓月の系統図
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表１ 歓月と他の晩生品種の樹体の特性 (1997,2000:愛知農総試)

枝 梢 の 形 態 短果枝 腋花芽 成葉
品種 樹勢 葉の大きさ

長さ 太さ 節間長 色 の着生 の着生 の形
歓月 中 長 極太 長 濃茶褐 多 多 楕円 大
陽水 強 極長 極太 長 濃茶褐 中 中 長楕円 極々大z)

新高 強 極長 極太 長 濃茶褐 多 極多 長楕円 極々大z)

愛宕 弱 長 極太 中 茶褐 多 中 円 中

１花叢 花らい 花 弁 雄ずい 葯の 花粉
品種

の花数 の色 色 形 数 の数 色 有無
歓月 中 淡桃 白 卵 少 中 淡紅 有
陽水 多 淡桃 白 卵 中 多 淡紅 有
新高 中 淡桃 白 円 少 多 淡紅 無
愛宕 多 淡桃 白 円 少 中 淡紅 有
注)特性の表記は農林水産省種苗特性分類調査報告(審査基準)による.
z)「陽水」品種登録申請時の特性調査結果による
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種と同じであるが、１花そうの花数が「陽水」、「愛

宕」より少なく、雄ずいの数も「陽水」、「新高」より

少ない。花弁が卵形を呈する点は「陽水」と同じで「新

高」「愛宕」と異なるが、花弁の数は平均おおむね５枚

で「陽水」より少ない（図４：写真）。「新高」が花粉

を持たないのに対し「歓月」は花粉を有する。「歓月」

の開花期間を図２に示した。５年間の平均で開花始めは

４月９日、終わりは４月15日で、「新高」とほぼ同じ開

花期である。

「歓月」の交配親和性を表２に示した。自家結実性は

なく、「陽水」、「新高」に対して花粉親として用いた

場合は結実率がそれぞれ、25.9％、66.7％と低い。「幸

水」「豊水」「陽水」「あけみず」との組み合わせでは

80％以上の高い交配親和性を示す。

2003年までの間、慣行の赤ナシ防除体系で病害虫防除

を行っているが、黒斑病の発生は見られず、黒星病やそ

の他病害虫についても、問題は生じていない。ナシえそ

斑点病保毒樹に接ぎ木した結果、病徴が発現したことか

ら、ナシえそ斑点病に対して病徴発現性である。

４ 果実の特性

「歓月」の収穫期間を図３に示した。本場における

「歓月」の収穫期間は５年間の平均で10月18日から11月

6日で、「新高」より２週間遅く、「愛宕」より約１週

間早い。果実の形状を写真２、写真３に、果実特性調査

( 1997～2001: 愛知農総試)
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図２ 歓月と 他の品種の開花期間

の結果を表３に示した。果実の形は円形に近い円楕円形

で、「新高」と梗あの広さと深さは同程度であるが、て

いあの広さが広い。有てい果が混在するが、その割合は

「新高」より多い。果梗の長さは「新高」と同程度であ

るがやや細い。成熟期の果皮色は黄褐色で、果点の大き

さ、密度ともに中程度である。果面は「陽水」「新高」

より滑らかで、「愛宕」と同程度である。果芯の大きさ

は小さく、果肉がち密である点で、他の晩生品種と異な

る。

「歓月」の果実品質を表４に示した。５年間の平均で

果実重は726gとナシの中では大果であるが、「陽水」

「新高」「愛宕」と比べると小さい。甘みは強く果汁糖

度は15.0％で、「愛宕」より高く、「新高」と同等ない

しやや高い。酸味は中程度で、果汁のpHは 5.1である。

果肉が柔らかいといわれる「豊水」より果肉硬度が低く、

硬度計示度は4.8lbsである。渋みや香気はほとんど感じ

られない。

常温（約15℃）で放置した果実の日持ち性は約25日で、

「新高」より長く「愛宕」と同等である。収穫後に冷蔵

貯蔵した場合の日持ち性を表５に示した。氷温貯蔵の場

合、収穫後約 250日目で６割、冷蔵貯蔵の場合では約 2

00日目で９割の果実が商品性を有し食べられる状態であ

った。いずれの貯蔵方法の場合も、貯蔵により酸味が減

り、果肉硬度が低下する。病害虫による腐敗果を除けば、

表３ 歓月と他の晩生品種の果実の特性 (1997,2000:愛知農総試)

梗 あ ていあ 有てい 果 梗
品種 果形 果皮色

深さ 広さ 深さ 広さ 果有無 長さ 太さ 肉梗
歓月 円楕円 やや深 やや広 やや深 広 混在 中 やや太 無 黄褐
陽水 偏円 深 広 深 広 混在 長 太 無 黄褐z)

新高 円 やや深 やや広 やや深 中 混在 中 極太 無 黄褐z)

愛宕 偏円 深 中 やや深 やや狭 混在 短 中 無 黄赤褐

果 点 果面の 果 肉 果 芯
品種

大きさ 密度 粗滑 色 粗密 形 大きさ
歓月 中 中 やや滑 白 密 短紡錘 小
陽水 大 密 中 雪白 中 短紡錘 中
新高 大 密 中 白 やや粗 短紡錘 中
愛宕 中 中 やや滑 白 中 短紡錘 中
注1)特性の表記は農林水産省種苗特性分類調査報告(審査基準)による.
ｚ 「陽水」品種登録申請時の特性調査結果による）

愛知県農業総合試験場研究報告第36号

表２ 歓月の交配親和性
(1998,2003:愛知農総試)

組み合わせ 結実率
♀ ♂ (%)

歓月 幸水 95.0
歓月 豊水 100.0
歓月 陽水 90.0

z歓月 あけみず 91.1
幸水 歓月 85.7
豊水 歓月 94.1
陽水 歓月 25.9
新高 歓月 66.7

zあけみず 歓月 87.0

z:2003年
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貯蔵期間中の果実の損失の主な原因は、水浸状の果肉劣

化であった。一部の果実では食味上問題はないが、果皮

に黒アザ状の障害が見られた。

「新高」で見られる裂果およびみつ症、「愛宕」で見

られる芯腐れ症状は見られない。後期落果など他の生理

障害も見られない。

５ 栽培上の留意点

「歓月」は樹勢が「新高」「陽水」ほど強くないため、

収量性も同様に高くないことが予想される。樹冠面積１

㎡あたり６～７個、10ａあたり6000～7000個の着果量で、

果重 700g程度の果実生産を目標とするのが適切と思わ

れる。特に近年は１kg近い大果より、 700g程度の果実

の市場性が高く、「歓月」で 700g程度の果実生産を目

標とする場合の収量は10ａ当たり４～５ｔと推定される。

この着果量を目標とする場合、「歓月」は花芽の確保は

容易だが、むしろ着果過多にならないよう注意が必要で

ある。

「歓月」の開花期は「新高」と同時期で、ニホンナシ

の中では最も開花の早い品種に属する。このため晩霜害

を受ける可能性は高く、栽植するほ場の選定には注意が

必要である。また交配用花粉の確保のためには、「幸

水」「豊水」の前年の貯蔵花粉を用いる方法が考えられ

るが、開花期が「新高」と同時期で、極早生品種として

果実の商品性が高い「あけみず」 が授粉樹として有望7)

である。経営的に見ても、「あけみず」と「歓月」は果

実の収穫・販売が競合しないことから、２品種は相互に

授粉樹として適する可能性が高い。

病害虫対策については、従来赤ナシに対して行ってき

た防除体系で問題ない。ただし収穫時期が遅いことから

９月以降のシンクイムシ対策は必要である。また長期貯

9/1 10/1 11/1

歓 月

豊 水

陽 水

新 高

愛 宕

月日

図３ 歓月と 他の晩成品種の収穫期間

( 1997～2001: 愛知農総試)

蔵を想定する場合は輪紋病対策も重要である。これらの

点で袋がけ栽培するのが望ましい。またえそ斑点病発現

性であることから、増殖の際は無病の苗、接ぎ穂を導入

し、高接ぎによる自家増殖の際は、台木が無病であるこ

とを確認する必要がある。

果実の長期貯蔵においては、シンクイムシ、輪紋病対

策により果実の損失を最低限に減らすことが重要である。

また貯蔵中の果皮の黒変については、他の晩生品種 で1)6)

報告されているように、果実の呼吸により果面の炭酸ガ

ス濃度が高まったことが原因と推測される。果実温度が

下がり、果実の呼吸量が低下してから冷蔵庫に入庫する

こと、さらに呼吸量が低下するまでは炭酸ガスが拡散し

やすいように密閉環境におかないことなどが留意点であ

る。

考 察

「歓月」「陽水」は花粉親は異なるが、ともに「新

高」を母親に育成した品種である。「歓月」は15個、

「陽水」は11個と少ない実生個体の中から育成された。

梶浦ら によれば、ニホンナシの交雑育種の歴史におい2)

ては、数代にわたり果実硬度の低いことを交配親の選定

基準としてきたため、現在のニホンナシ主要品種は「二

十世紀」と遺伝的に近縁な集団となったとしている。米

山 は 現在日本国内のナシの栽培面積の85％は「二十9)

世紀」の血を引いた品種で占められているとしている。

「歓月」「陽水」の母親の「新高」は、「二十世紀」の

血を引いていない品種であり、遺伝的に遠縁の組み合わ

せであったことが、効率的に優良な品種の育成につなが

上林・岡田・高瀬・榊原・木村：日本ナシの晩生品種「歓月」の育成

表４ 歓月と主要品種の果実品質
(1997～2001:愛知農総試)

品種 果実重 糖度 ｐH 果肉硬度

(g) (Brix %) (lbs)
歓月 726 15.0 5.1 4.8
幸水 345 13.3 5.3 6.3
豊水 467 13.4 5.3 5.1
陽水 878 14.7 4.9 6.5
新高 952 14.4 5.0 6.9
愛宕 1,206 12.5 4.6 6.8

表５ 歓月の冷蔵による日持ち性 (2001,2003:愛知農総試)

(z果実品質
冷蔵方法 入・出庫月日

糖度 ｐH 果肉硬度 食味不良果
(Brix %) (lbs) (%)

氷温貯蔵 2000.10.23入 14.0 5.2 5.4 0(x

湿度調節有 2001. 7. 9出 13.6 5.7 4.8 40

通風冷蔵 2002.10.25入 14.6 5.1 5.3 0(y

湿度調節無 2003. 4.30出 14.2 5.5 4.4 10

x)温度0～1℃、湿度98%、無包装で冷蔵
y)温度3～5℃、18個まとめて厚さ0.01mmのビニールで包装
z)10果の破壊調査による
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図４ 「歓月」の花

図５ 「歓月」の果実（１）

図６ 「歓月」の果実（２）

歓　月

Ｈ１３.１０.２６
　10 cm

愛知県農業総合試験場研究報告第36号
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ったと思われる。

町田ら は 、果実品質を構成する重量、果肉硬度、4)

糖度、pHのうち果肉硬度の遺伝率が最も高いことを明ら

かにし、過去の品種改良の歴史の中で、肉質のよい品種

・系統を交配親としてきた経過が正しかったことを裏付

けた。今回花粉親として用いた「新星」 は、果実の肉5)

質が緻密で柔らかく食味がよい品種であり、「歓月」の

肉質は「新星」の形質を強く引いたものと思われる。栃

木農試育成の「にっこり」 の場合も「新高」に肉質の8)

柔らかい「豊水」を交配し、肉質の改良に成功している。

これらの点で、今後の晩生ナシの品種改良においても、

「新高」に、果実の肉質の優れた品種を交配することが、

有効な手段であると思われる。

栽培上今後検討を要する点として、現状では以下の２

点があげられる。

一点目は摘果の基準を明確にすることである。「歓

月」では「子持ち花」が多く混在し、子花果実のほとん

どは有てい果であるうえに、本花果実にも有てい果が混

在するため有てい果の割合が高い。「子花」と「本花」、

「有てい果」と「無てい果」など着果条件と果実品質と

の関係を明らかにする必要がある。

二点目は収穫時期の判定基準を明確にすることである。

梶浦ら は、ニホンナシの品種のうち、果皮色の変化と3)

他の果実形質との相関が低く、果皮色が収穫時期判断の

指標となりにくい品種を「非果皮色収穫型品種」と分類

し、晩生品種にこのタイプが多いことを報告している。

「歓月」の場合も「非果皮色収穫型品種」に分類される

と思われる。梶浦らは「非果皮色収穫型品種」の中には、

満開後日数や暦日により非破壊で収穫時期の判断が可能

な品種があることを報告しており、「歓月」の収穫時期

判断の指標として、これらの指標が妥当であるか、さら

に適切な指標があるかを検討していく必要がある。

本県では、果実品質に問題があり生理障害の発生する

「新高」、「愛宕」に代わる晩生品種として「陽水」と

「歓月」の２品種を育成した。「陽水」は近年収穫時期

が前進する傾向があり、「豊水」の収穫後「新高」の収

穫初期までの間をうめる品種と位置づけられる。一方

「歓月」は「新高」の収穫終了後の時期をうめる品種と

して位置づけられる。「陽水」の収穫終了から「歓月」

の収穫初めまでには１週間程度の間隔があり、「陽水」

は日持ち性が低いことから、この２品種の間をつなぐ品

種として「新高」が今後も共存していく可能性がある。

しかし「愛宕」に関しては、完全に「歓月」に置き換わ

る可能性が高い。現在１kg以上の大果の市場性が低くな

っており、果実の大きさが手頃で、食味がよく生理障害

のない「歓月」は10月中旬以降の主力品種となる要素を

持っている。

「新高」、「愛宕」は、冷蔵貯蔵により年末から初春

にかけての長期出荷がされてきた。「歓月」は年末以降

の市場において、先の２品種に代わり得る貯蔵性を有し

ている。さらに「歓月」は「新高」、「愛宕」より貯蔵

性が優れ、翌年初夏まで販売期間を拡大できる。「歓

月」の普及により、より様々な消費の志向に対応でき、

ナシの新たな販売時期や需要の開拓につながることが期

待できる。

「歓月」は晩霜害対策やえそ斑点病対策など栽培上留

意が必要な点はあるが、その他の点については栽培が容

易で、生理障害の発生も見られない。先に育成した「陽

水」とあわせて晩生ナシの導入がすすむことにより、

「幸水」と「豊水」への品種構成の偏りが改善され、労

力分散や経営規模の拡大などナシ経営の安定化につなが

ることが期待される。

育成者と従事期間

本品種の育成に関与した担当者と、その従事期間を表

６に示した。
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