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千葉暖地図試研報. 11 : I 6 . 1980. 

I 緒

ビワの摘果に関する研究明 3報）

摘果程度が果実の品質及び花房の着生に及ぽす影響

中 井滋郎・森岡節夫

Studies on the Fruit Thinning in Loquat 

III. Influence of Number of Leaves on Fruit Quality 

and Flower Bud Formation 

Shigeo NAKAI and Shetsuo MORIOKA 

言 果の混合，強摘果区ではほとんどが 1果で，それぞれ

第 1報（11）では，摘果の程度が果実の大きさや の区で異なった．

収量に及ぽす影響を検討し，適正な摘果程度を算出し 収穫期には適熟のものから収穫し，個個の重量を測

た．その値は，葉数を基準にした場合20-3併女に 1果， 定してから観察により赤あざの有無を調らべ，さらに

枝数（頂芽数）を基準にすれば2.5-3.5本に 1果であ 稜の明瞭度を測定した．稜の明瞭度は果肉硬度の指標

った． として用いたが，最も稜が明瞭なものを 5，稜がほと

果樹において，摘果の程度を論議する場合，一般に んどないものを 1として 5階級にわけた.6月 8日（収

果実の大きさや収量を重視する傾向がある．しかし， 穫初期）及ぴ6月17日（収穫最盛期）の収穫果につい

ビワにおいては，収穫果実を有利に販売するために外 ては糖及び酸の濃度を測定した．この測定には，樹冠

観の美しき，食味の良さ等が重要な条件として要求さ での中位の高さで，比較的外側にある果梗校に着生し

れ，摘果基準を決定する場合には品質についての論議 た呆房から採集した果実のうち，果形の類似したもの

が必要で、ある．また，毎年安定した生産を得ょうとす を抽出して用いた. 1回の測定には10g単位に区分さ

るならば，隔年結果を防止することが重要である． れた各階級10果を用い，この果実からほぼ一定量の果

本報では摘果の程度が果実の肉質，糖及び酸濃度な 肉を切りとり， 10片まとめて搾汁した果汁を用いた．

どに及ぽす影響ならぴに次年度の花房の着生に及ぼす 糖は糖度計示度で， 酸は 5rntの果汁を N/10NaOH 

影響を知り，適正な摘果程度を検討したものである． で滴定し， lOom.eあたりのリンコ。酸 g量に換算した値で、

II 材料及び方法 示した．なお，各区において収穫果数の少ない階級は，

1.果実の品質 糖及ぴ酸の測定を省略した．

千葉県暖地園芸試験場の果樹園に栽培されている着 2 .次年度の花房の着生

花のほぼ等しい15年生田中 9樹を用いて試験した． 千葉県暖地園芸試験場の呆樹園に栽培されている 7

摘果の程度は 1果あたりの校数（頂芽数）をもって決 年生田中の，着花量のほほ、等しい樹8本を用いた．

め，樹単位に 1果あたり 1校の割合で摘果したものを 1972年 3月中匂に， l呆あたり葉数が 7枚， 10枚， 20

弱摘果区， 2.5校の割合で摘果したものを中摘呆区， 枚及び30枚になるようにそれぞれ 2樹ずつ摘果した．

4枝としたものを強摘果区とし，各区それぞれ 3樹を I呆房に残す果実は 1-2果としたが， I呆あたり葉

供試した．前年の秋に花房の基部に近い部分の 2側花 数の少ない区では 2果残す果房の割か甫く， l果あたり

梗を残す当地方の慣行法で摘奮されている果房に， 1 葉数の多い区では 1果残す呆房の割合が高かった．摘

-2果を着果させる方法で1979年 3月中旬に各区一斉 果程度が樹の発育及び翌年の花房の着生に及ぽす影

に摘果を行った．残された果実にはただちに 1果ごと 響をみるために， 3月中旬（摘果時）， 6月中句（収穫

に袋掛けを行った．なお， l呆房に着果させる数は， 時）及び周年の10月中句（摘奮時）に樹ごとの全葉数

弱摘果区ではほとんどが2果，中摘果区では 1呆と 2 を， 10月下旬には頂芽数と着生花房数をかぞえた．
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III 結 果

1 .摘果程度と果実の品質

摘果程度と 1果平均重との関係は第 1表に示したよ

不明瞭←一一一→明瞭
1 2 3 4 5 

圃園山形伺 Eヨ

うに，その程度の弱い区ほど小さく，程度の強い区ほ 1 果7~9 u；；彩~グd
ど大きかった．全収穫果実を10g単位の重量階級にわ

E三ヨ
けてその分布をみたのが第 1図 で あ る 3区ともよく l今~~~llY~タ勿勿
似た分布曲線を示し，摘果が強い区ほど果重分布は重

1果あたりI：：わう／／／ううつ
量の大きい階級に移行した． 4本~

赤あぎの発生した果実の割合は第 1表のようで，摘

果が弱い区ほど少なし摘果が強くなるにしたがって

発生果の割合は高まった．

第 1表収穫果の大きさ及ぴ赤あざ，
角ビワの発生割合

呆あたり 1 果 赤あざ
キ支 数 平均重 果割合

% 

1 63.8 2.2 

2.5 79.4 6.7 

4 86.2 14.7 

角ビワ：呆実の稜が明瞭なもの
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第 1図 果あたり枝数と果実の階級分布
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第 2因 果あたり校数と果実の稜の明瞭度別果数割合

収穫果実の稜について各区間の比較をしたのが第 2

図である．いずれの区においても稜の明瞭な果実の割

合が高かったが，最も明瞭な 5に属す果実の割合は摘

果の強い区ほど高しこれとは反対に 1及ぴ2に属す

ような稜の不明瞭な呆実の割合は摘果の弱い区ほど高

台、っすこ．

摘果の強弱と糖及び駿との関係は第 2表及び第 3表

に示した．摘果の強弱によって収穫果実の大きさが著

しく異なるために，同じ重量階級問での比較が全階級

にわたらなかった．しかし， 6月 8日の測定では70-

79 g, 80-89 gの 2階級で， 6月17日の測定では70-

79gの階級で3区間の重りがみられた．この階級にお

いて比較すると，糖度計示度はいずれの時期の測定に

おいても摘果の強い区ほどやや高い傾向があったが，

その差はわずかであった．また，それぞれ 3階級の平

均値の比較でもほぼ同じ傾向を示した．

同様に酸について比較してみると， 6月 8日の測定

では摘果の強い区ほど多い傾向にあり， 6月17日の測

定ではほとんど差がなかった．

2 .摘果後の葉数の増減程度と花房の着生

摘果の程度を異にする各区の， 3月から同年10月に

至る葉数の増減をみたものが第 3図である．単位葉数

90-99 平均

月 8日 1 10.7 10.3 10.4 10.5 

10.5 10.6 

10.4 10.7 

10.6 10.6 10.7 

11.0 

10.9 11.2 
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第 3表呆あたり校数と階級別果実のリンゴ酸濃度（ g/100叫果汁）

果あたり校数収穫日
50～ 59 60-69 

6月 8日

6月17日

160 

140 
業
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の 100

指

数 80 

60 

。
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4 

00.29 

ーミJノ’〆久－－－－ 10枚

3月 6月 10月

第3図異なる果あたり葉数をもっ

樹における葉数の変化

第 4表果あたり葉数と次年度の花房の着生

果あたり葉数
全 着生

着花房率a
頂芽数 花房数

% 

7 1035 208 20.1 

10 843 160 19.0 

20 931 350 37.6 

30 893 505 56.6 

a着生花房数／全頂芽数

あたりの結果量が比較的多い 7枚区及ぴ10枚区では，

0.33 

0.28 

0.28 

3月から 6月までに葉数は10-20%減少じたが， 6月

から10月の聞には 3月の状態に比較して40-50%の増

加がみられた．一方，単位葉数あたりの結果量が比較

的少ない20及ぴ30枚区，すなわち摘果の強い区では，

3月から 6月までに 5-8%の葉数が増加し， 10月ま

でには 3月に比較して55～ 60%の増加がみられた．

次年度の花房着生率を第 4表に示した．全校数（頂

芽数）に対する花房の着生率は， 7枚区及び10枚区で

は19-20%, 20枚区では38%, 30枚区では57%で，摘

果程度の強い区で高い傾向を示した．

重量階級（ g ) 

70～ 79 80-89 

0.28 0.30 

0.39 0.33 

0.40 0.41 

0.27 

0.27 0.29 

0.29 0.28 

W 考

1 .果実の品質

( 1 ）赤あざ果の発生

90～ 99 

0.38 

0.39 

0.31 

察

平均

0.30 

0.37 

0.40 

0.28 

0.28 

0.29 

赤あぎの発生は光の強度と密接な関係をもち， 1果

実内では陽光面，樹冠内では比較的日あたりのよい外

周部の果実に発生が多しまた，品種や結果枝の大き

さによっても発生が異なることが知られている（ 8). 

本実験では摘果程度の強い区ほど赤あざの発生が多

かった．このことは摘果程度を強めることが，弱小結

果枝の果実を主に摘果の対象とし，結果させる枝は強

勢な結果校になりやすい．また，強勢な結果校は概し

て樹冠外周部の日あたりのよい部分に存在するため，

これらが赤あき、呆率を高める主な原因になったものと

思われる．

赤あぎは著しく商品価値をおとし，甚しいものは販

売することができないが，田中における通常の栽培で

の発生率は 5%内外でそれほど問題とはならない．し

かし，着花不良の年や大果を生産するために強摘果を

行う場合，また，大房や瑞穂、のように特に赤あざの発

生しやすい品種では袋の紙質を変えるなどの防止対策

が必要となろう．

( 2 ）果肉の硬度

ビワ果実の品質を検討する場合，糖及ぴ酸の濃度は

勿論重要な問題であるが，食味の良否に密接な関係を

もっ果肉硬度を重視する必要がある．

本実験に用いた品種田中の果実は，本来稜が比較的

明瞭なものが多い．田中の原木の果実は 5稜角であっ

たという菊池の記述（ 2 ）もあり，この品種の特徴と

思われるが，栽培条件によって差が大きい．松尾ら

( 3 ）は稜の明瞭ないわゆる角ビワ（当地方の俗称）

と不明瞭なビワの果肉硬度を比較した結果，角ビワの

呆肉が著しく硬いことを報告している．本実験ではこ

の事実に基づき，稜の明瞭度を果肉硬度の指標とした．

摘果によって着呆量を変えた場合，摘果程度が強〈
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着果量が少ない区ほど稜の明瞭な果実の割合は高まつ ってこの色沢が異なることが考えられる．ビワ果実の

た．稜の明瞭度4及ぴ5が角ピワに相当するが，摘果 糖や酸を収穫期別に測定すると，多くの場合収穫期の

が強くなるほど角ピワの割合は高まり，全体としては 遅い果実ほど糖は高〈，酸は低い傾向にある．これは，

果肉の硬い果実が多くなるものと思われる．一般に大 初期収穫果は日当りのよい樹冠外周部の果実が多し

きい果実には稜の明瞭な果実が多いといわれている 内容に比較して着色が先行しているためであろう．本

( 3 ）が，本実験においてもこの傾向はほぼ一致し， 実験における酸濃度の区間差が収穫期によって異なっ

摘果の強い区における角ビワの割合の高まりは果実の たのは，強摘果で結果量の少ない区における着色の先

大きさと関連づけられるものと考えられる． 行が原因と推察される．したがって，さらに着色が先

( 3 ）呆実の糖及ぴ酸に及ぽす影響 行しやすいと考えられる初期収穫果での比較よりも，

平野ら（ 1 ）の温州ミカンの実験によれば，ある処 内容の熟度が進んだ収穫最盛期での比較の方が精度が

理が糖，酸に影響を及ぽすかどうかを判定する場合， 高いものと考えられる．このような見地から， 6月17

供試果実の抽出方法が重要な意味をもっという．これ 日の測定値を重視して検討すれば，各区間におけるリ

は，温州ミカンでは果実の大きさによって糖，酸の濃 ンコや酸濃度にあまり差がないものと思われる．

度が異なるためで，比較の方法によっては全く違った 2 .次年度の花房の着生

結果をもたらすことになる．特に処理によって果実の 摘果の程度が次年度の花房の着生に及ぼす影響を明

大きさが変化するような場合には注意が必要で、，この らかにするために，樹単位に 1果あたり業数を基準に

ような場合には大きさの階級別に測定を行い，同階級 して摘果の程度を変えて， 3月から10月に至る葉数の

聞でそれぞれ比較することをすすめている．森岡ら 消長を比較するとともに，その年の花房の着生程度を

( 6, 7 ）は平野ら（ 1 ）の提唱した方法を用いて， 調査した．その結果， 10月における， 3月を起点とし

糖及ぴ酸の比較を温州ミカンの摘果区と無摘果区で行 た葉数の増加割合は， 42-58%と区間差は比較的小さ

っているが，これによると，糖濃度には差がなかった かった．しかし， 3月から 6月に至る葉数の増力暗I]創立，

が，クエン酸濃度は摘果を行うことによって低くなっ 摘果程度の強い20枚及び30枚区と，摘果程度の弱い 7

たと報告している． 枚及び10枚区とでは極めて対照的な消長を示した．す

ビワについては，果実の大きさと糖，酸の関係には なわち，前 2区は 3月よりも葉数が増したのに対し，

不明な点が多いが，本実験では前述の平野ら（ 1 ）の 弱摘果区においては 3月よりも葉数が少なかった．結

趣旨を考慮して供試果を抽出した．しかし，抽出に際 果量の多い区では着呆負担が大で，しかも着果させた

して樹冠内の着果位置，結果枝の種類及ぴ呆形をでき 結果校数の割合が高いために，春期の発芽数及び展葉

る限り一定にしたために果数が減少したことと，摘果 数が抑制され，新葉数が旧葉の落葉数に満たず，樹全

程度の違いによって果実の大きさの分布（第 1図）が 体としては葉数が減少したものと思われる．そして，

移動したこととによって，各区間の同階級での比較は 6月から10月にかけての葉数の増加率は 7,10枚区が，

1 - 2階級でできたにすぎなかった． 20, 30枚区を上まわり（第 3図）， 10月における全葉数

この様に比較した結果，糖では摘呆が強くなるほど の増加率は 3月対比で各区間に大差がなかった．すな

やや増加する傾向がみえたが，実用的には問題になら わち，結果量の多い場合には春期の発芽及び展葉数は

ない程度の差で，温州ミカンの場合と類似した傾向を 抑制されるが，収穫後の発芽及ぴ展葉がかえって多く

示した．一方，酸については温州ミカンとはやや異な なるので，年聞の展葉数は結果量の少ない場合とあま

った傾向を示した．すなわち，収穫初期の 6月 8日の り変わらなくなったものと思われる．

測定では摘果が強くなるほど高くなったが，収穫最盛 10月の時点までには各区間ほとんど差のない程度に

期の 6月17日の測定て、は各区間に差がなかった．収穫期 業数の増加をみたにもかかわらず，花房の着生率は 4

の早晩で測定結果が異なったのは，供試果の熟度が影 区間にかなり大きい差を生じ，摘果程度の弱い区ほど

響を及ぽしたものと考えられる．ビワでは成熟過程特 花房の着生率は低かった．

に着色始めから完全着色までの，およそ15日聞の糖及 ピワの花芽分花期は，形態的には 7月下旬－ 8月上

び酸の変化が顕著で（13），このために，収穫時期のわ 句であるが，生理的には 6月上旬～ 7月中句であると

ずかなずれが糖や酸の濃度に影響を及ぼしやすい． いわれている（ 9, 12）.したがって， 6月中，下旬が

また，熟期の判定は通常果皮の着色度によって行わ 収穫期の田中では，収穫期前後の樹体内の栄養状態が

れるが，樹冠内の果実の着呆位置や結果量の多少によ 花芽分化に大きな影響を及ほすことになる．
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永沢ら（10）によれば，果実の採集痕から萌出する

新梢の発育程度及び花房の着生は，結果校の強弱及び

結果数と密接な関係をもち，結果校の勢力が強大でし

かも摘果の程度が強い場合に新梢の発育が良好で，花

房の着生率が大になるという．

ピワの枝の伸長期は， 3-6月， 7-8月及ぴ 9-

11月の 3つのサイクルがある．このうち 9～ 11月の伸

長は春または夏に伸長した結果枝の頂芽が花芽分化後

に再度伸長してその先端に花房を着ける場合と，せん

定などにより不定芽が伸長するのが主で，実際に花芽

分化に関係する校の主たる生長は， 3～ 6月または 7

-8月に行われている. 3～ 6月に発芽伸長した校は

その発芽期が早いために充実がよく，花房の着生率が

高いが， 7-8月に発芽伸長した校は発芽期が遅いた

めに，栄養状態や気象条件の影響を受けやすく，花房

の着生は不安定で、あるといわれる（ 4, 5, 9）.結果

量の多い区では花房の最も着生しやすい 3-6月の伸

長枝の割合が低いことと， 6月以降の伸長校について

は体内養分の差が関係しているものと思われる．

千葉県下の田中では， 1果房に 1呆，まれに 2果を

残す摘果方法がとられるため， 1樹内では果実を着け

た結果校の割合が高い．したがって， 6月以降に果実

の採集痕から発芽する枝（果梗枝または呆痕枝という）

の花房着生率が翌年の収量に大きな影響を及ぼすこと

になる．一方，果実の大きさ及び収量からみた適正な

結果量は，第 1報（11）で検討したように， 1果あた

り枝（頂芽）数が2.5～ 3.5本の範囲内にある．このこ

とを前提にして本実験における花房着生率から結果量

の過不足を検討してみれば， 7枚及ぴ10枚区では 1果

房 1果に摘呆するとすればかなりの果房か午足となる．

また， 1呆房に 2果残す呆房を混入することによって

適正範囲内の結果量を確保することは可能で、あるが，

不良果房の除去，各種の災害を受けた場合の予備果房

の確保，年による花房着生率の減少などを考慮すれば

着花不足になることが考えられる．これに対して20枚

及ぴ30枚区では，予備果房を考慮しでも十分な結果量

を確保できるであろう．

3 .適正な摘果程度

果実の品質からみると，摘果程度を強めで結果量が

少なくなるほど赤あざ呆の割合はやや高まり，呆肉の

硬い果実の割合も高くなったが，糖及び酸には大きな

差はみられなかった．したがって，摘果程度が弱いほ

ど果実の品質はやや優れているものと考えられる．一

方，翌年の花房着生率は，摘果程度が強いほど良好で〉

1呆あたり葉数が7枚または10枚というような比較的

弱い摘果程度では，年によっては着花房不足をきたす

場合が考えられる．したがって，本実験の範囲内で総

合すれば， 1果あたり校数2.5本が適正な摘果程度と考

えられる．第 1報（11）で検討した 1果平均重及ぴ収

量からみた適正な摘呆程度は 1果あたり葉数20～3併文，

校数では2.5-3.5本であった．本報で検討した適正摘

果程度はこの範囲内にあるが，摘果程度を強めた場合

の品質の悪化を考慮すれば， 1果あたり葉数20-25枚，

校数では2.5-3本が実用的な範囲と思われる．

V 摘要

1 .ビワにおける適正な摘果程度を知るために，樹

ごとにその程度を変えた田中を用い，果実の品質及ぴ

次年度の花房の着生に及ぽす影響をみた．

2.赤あざ果の発生率は，摘果程度が強いほど高く

なった．

3.摘果が強いほど稜の明らかな果実の割合が高ま

り，その結果果肉の硬い果実の割合が高くなった．

4.果汁の糖度計示度は摘果が強いほどやや高い傾

向を示したが，その差は小さく実用的には問題になら

ない手呈度であった．

5.酸濃度は，収穫最盛期の比較では摘果程度の強

弱による差はなかった．

6.次年度の花房の着生は，摘果程度が強いほど良

好であり， 1呆あたり葉数10枚以下の摘果では着花房

の不足をきたした．

7 .呆実の品質及び次年度の花房の着生からみた適

正な摘呆程度は 1果あたり葉数約20枚，校数（頂芽数）

では約2.5本と思われる．
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Summary 

1. In order to find out the proper degree of fruit thinning in loquat trees, the 

effect of fruit thinning intensity on fruit quality and flower bud formation in the 

following season was investigated using cv. Tanaka. 
2. Appearance rate of red spots in fruit surface increased as the degree of fruit 

thinning intensify. 
3. The t~ndency to produce angularly shaped and hard flesh fruits may be due 

to the increased rate of the fruit thinning. 
4. The Brix of fruit juice had a tendency to be slightly higher in heave明thinned

plot, however, there is no problem from the practical point of view because the 
difference between each plot was not significant. 

5. The concentration of apple acid in juice measured in the peak season showed 

no difference among the plots regardless of the degree of fruit thinning. 

6. The percentage of flower bud formation per tree in the following season was 
raised by intensifying the degree of fruit thinning. In the case of the trees having 

leaves under 10 per fruit, a poor flower bud formation was obtained. 
7. Considering the proper ratio of fruit to volume of vegetative organ from the 

standpoint of the fruit quality and flower bud formation in the following season in 

this study, it may be concluded that 20 leaves or 2.5 annual branches would be 

needed for producing one fruit. 
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