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摘要：管理作業の省力化を図るため、ブドウ「ロザリオビアンコ」への平行整枝長梢せん定の導

入を試みた。9年生の「ロザリオビアンコ」を用い、2m間隔で平行に設定した6本の直線上に、長

梢せん定した結果母枝を誘引して樹形改造した。

１．平行整枝長梢せん定樹の発芽率、花穂着生数及び新梢の生育は自然形整枝樹と差が見られな

かった。

２．平行整枝樹の収量は自然形整枝樹と同等であったが、平行整枝樹の果実は糖度が高く、酸含

量が少なく、熟期が早まる傾向が見られた。

３．平行整枝の作業時間は、せん定・結果母枝の誘引で20%増加したが、花穂・果房及び新梢管

理に要する作業時間が短縮され、主要な栽培管理作業の合計で18%削減された。

４．平行整枝の導入により、収穫後の新梢の登熟が促され、翌春の発芽率が向上する効果が期待

されたが、確認できなかった。しかし平行整枝の場合に、翌年の花穂着生数が多くなる傾向が
見られた。

５．平行整枝長梢せん定を導入する場合、目標とする1㎡当たり8本の新梢と4房の着房数を得る

ためには、せん定時に1㎡当たり20～25の芽を残すのが適当と思われた。このためには、せん

定時に2～3本の長梢せん定した結果母枝を重複させて誘引する必要がある。

キーワード：ブドウ、ロザリオビアンコ、平行整枝、長梢せん定、省力化

Parallel Training Supports with Long Pruning
on the Grape ”Rosario Bianco” Cultivation

UEBAYASHI Yoshiyuki, MANAGO Nobuo, OHONO Ikuo and NARITA Akiyoshi

Abstract: We attempted to introduce parallel training supports with long pruning to grape
”Rosario Bianco” in order to save labor for cultivation. We reconfigured nine years ”Rosario
Bianco” tree. On six straight lines that was set up in parallel at intervals of 2m, long pruning
vines was set in order.
1. As compared with the natural form training method, in the parallel training method,
germination rate, number of spicas and glowth of shoots was equivalent.

2. In the parallel training method, the fruit yield was equivalent to natural form training
method. But, brix value of fruits is higher and less acidity than that of natural form training
method. It seemd that maturity of fruits became early.

3. In the parallel training method, the working hours of pruning and trainning increased 20%
from natural form training method. But the working hours treating spicas, fruits and shoots
were shortened. And the working hours of all main cultivation operation were shortened
18%.

4. The difference of tne ripeninng rate of shoots and influence to the germination rate at the
following spring were investigated. But the advantage in the germination of parallel training
method was not clear. However, the tendency for the number of spicas to increase was
observed in parallel training method.

5. When introducing parallel training method, it was appropriate to leave the 20-25 buds per
one square meter at the time of pruningin. For the purpose, it is necessary to overlap the 2
or 3 long pruning vines. Thereby, 8 current shoots per square meter and 4 fruit clusters per
square meter can be obtained.
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緒 言

ブドウ「ロザリオビアンコ」は果皮が黄緑色の2倍体

欧州系品種で、優れた食味から消費者に人気がある。

愛知県においても、直売農家の主要な販売品種として

導入例が多い。しかし発芽率が低く、さらに発芽した

新梢に着生する花穂数が少ないという欠点があり、栽

培の難しい品種と言われている。生産現場ではこの対

策として、せん定時に多くの結果母枝、すなわち、多

めの芽数を残し、多くの新梢を確保している。これら

新梢上の花穂が開花し、結実状態が確認されるまで、

新梢本数の制限はほとんどされていない。この品種は

樹勢が強く、新梢の伸長が旺盛なため、結果的に多数

の長い新梢が繁茂した状態になりやすい。この状態で

は新梢の受光態勢が悪く、枝の登熟不良を招き、翌年

の発芽率低下や花穂の着生不良を招く可能性が高い。

結実の確認後、不要な新梢を間引くことや、開花期か

ら新梢伸長期に新梢の摘心を行うことにより翌年の発

芽率向上や花穂の着生を促すことができるが1)、これに

は膨大な労力が必要である。特にこの時期は管理作業

が集中する時期であるため、現実的には実施が困難で

ある。

ブドウの平行整枝は1940年代に考案された技術であ

るが、近年の高齢化、担い手不足を背景に作業内容の

単純化、作業効率向上の目的から注目されるようにな

ってきた。従来の平行整枝は短梢せん定との組み合わ

せを前提としており、本県でも「巨峰」の種なし栽培

で普及している。しかし短梢せん定は「巨峰」のよう

に花ぶるい性の強い品種の有核栽培には適さず、また

品種によっては果実品質低下を招くといわれている2)。

そこで当グループでは、「巨峰」の有核栽培に平行整枝

を導入するため、長梢せん定と組み合わせた平行整枝

法を開発した3)。

今回この技術を応用し、新梢管理を主とした管理作

業の省力化を目的に、「ロザリオビアンコ」に平行整枝

長梢せん定を導入したので、この結果を報告する。

材料及び方法

場内の9年生「ロザリオビアンコ」1樹を、2004年12

月に平行整枝に改造した（図１）。慣行の自然形整枝長

梢せん定の同年生樹を対照として比較に用いた。平行

整枝樹は慣行と同様に結果母枝を6～8節で切り返しせ

ん定し、200cmの間隔で平行に設定した直線上に誘引し、

結果母枝の列を形成した。結果母枝列は6列とし、発芽

率が50%程度であることから1)結果母枝を重複して誘引

した。平行整枝樹、自然形整枝樹とも1㎡当たりの新梢

数は8本、着房数は4房を目標とし、新梢管理や着果管

理は両整枝法とも慣行の方法に準じて行った。なお調

査はそれぞれの樹に任意の6㎡の区画を設定し、その区

画内について行った。

調査１ 発芽、花穂着生及び新梢の生育

2006年5月12日に平行整枝、自然形整枝それぞれの結

果母枝密度、発芽率、新梢に着生した花穂数を調査し

た。また開花直後（6月21日）と収穫終了後（9月28日）

の新梢節数と新梢長について調査した。

調査２ 果実品質と収量

平行整枝、自然形整枝ともに2006年9月に果実品質と

収量を調査した。同一日（9月13日）に収穫した調査区

画内の任意の10果房について果実品質調査を行うとと

もに、調査区画内6㎡の全果房の重量から単位面積当た

り収量を求めた。

調査３ 作業時間

2006年4月の発芽期以降2007年1月のせん定までの期

間について、主な管理作業の調査区画内における作業

時間を計測し、10a当たりに換算した作業時間を求めた。

調査４ 新梢の登熟程度と翌年の発芽、花穂の着生

「ロザリオビアンコ」の栽培では、発芽不良や花穂

の着生不良が問題となるが、平行整枝長梢せん定の導
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図１ 平行整枝長梢せん定樹への改造方法（模式図）

結果母枝列

主幹

拡大

２ｍ 結果母枝(線）と芽(点)

新梢(点線）
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入が、新梢の登熟、翌年の発芽率、花穂の着生数に影

響を及ぼすか否かを確認するため、2006年の収穫後、

調査区画内の新梢について、総節数に占める登熟した

節数を調査し、登熟節率をもとめた。またこれら新梢

のうち、冬季のせん定により結果母枝として残したも

のについて、2007年5月の発芽率、花穂の着生数を調査

した。

試験結果

調査１ 発芽、花穂着生及び新梢の生育

樹冠1㎡当たりの結果母枝本数は平行整枝で3.5本、

自然形整枝で4.0本で、剪定時に1㎡当たり、それぞれ

23.0芽、23.3芽が残されていた。1㎡当たり新梢数は平

行整枝で10.5本と自然形整枝の11.3本よりやや少なか

ったが、両整枝法とも目標とする1㎡当たり8本の新梢

数は確保できた。発芽率は整枝の違いによる差はなく、

ともに50%程度であった。花穂の着生数は平行整枝で1

㎡当たり9.7花穂、自然形整枝で11.0花穂で、両整枝法

とも1㎡当たり4房の着房を得るのに充分な花穂数であ

った（表１）。

開花直後は自然形整枝で新梢節数が多く、新梢長が

長い傾向が見られたが、有意な差ではなかった。収穫

終了後は平行整枝で節数が多く、新梢長が短かい傾向

がみられたが、有意な差はなかった（表２）。

愛知県農業総合試験場研究報告第41号

表１ 結果母枝及び発芽、花穂着生の状況 (2006年)

1ｍ2当たり 1ｍ2当たり
整枝法 結果母枝長 発芽率(z

結果母枝数 芽数 発芽数 花穂数

cm 本 芽 芽 % 花穂

平行整枝 31.0 3.5 23.0 10.5 48.8 9.7

自然形整枝 25.0 4.0 23.3 11.3 50.2 11.0

z：発芽率は結果母枝1本ごとの発芽率の平均値

表２ 新梢の生育（2006年）

開花後 収穫終了後
整枝法

節数 新梢長 節数 新梢長

cm cm

平行整枝 18.0 159.3 23.1 149.2

自然型整枝 21.1 187.3 20.3 176.5

有意性(z n.s. n.s. n.s. n.s.

z：t検定による

表３ 果実品質及び収量 (2006年)

1房 1ｍ2当たり 1ｍ2当たり
整枝法 1房重 1粒重 糖度 酸含量

粒数 果房数 収量

g 粒 g brix% g/100ml 房 kg

平行整枝 522.1 49.0 10.6 21.6 0.30 3.8 2.01

自然形整枝 467.3 42.4 10.9 20.3 0.34 4.0 1.84

有意性(z ** * n.s. ** ** － －

z：*は危険率5%、**は1%でt検定により有意差あり

表４ 主な管理作業の10a当たり作業時間(時間) (2006年)

新梢誘引 花穂 袋 せん定
整枝法 摘心 摘房 摘粒 収穫 合計

開花前 開花期 整形 がけ 母枝誘引

平行整枝 (A) 13.3 23.1 7.5 13.1 11.9 29.2 7.8 5.3 43.1 154.2
自然形整枝(B） 20.0 27.8 23.1 18.6 15.6 30.6 11.7 5.5 35.8 188.6

(A)/(B) % 73.8 87.0 34.6 69.9 76.9 94.9 66.5 94.4 120.2 81.7

※ 1ｍ
2
当たり作業時間から換算。誘引時の1ｍ

2
当たり新梢数は両区とも8本。摘心した平行整枝区の

新梢数は自然形整枝区の72%。花穂整形時の平行整枝区の花穂数は、平行整枝区の88%。摘房、摘粒、
袋かけ、収穫時の平行整枝区の果房数は95%。収穫は全果一斉に実施
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調査２ 果実品質と収量

平行整枝区の1房粒数が多く、1房重が自然形整枝区

より大きくなった。このため、1㎡当たり果房数はほぼ

同じであったが、1㎡当たり収量は平行整枝区で多かっ

た。1粒重は整枝法による差はなかったが、平行整枝区

で糖度が高く、酸含量が少なかった（表３）。

調査３ 作業時間

新梢誘引時の新梢数は平行整枝、自然形整枝ともに

同じであったが、平行整枝区の誘引作業時間は自然形

整枝区の73.8%、87.0%であった。平行整枝区で摘心し

た新梢数は自然形整枝区の72%であったが、作業時間は

34.6%まで少なくなった。花穂整形時の花穂数、摘房、

摘粒、袋がけ、収穫を行った果房数は平行整枝区が自

然形整枝区より少なく、平行整枝区の摘粒と収穫作業

時間は果房数が少なかったことによるものであった。

花穂整形、摘房、袋がけ作業時間は、花穂及び果房数

の違い以上に平行整枝区で少なかった。平行整枝区で

は、せん定及び結果母枝の誘引作業を並行して行った

ため、自然形整枝の同作業を合計した作業時間と比較

すると、平行整枝区が自然形整枝区の120.2%の時間を

要した。調査した全ての実作業時間を合計すると、平

行整枝区の作業時間は自然形整枝区の81.7%であった

(表４）。

表５ 昨秋の登熟節率と結果母枝の形質、及び発芽率と花穂着生数(2006年、2007年)

収穫直後 せん定後 平均 花穂数
整枝法 n

長さ 登熟節率 長さ 基部径 節数 発芽率 /母枝

cm % cm mm %
平行整枝 20 179.0 67.7 43.0 9.9 7.2 36.7 2.7
自然型整枝 15 216.2 63.9 31.8 9.7 6.5 33.1 1.8

有意性(z n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

z：t検定による

図２ 昨秋の登熟節率と発芽率（自然形整枝） 図３ 昨秋の登熟節率と発芽率（平行整枝）

図４ 昨秋の登熟節率と結果母枝当たりの 図５ 昨秋の登熟節率と結果母枝当たりの
花穂着生数（自然形整枝） 花穂着生数（平行整枝）

※※は危険率1%で有意な相関あり
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調査４ 新梢の登熟程度と翌年の発芽、花穂の着生

2006年9月収穫直後の新梢の登熟節率は平行整枝で

67.7%、自然形整枝で63.9%で差はなかった。この新梢

を結果母枝として利用した場合の翌年の発芽率及び花

穂着生数は、平行整枝が自然形整枝を上回ったが、有

意な差ではなかった(表５）。整枝法別に昨秋の登熟節

率と発芽率及び花穂着生数との相関を見ると、自然形

整枝の場合は登熟節率と発芽率及び花穂着生数との間

に相関はなかった。平行整枝の場合は登熟節率と発芽

率との間に相関は見られなかったが、花穂着生数との

間には相関が見られた（図２～５）。

考 察

花ぶるい性が弱い「ロザリオビアンコ」では、短梢

せん定でも結実が良好で、平行整枝短梢せん定の導入

事例もある。しかし、短梢せん定で用いる結果母枝基

部の芽は特に発芽率が低い上、花穂の着生数が少ない4)。

このため「巨峰」の有核栽培の場合とは異なる理由で、

平行整枝の導入には長梢せん定との組み合わせが適す

ると考えられる。

新たな整枝法の導入に当たっては、慣行の整枝法と

比較して、収量の減少、果実品質の低下が生じないこ

とが前提条件となる。「巨峰」の有核栽培における平行

整枝長梢せん定の導入にあたっては、単位面積当たり

の新梢数や着房数を同じにすることで、慣行の自然形

整枝と同等の収量と果実品質を得ている3)。今回の「ロ

ザリオビアンコ」の場合も、慣行の自然形整枝と同じ、

1㎡当たりの新梢数を8本、着房数を4房とすることで、

慣行の自然形整枝と同等の収量や果実品質を得ること

を目標とした。

発芽時、発芽率は整枝法に関係なくほぼ50%で、単位

面積当たり得られた新梢数や花穂数は、目標とする1㎡

当たり新梢数8本、着房数4房を得るのに充分であった。

新梢数、着房数を同じ条件にし、新梢の生育について

も差がない条件で、平行整枝の収量は自然形整枝より9

%多く、着果負担が大きかったにもかかわらず、果実品

質の低下はなかった。このことから、平行整枝の収量

性は自然形整枝と同等ないしそれ以上と考えられる。

果実品質については、平行整枝の果実は糖度が高く

酸含量が低く、果実の成熟が早まる傾向が見られた。

果実品質についても、平行整枝長梢せん定においては、

慣行の自然形整枝と同等ないしそれ以上であると考え

られる。この原因としては、平行整枝では最終新梢長

が自然形整枝よりやや短く、徒長的な新梢の生長が抑

えられたこと、誘引により新梢が平行に配置され、自

然形整枝の場合のように新梢同士が重なり合うことが

なく、果房周辺の葉の受光態勢が改善されたこと等が

考えられる。

平行整枝では作業対象となる房の数が自然形整枝よ

り5%少ないことを加味すると、摘粒と収穫作業につい

ては、平行整枝導入による作業時間の短縮効果はほと

んどない。しかし、新梢管理、花穂及び果房管理作業

では作業時間短縮の効果が大きく、特に花穂整形や袋

がけの作業時間は4割、摘心作業においては6割程度の

短縮効果があった。作業対象となる花穂や新梢の数の

違いを加味しても、花穂整形や袋がけで2割、摘心作業

においては5割の作業時間短縮効果が確認された。逆に

せん定及び結果母枝誘引作業は2割程度多く時間がかか

った。しかし、作業が集中する開花前後の作業におい

て、作業時間が短縮できるメリットは大きい。また、

作業時間には反映されにくいが、新梢は規則的な向き

に誘引すればよく、新梢数や果房数の調整が容易にな

るなど、難しい判断や栽培経験が不要になる。また作

業の目残しがない等の効果も大きなメリットといえる。

さらに、平行整枝が導入できれば、誘引や摘心など

新梢管理が適正かつ効率的に実施でき、新梢の徒長的

な生育を抑え、受光体勢を改善することが可能になる

と推定される。これが翌年の発芽率や花穂着生数の向

上につながれば、平行整枝導入のメリットはより大き

くなる。今回の結果では、平行整枝の導入が新梢の登

熟を促す効果は明らかでなく、また新梢の登熟と翌年

の発芽との関係も明らかではなかった。しかし平行整

枝では、新梢の登熟が良好になるのにともない、翌年

の花穂着生数が増加する傾向が見られた。花穂の着生

数には前年の果房着生の有無が影響すると推測されて

いるが1)、今回はこの点について調査しておらず、平行

整枝長梢せん定導入のメリットとして、発芽率や花穂

着生数の向上を述べるのに充分な結果は得られなかっ

た。

以上のことから、「ロザリオビアンコ」に平行整枝長

梢せん定を導入することで、収量減少や果実品質の低

下を招くことなく、作業時間を短縮することができる

ことが明らかになった。

では実際に導入する際の方法について考えると、ま

ず結果母枝列間隔については、今回の試験では最適な

間隔については未検討であるが、「ロザリオビアンコ」

ではやや強勢な樹相が好ましいこと1)、表２で平行整枝

の収穫後平均新梢長が149cmであったこと等から、今回

の試験で採用した200cmで特に問題はないと考えられ

る。

1㎡当たり8本の新梢を得るには、生育不良な新梢を

摘除することを想定し、発芽時に10本程度の新梢を確

保するのが望ましい。発芽率が50%であることから、せ

ん定時に1㎡当たり20～25芽を残す必要がある。今回表

１のとおり1㎡当たり23芽を残すことで新梢10.5本を得

ており、目標とする状態であったと言える。また花穂

数については、ブドウ栽培では、開花前に花穂の整形

と併せて花穂数の制限を行うが、その程度は品種によ

り異なり、最終果房数の20～60%多く残すとされる5)。

これに基づけば、1㎡当たり4房の着房数を得るために

必要な花穂数は6程度であり、今回の花穂着生数9.7は

充分な数であった。

そこで今回の試験時の状況を再現するための、せん

定の基準を試算すると、結果母枝列間隔が200cmの場合、
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結果母枝列長100cmから生じた新梢が占有する樹冠面積

は2㎡となる。表１より、1㎡当たり23芽を残すのに31cm

の結果母枝を3.5本用いており、2㎡当たりで31cmの結

果母枝7本、総延長で217cmの結果母枝を残す必要があ

る。すなわち、217cmの結果母枝で1ｍの結果母枝列を

構成することになり、せん定作業時に結果母枝を二重

より多めに重複させて配置することになる（写真１）。

この状態で発芽した新梢は、結果母枝列長100cmの区

間に16本配置することで、1㎡当たり8本の新梢数とす

ることができる。新梢誘引の作業時には結果母枝列に

直角の方向に、13cm間隔で新梢を誘引すればよいこと

になる。

以上のような方法で、「ロザリオビアンコ」に平行整

枝長梢せん定を導入することができ、この結果、繁忙

期の作業時間短縮や作業内容の平易化を図ることがで

きる。これにより「ロザリオビアンコ」の持つ特性上

の短所を克服する一助となることが期待される。さら

に、新品種「シャインマスカット」「オリエンタルスタ

ー」などは樹勢が強く、花ぶるい性が小さい欧州系2倍

体品種であり、「ロザリオビアンコ」と類似した性質を

持つことから、同じ基準で平行整枝長梢せん定の導入

ができる可能性が高い。また、発芽率や花穂着生の多

少、新梢の生育状況等、品種や栽培方法ごとの特性に

合わせ、結果母枝列間隔、せん定時の結果母枝密度、

新梢の密度を変えることで、他の品種へも平行整枝長

梢せん定が導入できる可能性も示唆される。
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写真１ 重複して誘引された結果母枝




