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摘要：‘はるみ’の隔年交互結実栽培において強勢台木であるシイクワシャー台の適正を検討し

た。

シイクワシャー台は‘はるみ’の隔年交互結実栽培において新梢の発生が多く、樹勢の維持が

容易で、果実肥大が良好であった。収量はカラタチ台の交互結実栽培の樹とほぼ同等で、果実

品質においては糖度がやや低いがその差は小さく、クエン酸含量は明らかに低かった。さらに、

幼果期の着果量が少ないため、摘果等の作業時間が短く、‘はるみ’の隔年交互結実栽培用の

台木として優れると考えられた。
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Abstract：Characteristics of citrus ‘Harumi’ on Shiikuwashas in a systematized biennial
bearing method were examined. In a systematized biennial bearing method, in
comparison with trifoliate orange, ‘Harumi’ on Shiikuwashas had many buds. It causes
easier maintain tree vigor. The fruit size was more bigger, but the yield was almost the
same, and juice solids content was slightly lower. As fruit load was small, the labor of
pruning was reduced.From these result , Shiikuwashas was considerd to be a suitable
rootstocks for ‘Harumi’ under systematized biennial bearing method.
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緒 言

‘はるみ’は食味が優れた中晩柑品種である 。果皮１）

が剥きやすく、じょうのう膜が薄くて柔らかく、種が少

ないため、食べやすく、現在の消費者の嗜好性に適した

商品価値の高い品種である。しかし、栽培面では隔年結

果性が非常に強く、連年結実させるには、きめ細かい管

理が要求される。さらに、隔年結果した場合、表年には

高品質な果実を生産することが可能であるが、裏年には

果実が大きくなりすぎ商品価値のない果実が多くなる。

近年、ウンシュウミカンでは誰でも簡単にでき、超省

力的で高品質果実を安定生産できる技術として隔年交互

結実栽培（以後交互結実栽培）の取り組みが始められて

いる。宮田 はこれにより収量は若干少なくなるものの２）

商品性の高い中玉果実の割合が増し、作業時間は約85％

に短縮したと述べている。隔年結果性の強い‘はるみ’

はこの栽培技術に向いていると思われる。

中晩柑の交互結実栽培においては結実年の着果負担に

より、樹勢の低下することが考えられ、その場合、果実

が小玉で酸高になったり、収量が著しく低下することが

懸念される。このことを回避するにはカラタチ台よりも

強勢な台木を用いることが有効な手段と考えられ、‘は

るみ’の交互結実栽培において強勢台木であるシイクワ

シャー台について検討した。

材料及び方法

試験は現地ほ場（蒲郡市相楽町）でJA蒲郡市農協の施

肥基準と防除基準に準じて栽培された露地栽培６年生カ

ラタチ台とシイクワシャー台の‘はるみ’を用いた。試

験区は１区３～８樹とし、表１に示した処理区を設定し

た。

表１ 試験区

2002年度 2003年度

ｼ ｲ ｸ交互結実 遊休 生産（葉果比100）

ｶﾗﾀﾁ交互結実 遊休 生産（葉果比110）

ｼ ｲ ｸ連年結実 生産（葉果比120） 生産（葉果比120）

ｶﾗﾀﾁ連年結実 生産（葉果比120） 生産（葉果比120）

せん定は主枝、亜主枝先端の切り返しと不要枝の間引

きに加えて、交互結実区は遊休年の2002年３月下旬に除

葉率30％程度の切り返しせん定をした。そして、生産年

の2003年３月下旬に着花を減らし、新梢を確保するため

夏秋梢を中心に除葉率10％程度の切り返しせん定をした。

連年結実区は間引きと切り返しを併用したせん定をし、

除葉率は20％程度とした。摘果は６月中旬に粗摘果で、

全体の摘果量の約８割を落とし、残りの２割を７月下旬

に仕上げ摘果で落とした。最終的な葉果比がシイク交互

結実区は100程度、カラタチ交互結実区は110程度、連年

結実区は120程度になるようにした。連年結実区で葉果

比120の着果量が確保できない樹は無摘果とした。また、

遊休樹については着果が非常に少なく摘果をする必要が

なかった。

生育量については2003年４月に１樹当たり３枝選び枝

先50cm調査法 で旧葉数、直花数、総状花数、有葉花数、3）

新梢発生数を調査した。

樹の大きさは、試験開始前の2002年３月と試験終了後

の2004年３月に、幹周と樹冠容積を測定した。樹冠容積

は樹高、東西、南北を測定し、７かけ法 により算出し3）

た。

糖・酸の推移は2003年度の８月から12月に月に１度、

１区につき比較的着果良好な３樹を選び、１樹当たり１

果を採取し、ジューサーで果汁を絞り、糖度はデジタル

糖度計でクエン酸は1/10N NaOHで滴定し、算出した。

収量及び階級比率については2002、2003年度に収穫後、

収量は全調査樹について調査した。階級比率は全収穫果

について、表２に示す通りにS以下から５L以上に分別し

重量比率を示した。

表２ 果実階級

階級 果実横径（mm）

Ｓ 61～67

Ｍ 67～73

Ｌ 73～80

２Ｌ 80～88

３Ｌ 88～95

４Ｌ 95～103

５Ｌ 103～110

商品果率は2002、2003年度に収穫後、１区につき代表

的な３樹を選び外観から判断し、商品となる果実となら

ない果実に分け、商品となる果実の重量割合を示した。

商品果の量は各樹の収量に商品果率を乗じ算出した。

果実品質は2003年度に収穫後、すべての調査樹につい

てSから５Lまでの果実を１階級につき１果採取し、糖度、

クエン酸を上記と同様な方法で測定し、各区について、

すべての果実の平均値で示した。

作業時間は2002、2003年度にせん定、摘果、枝吊り、

収穫、防除、施肥について10ａ当たりにかかる時間を測

定し、２カ年の平均で示した。

試験結果

表３に示す通りに、シイク交互結実区は旧葉100枚当

たりの新梢の発生数は28.3でカラタチ交互結実区の4.1

を大きく上回り、カラタチ連年結実区の16.0より多く十

分量であった。シイク連年結実区は着花不足の影響から

新梢数は42.5と最も多かった。カラタチ交互結実区は総

花数234.9でシイク交互結実区の147.4より多かったが、

総状花の発生がみられ、有葉花率が29.0％と低く、明ら

かに着花過多の状態であった。連年結実区はいずれも総

花数70以下で、着花不足の状態であった。

試験開始前と終了後の樹の大きさを表４に示した。シ

イク交互結実区は２年間の樹冠容積の拡大率が他の区に

比べて大きかった。幹周についても２年間の拡大率が最

も大きくなる傾向が認められた。
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表３ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の着花量に及ぼす影響（2003年度）

旧葉100枚当たり
区

新梢数 有葉花数 直花数 総状花数 総花数 有葉花率

%

ｼ ｲ ｸ交互結実 28.3 73.5 a 73.9ab 0.0 b 147.4ab 61.8ab

ｶﾗﾀﾁ交互結実 4.1 64.7ab 140.5 a 29.7 a 234.9 a 29.0 b

ｼ ｲ ｸ連年結実 42.5 23.0 b 6.1 b 0.0 b 29.1 b 79.3 a

ｶﾗﾀﾁ連年結実 16.0 42.7ab 21.4 b 1.8 b 65.9 b 64.9 a

注）１区につき３樹選び、１樹当たり３枝について、枝先50cm法により、旧葉数、新梢数、

有葉花数、直花数、総状花数を調査した。

同一符号間ではFisherの多重比較検定により危険率５％水準で有意差がないことを示す。

表４ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の生育に及ぼす影響

幹周 樹冠容積
区

2002年３月 2004年３月 拡大率 2002年３月 2004年３月 拡大率

cm cm % m m %3 3

ｼ ｲ ｸ交互結実 26.3 37.7ab 143 9.5 19.2 201

ｶﾗﾀﾁ交互結実 23.4 31.0 b 133 12.2 16.9 139

ｼ ｲ ｸ連年結実 28.9 39.9 a 138 13.6 16.7 123

ｶﾗﾀﾁ連年結実 25.6 33.9ab 132 11.9 16.4 138

注）同一符号間ではFisherの多重比較検定により危険率５％水準で有意差がないことを示す。

収穫果の階級比率を図１に示した。シイク交互結実区

とカラタチ交互結実区はＬ果中心で、シイク交互結実区

の方がＭ以下の階級が少なく、２Ｌ果の割合が高かった。

シイク連年結実区とカラタチ連年結実区は２Ｌ果中心で

あったが、商品性の低い３Ｌ以上の果実の割合が高かっ

た。

収量に及ぼす影響は表５に示した。一果平均重はシイ

ク交互結実区は葉果比を低く設定したにも関わらず、

148.4gでカラタチ交互結実区の140.3gをやや上回った。

１樹当たりの収量はシイク交互結実区は49.9kgでカラタ

チ交互結実区の51.6kgとほぼ同程度であった。シイクワ

シャー台、カラタチ台とも連年結実区は着果が不安定で、

裏年の2002年度は１樹当たりの収量がシイクワシャー台

は12.0kg、カラタチ台は15.6kgで非常に少なかった。

図1 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の
階級比率に及ぼす影響(2003年度)
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図1 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の
階級比率に及ぼす影響(2003年度)
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表５ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の収量に及ぼす影響

一果平均重 １樹当たり収量 商品果率 商品果量
区

2003年 2002年 2003年 ２ヶ年 2002年 2003年 ２ヶ年

g kg kg kg % % kg

ｼ ｲ ｸ交互結実 148.4± 8.3 － 49.9 49.9 － 79.7 39.8a

ｶﾗﾀﾁ交互結実 140.3±13.0 － 51.6 51.6 － 87.6 45.2a

ｼ ｲ ｸ連年結実 179.2±15.0 12.0a 23.9 35.9 12.0 58.9 15.5b

ｶﾗﾀﾁ連年結実 186.7±23.5 15.6a 38.5 54.1 53.8 80.6 39.4a

注）±は標準偏差を示す。

同一符号間ではFisherの多重比較検定により危険率５％水準で有意差がないことを示す。
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表年の2003年度についてはカラタチ台は38.5kgで交互結

実区の８割程度であったが、シイクワシャー台は23.9kg

で交互結実区の半分程度であった。２年間の合計でみる

と、カラタチ連年結実区は最も収量が多く54.1kgであっ

たが、交互結実区と有意な差はみられなかった。シイク

連年結実区は35.9kgで交互結実区の７割程度であった。

シイク交互結実区は商品果率が79.7％と高く、商品果の

量は39.8kgでカラタチ交互結実区の45.2kgよりやや少な

かったが、有意な差はみられなかった。シイク連年結実

区は商品果率が最も低く、表年である2003年度で58.9％、

裏年である2002年度は12.0％でほとんど商品になる果実

がなかった。商品果の量は２ヶ年で15.5kgで最も少なか

った。カラタチ連年結実区は商品果率が表年は80.6％と

高かったが、裏年は53.8％と低かった。商品果の量は

39.4kgでカラタチ交互結実区よりやや少なかったが、有

意な差はみられなかった。

果実の発育に伴う糖度の推移は図２に示した。糖度は

シイク交互結実区はカラタチ交互結実区と比べ11月27日

のみやや低かったが、それ以外はほぼ同様に推移し、最

終の12月19日には差がなかった。シイク連年結実区はシ

イク交互結実区と比べて明らかに低く推移したが、カラ

タチ連年結実区はカラタチ交互結実区と比べてほぼ同様

に推移した。

クエン酸含量の推移は図３に示す通りに、シイクワシ

ャー台は交互結実、連年結実区いずれもカラタチ台より

低く推移した。

図２　台木及び結実法の違いが‘はるみ’の糖度の
　　　推移に及ぼす影響（2003年度）
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図３　台木及び結実法の違いが‘はるみ’の
　　　クエン酸の推移に及ぼす影響（2003年度）

表６ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の果実品質に及ぼす影響（2003年度）

区 一果重 糖 度 クエン酸 糖酸比

g % %

ｼ ｲ ｸ交互結実 160.1 12.1ab 0.93b 13.0a

ｶﾗﾀﾁ交互結実 149.3 12.4 a 1.17a 10.5b

ｼ ｲ ｸ連年結実 188.1 11.6 b 0.81c 14.2a

ｶﾗﾀﾁ連年結実 192.5 11.7 b 1.08a 10.8b

注）同一符号間ではFisherの多重比較検定により危険率５％水準で有意差がないことを示す。

収穫果の果実品質を表６に示した。糖度はシイクワシ

ャー台、カラタチ台とも交互結実区が連年結実区より高

かった。交互結実栽培ではシイクワシャー台はカラタチ

台より低かったが、その差は小さかった。クエン酸はシ

イクワシャー台は交互結実区、連年結実区ともカラタチ

台よりり明らかに低く、糖酸比は明らかに高かった。

10ａ当たり作業時間を図４に示した。シイク交互結実

区は摘果に要する作業時間が9.3時間で、カラタチ交互

結実区の26.7時間の３分の１程度であった。シイク交互

結実区の作業時間の合計は51.9時間で、カラタチ交互結

実区の86.9時間の６割程度であった。カラタチ連年結実

区は作業時間が最も長く、94.3時間であった。

以上の結果から‘はるみ’の交互結実栽培で、シイク

ワシャー台はカラタチ台に比べ、新梢の発生が多く、果

実肥大が良好であった。さらに、収量は同程度で、果実

品質は糖酸比が高く、作業時間が短いことが認められた。

図４ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の作業時間
に及ぼす影響（2002、2003年度平均）
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図４ 台木及び結実法の違いが‘はるみ’の作業時間
に及ぼす影響（2002、2003年度平均）
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考 察

交互結実栽培は近年、ウンシュウミカンで盛んに研究

されている。それらによると収量がやや低下する場合が

あるが、果実品質や省力性においては連年結実栽培に比

べて勝っており、倉知 は青島温州では経営的には交互4）

結実栽培の方が有利であるとしている。‘はるみ’は隔

年結果性が非常に強いため本試験からも連年結実栽培で

は着果が安定せず、特に、シイクワシャー台でこの傾向

が強かった。そのため、シイクワシャー台では交互結実

区が連年結実区より収量が多くなった。これは少量でも

果実を着果させると翌年の花芽の量が極端に少なくなり、

連年結実区の着果のバラツキが大きかったためと考えら

れる。これらのことから、シイクワシャー台の場合は明

らかに交互結実栽培が有利であると考えられる。

カラタチ台について、連年結実区は交互結実区より収

量がやや多かったが、商品果率が低く、商品果の量はや

や少なかった。作業時間の短さや、管理作業の簡易さも

加味すると交互結実が有利であると思われる。しかし、

遊休年に強いせん定をし、生産年に弱せん定をした場合、

極端に新梢が少なくなるいわゆるベタ花の状態となり、

樹勢が弱まり、果実肥大が劣った。中川ら は菊間中生5）

で遊休年に発生した夏秋梢を翌春まで放置すると新梢発

生が少なく果実肥大に悪影響を与える結果となったこと

を報告しているが、ウンシュウミカン以上に大玉である

ことが要求される‘はるみ’は、この問題は特に重要で

あると思われる。今回の試験ではある程度夏秋梢の処理

を行ったが、それでも新梢の発生は十分でなく、生産年

においてより多くの新梢を発生させる技術を検討する必

要があると思われた。

一方、シイクワシャー台は交互結実栽培の生産年にお

いても十分な新梢発生がみられ、果実肥大も良好で、樹

勢の維持も容易で、交互結実栽培における問題点はみら

れなかった。中川ら は樹勢の強い大津四号の交互結実5）

栽培において、夏秋梢切り返し処理を行わなくても新梢
6）の発生がみられることを報告している。また、荒武ら

は大津四号ではわい性台のヒリュウで交互結実栽培を行

うと樹が衰弱しやすく、小型化し過ぎる可能性を示唆し

ており、交互結実栽培では樹勢が強い方が栽培しやすい

ものと思われる。特に、大玉生産を求められる‘はるみ

’のような品種では樹勢を強くする必要があると考えら

れる。

中晩柑では樹勢強化のため強勢台の研究がされている。

高原らは‘不知火’ でシイクワシャー台はカラタチ台7）

と比べて糖度が低下することを認めているが、‘大谷伊

予柑’ では樹勢が強いにもかかわらず、糖度はカラタ8）

チ台と同程度であったことを報告しており、結果が異な

っている。‘はるみ’の交互結実栽培ではシイクワシャ

ー台はカラタチ台より糖度が低かったが、その差は小さ

く、クエン酸は明らかに低いため、糖酸比は高くなり、

品質的に問題はなかった。

交互結実栽培でのシイクワシャー台とカラタチ台の収

量は同程度であったが、シイクワシャー台は果実の階級

がやや大きくなる傾向がみられた。また、作業時間にお

いては、摘果の労力が非常に小さく、合計ではカラタチ

台の６割程度で、省力効果が大きかった。これはシイク

ワシャー台の摘果前の結実量が適正であるのに対して、

カラタチ台では結実量が多すぎるためと思われる。

以上のことより、遊休年に強せん定をし、生産年に弱

せん定をする交互結実栽培を前提にした場合、シイクワ

シャー台は樹勢の維持が容易で、果実の階級が大きく、

作業時間が短く、カラタチ台より適すると考えられた。
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