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千葉農試研報 17: 80～85 (1976) 

ナシ主産地における品質改善対策

第3報 長十郎園における適正着果数の検討

吉岡四郎・関本美知・大野敏朗

Measures to the Improvement of Fruit Quality in the 

Chief Producing Districts of Japanese Pears 

III. Investigation of optimum fruit number per 10 ares 

in Chojurδ－pear orchards 

Shiro YosHIOKA, Yoshitomo S EKIMOTO and Toshiro OHNO 

I 緒 言 II 材料と方法

著者らは前報11），において， 10a当たり着果数か，生産 1. 供試園

現場で長十郎果実の糖度lζ最も密接な関連を有する栽培 火山灰土地帯の主要産地，印旗郡白井町から盛果期の

要因の一つであり，現地における適正着果数の検討が必 長十郎圏を選出した。同地を試験地IL選定した理由は，

要な ζ とを指摘した。 20年生前後の盛果期の園が多い標準的な産地で，試験の

もとより各圏における適正着果数は，立地条件，樹令， 目的IC適当とみとめられたからである。

栽培技術（とくに努定，授粉，摘果）等の差によって異 1970年度の供試園は第 l報10），の品質関連要因の摘出

なるので，一概に決定することは困難であるが，産地の に供した園と共通であるが，現行の摘果方法IL問題があ

品質改善対策としては，少なくても大多数の国が品質基 った 4園を除外し， 12園を供試した。’71年度の供試園

準lζ合格できる着果数の基準を設定することが必要であ は10園で，園の概要は第 1表のとおりであった。

り，その具体的な数値を得るには，比較的多数の園を用 2. 着果数の調節方法

いた実証が必要である。 1970年度は，各園10樹を選び， 5樹は慣行着果数区，

そとで，火山灰土地帯の主産地において， 1970，’ 71 5樹は着果数軽減区とした。当地の慣行の方法では， 6 

両年度lζ現地試験を実施した。すなわち，’70年度には現 月中旬までに目標の着果数をやや上回る程度IL摘果して

地閣の現行の10a当たり着果数が適正かどうかを検討し おき， 7月上～中旬に手直し摘果を行なって最終の着果

たが，着果過多の傾向がみとめられたので，’71年度l亡 数を決定するのが普通である。そこで， 7月上旬，園主

は， 3段階の着果数区を設定して，適正着呆数の検討を が慣行通りに手直し摘果を終了した10樹のうち， 5樹

行なった。 はそのまま，残りの 5樹は10a当たり着果数が 18,00 0 

果前後になるように調整した。

1 971年度は，各国 9樹を選び， 3樹ずつ10a当たり

第 1表 19 71年度調査園の概況

調査園数｜樹令
収 穫 期 調室 施 肥 量 (kg/ 10 a) 

始（月・日） 盛（月・日） 月・日 N P205 K20 アルカリ分 有機物

10 
I 13～21 8•25-9 ・3 9・11～17 9・11～17 20～48 24.2～51.9 15.0～52.9 0～156 0～3,000 

1 7.5 8・29 9・14 28.7 3 2.1 27.1 7 2. 6 ;,4 00 

注） 1. 上段は範囲，下段は平均値
2. 調査事項はすべてききとり調査による
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着果数が 24,0 0 0呆， 2 1,0 0 0呆， 1 8, 0 0 0果となるよ

うに区を設定した。着果数の調節は， 6月下旬～ 7月上

旬に行ない，それまでは，着果数が最も多い区をやや上

回る程度lζ各区均ーに摘果しておいた。

3. 着果の調査方法

果実の調査は，各園の収穫盛期lζ1回実施し，当日の

全収穫果から l果平均重を算出したのち， 197 0年度は

2 6 0～320gの， 1971年度は平均果重に近い大きさの

正形果を 1樹当たり 10果ずつ採取（ 19 7 0年度は 1区5

樹計50果，’ 71年度は l区 3樹計30果入品質の調査に

供した。

果汁の糖度，果肉硬度の測定は第 l報10）と同様に行

なった。食味は，熟練者2名による官能審査によって，

最高 5～最低 lの5段階に評点した。

m 結果と考察

多くの成績2.4,7, 8, 9）にみられるように，着果数と，収量 I呆

平均重および糖度との聞には密接な関係があり， 10a当

たり着呆数が増大するにつれて収量は増加するが， l果

平均重および糖度は低下する。したがって， 10a当たり

適正着果数とは，一定の品質（と ζでは糖度と果重）が

確保される範囲内で最高の収量を期待できる着果数と規

定できる。そこで，産地において適正着果数の基準を策

定するに当たっては，前提として糖度と l果平均重につ

いての品質基準を設定しておく必要がある。

糖度については，第 l報!O)p:::述べた根拠により，果汁

の糖度11%以上〔長十郎では，一般に行なわれている赤

道部をえぐり取って測定する方法にくらべ約 1%低いの

で，同法の12~ぢに相当する）を合格線とみなして検討を

すすめる乙とにした。

果実の大きさは，選果操作IC:よって出荷規格lζ統一さ

れるから，出荷物の品質のばらつきの原因とはならず，

品質規準上では糖度ほど重要でないが，市場価格を決定

する主要因の一つであるから，目標をどとにおくかは現

実的に重要である。

市場における果実の大きさ別の単価は，年次変動はあ

るが或階級以下では大幅に低下する傾向がある。

本県産長十郎について， 1972年から’75年まで 4年

間の階級別（関東ナシ遠の統一規格による）市場価格け

から出荷経費を差引いた価格を比数（4年間平均）で比

較すると， s( 1 9 0～220g未満） 62, M ( 2 2 0～260 

g未満） 90, L ( 2 6 0～3 2 Og未満） 100, LL (320 

～400g未満） 10 2 , LLL (4 0 0 g 以上） 97であり，

M級までは価格差が比較的小さいが， S級以下では大幅

に低下している。したがって，生産果実の大部分がM級

以上に該当するような 1呆平均重を目標にするのが妥当

と考えられる。岸本りによると，長十郎の収穫果重の変

異係数は20%内外であるから，乙の数値を用いてM級以

上の果実が生産物の805ぢ以上となる l果平均重を算定す

ると 270g (lOg未満は切り上げ）と江るので，との線

を l果平均重の合格水準とみなした。

1. 1970年度の結果

当年は産地の現行の10a当たり着果数（以下着呆数と

略称）が適正かどうか検討しようとして，慣行着果数区

と着果数軽減区を設定したが，両区の着果数と品質は第

2表のとおりであった。

着果数は各国平均で，慣行着果数区（以下慣行区と略

称、）が約 23,100果，着果数軽減区似下軽減区と略称）

が，約 17,70喋であったが，当年は処理当時までの天候

が不順で，果実の発育が不良であったため，慣行区の着

呆数は例年をやや下回っていた。

l果平均重は，すべての園において着果数軽減区がま

さり， 1%水準で有意差がみとめられた。 270g以上の

園数割合は軽減区では約80%が該当したが，慣行区では

40労が該当したにすぎなかった。ただし，当年は初期生

育の不良と夏期の異常乾燥が重複したため，平年にくら

べ果実の発育は著しく劣っていた。

果汁の糖度（以下糖度と略称）も，すべての菌におい

て軽減区の方が高く， 1%水準で有意差がみられたが，

差は比較的小さく，慣行区でも11%に達していた。しか

第2表 慣行着果数区と着果数軽減区の品質比較(1970) 

10 a当たり着果数 1 呆 果肉硬度 食味
区 平均重 積度

指数最 小 最大 平均 g % kg/cm 
質行着果数 2 o. 70 0 2 6,10 0 23,1 08 26 8.4 11.11 1.5 6 2.6 

着果数軽減 1 6,00 0 19,40 0 17,65 7 289.9 11.45 1.61 3.0 

t -va I ue 5.610：”： 4.9 89・.i※ 4.699※i：・ 2.830※ 

注〕 1. ※ 5% ※※ 1% 水準有意差

2. 食味指数は最高 5～最低 1（以下の各表も同じ〕

3. 調資園数 12

270g以
上の園数
割合第

41.7 

83.3 

糖度11% 270g以上
以上の園数糖度11%以上
割合 % の園数割合%

5 0.0 3 3.3 

91.7 7ιo 
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第 3表多着果園と少着果園の品質比較（ 1970 ) 

慣行区の
｜園数

着果状態

多着果 I5 

少着果 I7 

10 a当たり着果数 1 果
平均重

最小最大平均 g 

24,300 26,100 24,880 25也5

2 0,700 2 2,70 0 21,84 2 27 6.9 

糖度果肉硬度

% kg/an 
10.68 1.5 4 

11.41 1.58 
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し，軽減区では大多数の園が11~ぢ以上であったのに対し， 験を行ない，第 4表の結果をえた。

慣行区では50勿の園が該当したにすぎなかった。 l果平均重は24,00 0果区と21,00 0呆区では有意差がな

果肉硬度は軽減区の方が高く，慣行区より肉質が不良 く，両区と 18,00 0果区との間には有意差がみられたが，

であった。 ζ のような現象は 19 71年度にはみとめられ 平均値では各区とも水準IC達していた。しかし， 270g

ず，夏季のやや異常な天候による現象と推察される。す 以上に達した園数の割合は18,000果区が90%で，以下10

なわち，当年6月は降水量が多く過湿気味Iζ経過したの 必ずつの差がみられた。

に対し，梅雨あけ後の 7月から 8月にかけては乾燥がき 糖度も24.000果区と21,00 0果区との間では有意差がみ

びしく，早害を生じやすい気象の推移であった。林らり られず，両区と18,00 0果区との聞に有意差がみとめられ

は，二十世紀ナシのゆず肌果発生原因について， 7月の たが，差そのものは小さく，各区とも平均値では11%以

高温乾燥を中心とした水分不足の結果，果実が葉によっ 上lζ達していた。糖度11%以上の園数の割合は， 18,00 0 

て水分を奪われて収縮し，果実組織内に異常がおきて発 果区は1005ぢで，以下10%ずつの差がみられ最低の

現するものと推測しているが，長十郎は栽培環境によっ 2 4,000呆区でも80%の園が合格していた。

て肉質に変異を生じる乙との大きい品種目）であるから， 果肉硬度は各区間の差が明らかでなかった。

ゆず肌果が発生するほどの障害を受けない場合でも，水 食味は， 18,000果区と21,00 0果区の差は明らかでなか

分競合を生じれば肉質が不良になる乙とが考えられ，そ ったが， 24,0 0 0果区はやや劣っていた。

の場合 l果当たり葉数の多い方が競合がきびしく，果実 1呆平均重 270 g，糖度115ぢの両条件を満たす園数割

に対する悪影響が大きいものと思われる5）。したがって， 合は， 18,000果区90%'21.0 0 0果区60%.24,000泉区50

葉／果比の高い軽減区の方が乾燥の害をより強く受け， 第であった。したがって，産地の大部分の園が，当初lζ

肉質が不良となったものと推測される。 仮定した品質主主準を満たす着果数は10a当たり 18,00 0果

食味は明らかに軽減区の方がすぐれていた。 程度とみられる。

果重 270g以上，糖度11%以上の両条件を満たす園数 10 a当たり着果数lζl果平均重を乗じた推定収量は，

割合は，軽減区で75%，慣行区では33%にすぎなかった。 着果数が多い区ほど高かったが， 18,00 0果区と他の 2区

つぎに，慣行区のうち，着果数が24,000果以上の多着 との差は，着果数の差ほど大きくはなかった（着果数の

果園と， 23,000果未満の少着果固にわけで品質を比較し， 比率は 100: 117: 133）。ただし E 当年は前年に比べ

第 3表lζ示した。少着呆園の果重，糖度は，多着果園よ て気象条件がよく，一般の作柄は平年並みであった。

り格段にまさり，とくに糖度は大部分の園がl1%以上に 3. 適正着果数基準の設定について

達していたのに対い多着呆園では11%以上の園がなかった。 1971年度の成績によると，平均値では， l果平均重，

以上から，当地の長十郎園の着

果数は一般に過多の傾向があり， 第 4表 lOa当たり着果数と果実の品質〔 1971) 

多くの園では現行を下回ると乙ろ 270 g 糖度11 270 g以

に適正着果数がある。また適正着 平1均果重
精度果肉食味 以上の%以上上糖度11 推定収量

区 硬度 国数割 %以上の
果数の見当は， 18,000～ 22,0 0 0 g % h晶／an指数合 の園数 園数割合 kg/lOa 比数

果（少着呆園慣行区の平均21,800
% 割合% 5百

24,00 0 274.4 11.24 1.55 2.6 70 80 50 6,585 125 
果）のあたりに存在するようであ 21,000 279.3 11.30 1.53 2.9 80 90 60 5,865 111 

る。 18,0 0 0 292.8 11.46 1.53 2.9 90 100 90 5,270 100 

2. 1971年度の結果
F-val ue 9.79'沢 民 7.22敢敢J.70 3.63斑

I d 0.05 9.0 0.13 - 0.3 

前年度と同一地区で10園を選び， • s. 0.0 1 1 2.4 0.17 

10 a当たり着果数24,000果＇21,000 注） 1. 推定収量＝ 1果平均重× 10a当たり着果数

果， 18,000果の各区を設定して試
2. ※5%，※※ H百水準有意差
3. 調査関数 10 
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糖度，果肉硬度は，いずれの区においても合格水準に達

している。しかし，産地として望ましい乙とは，平均値

が高いζ とではなくて，大多数の園が一定水準に達して

いる ζ とであり r 適正着果数の基準は大多数の園が品質

基準lζ合格する線で検討されねばならない。

18,000果区では，糖度と呆重の両条件を満たす園が90

mであり，さらに糖度のみに限れば 100%の園が該当す

るので品質上の問題はない。

21,0 0喋区では両条件を満たす園数割合は607ぢで，不

十分であるが，糖度を重点にみれば90労が達しているの

で，出荷物の品質のばらつきは一応さけられる。また，

天候が不順であった前年度においても，本区の着果数に

ほぼ該当する少着果園では比較的良好な成績であったの

で， 10a当たり着果数21,000果程度であれば E 気象条件

が比較的不良な年でも，著しい品質低下を招くおそれは

少ないものと考えられる。

24,000果区は，両条件を満たす園が507ぢ，糖度条件を

満たす園が80%で， 21,00 0果区より 10%ずつ低いが，糖

度， l果平均重とも同区との聞に有意差が認められない

ので，当年に関しては同区より劣るとは言えない。

しかし当年は気象条件lζ比較的恵まれた年で，前年度の

多着果園（本区の着果数lとほぼ該当） K見られるように，

天候不順年には甚しい不成績が予想されるのでE 安定性

を欠き，基準としては不適当と思われる。飯島らの成績3)

でも， 10a当たり着果数20,00 0果の場合は， L級以上の

大果が多く，糖度は11%以上であったが，本区K近い

25,00喋区では，果実は肥大しても糖度は11%1ζ達せず，

品質的に見て着果過多となっている。

したがって，大多数の園において無理のない適正着果

数は， 10a当たり 18,00 0～2 1,0 0 0呆程度の範囲にあるも

のと考えられる。

なお，前年度も含め，糠度が不足する園数よりも，果

重が不足する園数が多く，果重の不足が糖度の不足lζ先

行する傾向がみられる。とれは梅雨あけ後K雷雨が稀で，

果実の発育盛期から成熟期にかけて強く乾燥する本県の

気象特性が，果実の肥大には不利な反面，糖度の増加に

は有利な条件となり，上記のような傾向を生じているの

ではないかと推測される。

以上の結果から火山灰土地帯の長十郎成木園の適正

着果数の基準は， 10a当たり 18,00 0～2 1,0 0 0果が適当と

考えられ，その範囲において気象，果実の発育状況を勘

案して流動的に対処するのがよいと思われる。すなわち，

6月の摘果時には多い方を目標K摘果しておき，その後

の果実の発育経過と天候の予想に対応して 7月中に手直

し摘果を行なって調整するのが実際的であろう。

なお， 1970年度にみられたように異常乾燥年には，

多着果の方が肉質がまさる現象を生じることも予想され

るが，肉質の低下を防止する目的で適正着果数以上IC結

実させる乙とは筋ちがいであり，土壌改良もしくは潅水

などに肉質向上策を求めるべきであろう。

lV 描 要

長十郎園における適正着果数の基準を設定するため，

197 0，’71両年度，火山灰土地帯の主産地において，現

地試験を行なった。

1. 1970年度は，現地圏における慣行の10a当たり

着果数（23,000果前後）が適正かどうかを検討するため，

12園に着果数軽減区（10a当たり18,00 0果前後）を設定

して比較した。

1呆平均重は慣行着果数区が268.4g，着果数軽減区が

28 9.9 g，糖度は，それぞれ 11.11%, 11.45%で，す

べての園において着呆数軽減区がまさった。品質基準を

果重 270 g，糖度11%とした場合，両基準lと合格する園

数は，慣行着果数区40%，着呆数軽減区80%で，現地の

慣行では結果過多の傾向がみとめられた。ただし，慣行

着果数23,00 0果以下の園の 1果平均重は 276.9g，糖度

11%以上の園か， 86%で，比較的好成績であったのに対

し， 24,00 0呆以上の園では 1果平均重 256.5 g，糖度11

%以上の園は無く，著しく成績が不良であった。

2. 1971年度は，現地10園について， 10a当たり着

果数24,000果， 21,00 0果， 18,000果の 3区を設定して適

正着果数を検討した。

1果平均重は24,00 0呆区 27 4.4 g ' 2 1,0 0 0果区279.3g 

18,00喋 区 292.8 gで， 18,00 0呆区がすぐれていたが，

各区とも基準の大きさには達していた。糖度は，それぞ

れ 11.24%. 11.30 %. 11.46%で，着呆数が少ない区

ほど高いが，各区とも基準には達していた。しかし，糖

度，果重とも益準lζ達した園は， 24,00 0呆区50%,21,000 

果区60%, 18,000果区90%であった。

3. 2年間の成績を検討した結果，火山灰土地帯の長

十郎盛果期園の適正着呆数は， 10a当たり， 18,000～

21,0 0 0果程度であり，果実の発育，天候の変化IC対応

してζの範囲で増減するのが実際的と考えられた。
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Summary 

In 1970 and 1971, a experiment was carried out in local orchards of the volcanic ash soil zone 

in Chiba Prefecture, the chief producing center of Japanese pears, to establish a standard of optimum 

fruit number per 10 ares for Chojur・o-pearorchards. 

1. In 19 70, to evaluate conventional fruit number in local orchards, which is around23,000 fruit 

per 10 ares, reduced fruit number plots of about 18,000 fruit per 10 ares were prepared in 12 local 

orchards, and were compared with the conventional fruit number plots. The average fruit weight was 

268.4 g for the conventional fruit number plots and 289. 9 g for the reduced fruit number plots. The 

sugar content by sugar refractometer was 11.11 % for the conventional fruit number plots and 11.45% 

for the reduced fruit number plots. This shows that the reduced fruit number plots excelled the con-

ventional fruit number plots in average fruit weight and in sugar content in all 12 orchards. If a fruit 

quality standard is set at 2 70 g for average fruit weight and 11 % for sugar content, the percentage 

of orchards which come up to the standard is 40% for the conventional fruit number plots and 80% for 

the reduced fruit number plots. This indicates an inclination towards excessive fruit number by con-

ventional cultivation in local orchards. The average fruit weight and sugar content of conventional fruit 

number orchards with 23,000 or less fruit per 10 ares was 2 76. 9 g and 11.41 % respectively, and 

86% of these orchards had a sugar content of 11 % or more. Orchards with 24,000 or more fruit per 

10 ares was 256.6 g and 10.68%, respectively, with none having a sugar content of 11 % or more. 

2. In 1971, optimum fruit number per 10 ares was evaluated in 10 local orchards by preparing 

three plots:24,000,21,000 and 18,000 fruit per 10 ares. The average fruit weight was 274.4 g 

for the 24,000 fruit plots, 279.3 g for the 21,000 fruit plots and 292.8 g for the 18,000 fruit 

plots. Although the 18,000 fruit plots showed the highest average fruit weight, all the plots excelled 

the fruit quality standard. The sugar contents were 11.24%, 11.30% and 11.40%, respectively, and 

this indicates a higher sugar content for a lesser fruit number. All the plots excelled the fruit quality 

standard. The percentage of orchards that come up to the fruit quality standard in sugar content and 

in average fruit weight was 50% for the 24,000 fruit plots, 60% for the 21,000 fruit plots and 90% 

for the 18,000 fruit plots. 
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3. The results outlined in these two reports show that the optimum fruit number per 10 ares for 

full productive Chojuro・pearorchards in the volcanic ash soil zone in Chiba Prefecture is 18,000 to 

21,000 fruit per 10 ares, and that it should be varied within this range according to the fruit growth 

and climatic conditions. 
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