
カンキツ‘はるみ’の隔年交互結実栽培における

遊休年のせん定時期と程度について

坂野 満 ・鈴木寛之 ・杉原巧祐 ・大橋幸雄 ・大平正隆* * * * *

：‘はるみ’の隔年交互結実栽培における遊休年のせん定時期と程度について検討した。摘要

せん定時期については、春季と夏季で果実肥大、品質、収量及び労働時間の差はないため、

体への負担の小さい春季せん定が有利であった。

せん定の程度については、除葉率20％程度の弱せん定は除葉率40％程度の強せん定と比べ

て新梢の総伸長量が大きく、収量が多かった。
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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、現在の消費者のし好性に適した商

品性の高い品種である。しかし、栽培面においては隔年

結果性が非常に強いという特徴がある。

近年、青島温州等の隔年結果性の強いウンシュウミカ

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が実用化されて

いる。‘はるみ’は隔年結果性が極めて強いのでこの栽

培方法が向いていると思われる。

隔年交互結実栽培において遊休年には、樹体に養分を

十分に蓄積させることが必要で、これにはせん定が特に

重要な技術になる。ウンシュウミカンについてはいくつ

かの研究事例がある。宮田ら は青島温州ではせん定は2）

７月10～30日に除葉率30～40％で行うのが適当と報告し

ている。また、脇 は１～３月に植木用の刈り込み鋏を3）

用い除葉率６～７割程度の刈り込みせん定を行い、多量

に発生した春枝を翌年の母枝として利用するとしている。

しかし、中晩柑‘はるみ’については研究事例がない。

そこで、‘はるみ’の隔年交互結実栽培における遊休年

のせん定時期と程度について検討した。

材料及び方法

試験１ せん定時期が着花量、果実肥大、収量及び果実

品質に及ぼす影響

2001～2004年に場内屋根かけ栽培の‘はるみ’を供試

した。試験は遊休年と生産年の２年１組とし、2001年～

2003年に毎年１区３樹の遊休樹を用い、せん定を３月上

旬にする春季せん定と７月下旬にする夏季せん定の区を

設けた。春季せん定区は３月上旬に主枝亜主枝の先端の

切り返しと不要枝の間引きを行い、さらに樹冠外周部の

結果部について除葉率30％程度のせん定を行った。夏季

せん定区は３月上旬に主枝亜主枝の先端の切り返しと不

要枝の間引きせん定を行い、７月下旬に樹冠外周部の結

果部について除葉率30％程度のせん定を行った。翌年の

生産年の管理は両区ともせん定は３月上旬に主枝亜主枝

の先端の切り返しのみとし、摘果は６月下旬の粗摘果で

全体の摘果量の約８割を落とし、７月下旬の仕上げ摘果

で残りの２割を落とし、最終葉果比が60になるようにし

た。

着花量については生産年に１樹当たり３枝を選び、枝

先50cm調査法 で旧葉数、直花数、総状花数、有葉花数4）

を調査した。また、粗摘果直前に結実数を調査した。生

理落果率は次式により算出した。

生理落果率＝（花数－粗摘果直前結実数）／花数

果実横径の推移は１樹につき樹冠外周部の結果部の中

庸な果実を５果選びラベリングし、８月上旬～12月上旬

まで10日に一度ノギスで測定した。

収量及び平均果重については収穫後、全調査樹につい

て調査した。

果実品質は収穫後、すべての調査樹について表１に示

すようなSから５Lまでの果実を１階級につき３果採取し、

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。

表１ 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

試験２ せん定程度が新梢発生量、収量、果実品質及び

労働時間に及ぼす影響

場内屋根かけ栽培の６年生‘はるみ’を１区３樹供試

した。遊休年に当たる2002年度の３月上旬にすべての樹

に主枝、亜主枝先端の切り返し及び不要枝の間引きせん

定を行った後、表２に示すように３月上旬と７月下旬に

樹冠外周部の結果部について除葉率20％程度のせん定を

する弱せん定区と除葉率40％程度のせん定をする強せん

定区を設けた。

表２ 試験区

時期・せん定強度 処理の内容

春季弱せん定 ３月上旬に除葉率20％でせん定

春季強せん定 ３月上旬に除葉率40％でせん定

夏季弱せん定 ７月下旬に除葉率20％でせん定

夏季強せん定 ７月下旬に除葉率40％でせん定

生産年に当たる翌2003年度はすべての区について３月

上旬に主枝、亜主枝の切り返しを行い、摘果は６月下旬

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、最終葉果比が60程

度になるようにした。

新梢の発生量は春枝は遊休年である2002年度の６月に、

夏枝は８月に１樹当たり樹冠外周部の結果部に当たる旧

葉数200から300枚程度の中庸な枝を３枝選び旧葉、新梢

発生数、新梢長について調査した。

階級比率は全収穫果について、表１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。

労働時間についてはせん定、摘果、収穫、枝吊り、防

除、施肥について測定し、10a当たりにかかる時間を算

出した。

着花量、収量、果実品質は試験１と同様に測定した。
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試験結果

試験１ せん定時期が着花量、果実肥大、収量及び果実

品質に及ぼす影響

表３に示すように、旧葉100枚当たりの花数は春季せ

ん定の直花が130.9で、夏季せん定の50.8の約2.5倍であ

った。直花、総状花、有葉花を合計した総花数は春季せ

ん定が254.9で、夏季せん定の178.1の約1.5倍であった。

生理落果率は両区とも直花は97.4％と総状花、有葉花よ

りも高かったが、処理区間の差は小さかった。旧葉100

枚当たりの総結実数は夏季せん定13.4果、春季せん定15.

4果で大きな差はなかった。

2003年度の果実肥大を図１に示した。せん定時期の違

いによる差はみられなかった。また、図２に示すように

一果平均重についても、年による変動はみられたが、せ

ん定時期の違いによる差はみられなかった。

果実品質は表４に示すように、糖度はＭ果が夏季せん

定で13.8、春季せん定で13.6と他の階級に比べて高い傾

向がみられた。せん定時期の違いによる糖度、クエン酸

含量、着色の差はみられなかった。

１樹当たりの収量を図３に示した。年による変動はみ

られたが、せん定時期の違いによる差はみられなかった。

図１　せん定時期の違いによる‘はるみ’の果実横径
　　　　の推移（2003年度）
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図２　せん定時期の違いが‘はるみ’の１果平均重に
　　　及ぼす影響
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図３　せん定時期の違いが‘はるみ’の１樹当たり収量
　　　　に及ぼす影響
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表３ せん定時期の違いが‘はるみ’の着花量に及ぼす影響（2003年度）
直花 総状花 有葉花 合計

区 生 理 生 理 生 理
花数 結実数 花数 結実数 花数 結実数 花数 結実数

落果率 落果率 落果率
% % %

春季せん定 130.9 97.4 3.4 74.5 95.4 3.4 49.5 82.7 8.6 254.9 15.4
夏季せん定 50.8 97.4 1.3 84.4 93.8 5.2 42.9 83.9 6.9 178.1 13.4
注）花数、結実数は旧葉100枚当たりの数を示した。

表４ せん定時期の違いが‘はるみ’の果
実品質に及ぼす影響 （2003年度）

区 階級 糖度 クエン酸 ａ値
% %

春季せん定 Ｍ 13.6 1.02 26.3
Ｌ 13.0 0.98 27.6
２Ｌ 13.2 1.03 27.1
３Ｌ 12.8 1.06 26.7

夏季せん定 Ｍ 13.8 1.01 27.1
Ｌ 13.2 0.98 26.7
２Ｌ 13.0 0.88 26.9
３Ｌ 13.2 0.87 28.0
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試験２ せん定程度が新梢発生量、収量、果実品質及び

労働時間に及ぼす影響

新梢の発生量を表５に示した。春季せん定は夏季せん

定に比べ、春枝の発生数が少なくなる傾向がみられた。

春季せん定におけるせん定程度では、強せん定区は6.0

本で、弱せん定区の8.6本より新梢の発生数は少なかっ

た。春枝の長さは春季せん定は夏季せん定より長くなる

傾向がみられたが、春季せん定区内では強せん定区11.4

cm、弱せん定区10.8cmであり、せん定程度の違いによる

大きな差はみられなかった。春季せん定における春枝の

伸長量は弱せん定区は92.5cmで夏季せん定区と同等であ

ったが、春季強せん定区では68.8cmで明らかに短くなる

傾向がみられた。夏枝については夏季せん定は春季せん

定よりも発生数が多くなる傾向がみられた。夏季せん定

区内では強せん定で3.6本、弱せん定で4.0本であり、せ

ん定程度による違いは見られなかった。夏枝の長さは区

による違いはほとんどみられなかった。夏枝の伸長量は

夏季せん定区は春季せん定区よりも多い傾向がみられ、

いずれも弱せん定区が強せん定区よりも多い傾向がみら

れた。春枝と夏枝の伸長量を合計した総新梢伸長量につ

いては両せん定時期とも弱せん定が強せん定より多い傾

向がみられた。

表６に示すように、旧葉100枚当たりの直花、有葉花

を合計した着花量はせん定時期と程度の違いによる一定

の傾向はみられなかった。

収穫果の階級比率を図４に示した。階級比率は両せん

定時期とも弱せん定でＭ果以下が多く、強せん定で３L

以上の大果が多い傾向がみられたが、商品性の最も高い

L・２L果を合わせた割合はせん定時期及び程度の違いに

よる大きな差はみられなかった。

収量を表７に示した。１樹当たりでは春季では弱せん

定40.0kg、強せん定33.0kgで、夏季では弱せん定37.7kg、

強せん定29.0kgであり、両せん定時期とも弱せん定で多

い傾向がみられた。樹冠容積当たりの収量でも同様の傾

向がみられた。

図４　せん定時期と程度の違いが‘はるみ’の
　　階級比率に及ぼす影響(2003年度)
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表５ せん定時期と程度の違いが‘はるみ’の新梢発生量に及ぼす影響（2002年度）
春枝 夏枝 夏季せん定時 総新梢

区
発生数 技長 伸長量 発生数 技長 伸長量 切除した春枝 伸長量

cm cm cm cm cm cm
春季弱せん定 8.6 10.8ab 92.5 2.8 21.8 61.8 － 154.3
春季強せん定 6.0 11.4 a 68.8 2.1 22.7 47.9 － 116.8
夏季弱せん定 10.8 8.5ab 91.5 4.0 20.1 79.9 18.3 153.1
夏季強せん定 10.9 8.0 b 87.3 3.6 20.3 74.0 34.9 126.4
注）伸長量はせん定前旧葉100枚当たりの総枝長

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６ せん定時期と程度の違いが‘はるみ’
の着花量に及ぼす影響（2003年度）

旧葉100枚当たり
区

直花 有葉花 花計
春季弱せん定 1.4 7.1 8.5
春季強せん定 1.8 8.5 10.3
夏季弱せん定 1.0 11.6 12.6
夏季強せん定 1.8 7.4 9.2
注）１区につき３樹選び１樹当たり３枝につて枝先50cm調査法により、

旧葉数、直花数、総状花数、有葉花数を調査した。

表７ せん定時期と程度の違いが‘はるみ’
の収量に及ぼす影響（2003年度）
区 １樹当たり 樹容積当たり

3kg kg/m
春季弱せん定 40.0 1.93
春季強せん定 33.0 1.40
夏季弱せん定 37.7 1.59
夏季強せん定 29.0 1.31
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収穫果のL果の果実品質を表８に示した。糖度、クエ

ン酸含量、ａ値ともせん定時期と程度の違いによる差は

みられなかった。

10ａ当たり作業時間を図５に示した。両せん定時期と

も収穫に要する時間が弱せん定で大きく、合計でみても

弱せん定で大きくなる傾向がみられた。

表８ せん定時期と程度の違いが‘はるみ’の
果実品質に及ぼす影響（2003年度）
区 糖度 クエン酸 ａ値

% %
春季弱せん定 12.0 0.77 26.8
春季強せん定 12.2 0.79 27.0
夏季弱せん定 12.1 0.84 26.4
夏季強せん定 12.3 0.86 27.8
注）Ｌ果の果実についての値を示した。

図５　せん定時期と程度の違いが‘はるみ’の10a当たり
     労働時間に及ぼす影響（2002、2003年度平均）
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‘はるみ’の隔年交互結実栽培において遊休年のせん

定時期と程度を検討した。せん定時期については、生産

年の着花量は春季せん定が夏季せん定より多かった。宮

田ら は‘青島温州’の隔年交互結実栽培において３月5）

せん定と８月せん定を比べると、翌年の全着花量は３月

せん定が多かったとしており、今回の‘はるみ’での結

果と同様な傾向を示している。筆者ら は前報で生産年6）

の着花量が少ないシイクワシャー台は着花量の多いカラ

タチ台と比べ樹勢の維持が容易で果実肥大が良好である

ことを報告した。ウンシュウミカンより大果が要求され

る‘はるみ’では生産年の着花量は少ない方が有利と考

えられる。しかし、本試験では総着花量の少ない夏季せ

ん定において果実肥大の増加がみられなかった。これは

夏季せん定により減少したのは生理落果率の高い直花で

あり、生理落果後の結実量の差は小さく、摘果時に葉果

比を同程度にしてしまえばその後の果実肥大に差がなか

ったためと思われた。

果実品質については春季せん定と夏季せん定の果実の

糖度、クエン酸、着色の差はみられなかった。根角 は7）

春枝母枝と夏枝母枝の果実の品質差はなかったとしてい

る。そのため、今回の試験においてもせん定時期の違い

による果実品質の差はなかったものと思われる。

隔年交互結実栽培のせん定時期の違いが収量に及ぼす

影響について宮田ら は‘青島温州’では夏季せん定を5）

することにより収量は1.5倍になったと報告している。

しかし、本試験での‘はるみ’ではせん定時期の違いに

よる収量の差がなかった。これは‘青島温州’では夏季

せん定により１㎡当たりの母枝数が増加し、生産性が向

上したのに対し、‘はるみ’では新梢の総伸長量の差が

なく、生産性が同程度であったためと思われる。

10a当たりの労働時間についてもせん定時期の違いに

よる大きな差がなかった。高橋ら は気温の高い夏季に8）

せん定を行うことは作業時間としては長くなくても体に

かかる負担が大きいと述べており、夏季せん定をするに

は何らかのメリットが必要であると思われる。そのため、

岡崎ら は夏季せん定をしても収量、階級比率、果実品9）

質の向上がみられない‘大津４号’では、春枝を利用す

る交互結実法が有利であるとしている。‘はるみ’にお

いてもせん定時期の違いによる果実肥大、果実品質、収

量、労働時間の差がないため夏季せん定をする利点はな

く、春季せん定が有利であると思われた。
5）隔年交互結実栽培におけるせん定程度について宮田

らは‘青島温州’において夏季せん定時の除葉率を20～

60％に設定して検討したところ、収量は40％で最高にな

ったとしている。本試験の‘はるみ’ではせん定時期に

よらず除葉率40％のせん定より除葉率20％のせん定の方

が収量が多かった。一般に収量性は前年の新梢発生量が

多いほど高いと考えられる。ウンシュウミカンにおける

せん定が新梢発生量に及ぼす影響について宮田ら は5）

‘青島温州’の夏季せん定では除葉率が高くなるほど母

枝数は増加する反面、母枝は短くなったとしている。

岩垣ら は‘シルバーヒル温州’の春季せん定では発芽10）

数が樹勢の強い樹では減少したが、樹勢の弱い樹では変

わらなかったとしている。村松ら は‘杉山温州’の１11）

年生枝では春季せん定が強くなるほど枝の発生本数、総

伸長量が減少し、生育量はほぼせん定程度に応じて減少

したと報告している。このようにせん定が新梢発生量に

及ぼす影響は品種、樹勢、せん定時期等によりに異なる

ようであるが、本試験の中晩柑‘はるみ’では春季せん

定における除葉率40％のせん定は20％のせん定と比べて

春枝、夏枝とも母枝の発生数は減少し、新梢の総伸長量

は小さくなり、生産性が低下した。そのため、高い生産

力を維持するには、除葉率20％程度の弱めのせん定が適

すると思われた。
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果実の品質についてはせん定程度の違いによる差はな

かった。また、労働時間については枝吊りや収穫におい

て収量の多い弱せん定で大きい傾向がみられた。

以上のことから、‘はるみ’の隔年交互結実栽培にお

ける遊休年のせん定は春季に除葉率20％程度の弱せん定

が適すると思われる。
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