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千葉II丘地尚武研毅 12: 1 --8. 1981. 

温州、iミカンにおける整枝せん定方法が樹の発育

収｝主果実の r~一色債などに及ぼす影響（第 1 報）

樹の発育と葉の分布状態

森岡節夫・八幡茂木

Effect of Several Training Methods on Tree Growth, 

Yield and Fruit Quality in Satsuma Mandarin Tree 

I . Tree Growth and Leaf Distribution 

in a Canopy 

Setsuo MORIOKA and Shigeki Y AHATA 

I 緒設

カンキツの繋校せん定に関する技術は， f逆手伝，経験

的に改良が加えられながら形成されている部分が多く，

J湘！な実験等による実証的な裏付けのなされることが

少なかった 近年，符力化の観点から，樹高の切り下

げや，機械による刈込みせんでなどが長視され，それ

らに関しての， g：態’fと｛向調査 j三？去をとり入れた，j下手Illな

実毒素の被告ffljが， にわかに多（なった． しかし、それ

らのほとんどは，比rlt交（l'J短其月間にあ、ける樹体反｝；包につ

いての調査が行われたもので＼カンキツの長期間！の終

校せん定法についてヨ考察するためには，必らドしも卜

分な資ポユトとはいえなしミ

」方，主主校方法に関しでは長期間にわたっての試験

が比較的rlJくから行われているものの（ 6, 8, 14) 

本来怒Uまたはせん定に関する試験においては，処理

の内等々数伎をもって客受注的iこ表現することがi本i滋な

ため，ぞれらの試験成績が 必らずしも醤遜的会没得

力を持コに f:）ているとは思われない場合が多い。ま

たそれ勺の成バは，結fあたり LX:そないしは来実の階級

分布などのみが重視され，姶tr伊｛r浮ど主の角［~;f,斤や身3実の♂

t't についての結~兵や考察カ＂1半つてしミない

これらのことを考l註して，答者らは1：として樹［f!1比

(f)jj冠横径に対する修T冠の高さの兆三事）をもって，処

士里戸、j手手の数i量的持伶をノjミす指標とし、 ？奇力や果，支の♂

t1t i古J！－.《を二；ミR長とした数種の！縫校せん定J去をぷみ，生態

学的認査手法をもとり入れて，各悠f壊の優劣を検討す

る’支験を行った 1979年に，結実期間がほぼlO{f'.に透

したので，中間報＇；＇；－としてそれらの結寝の考苦笑を行っ

た．本線においては，妙Iの発育と樹体構造，特に葉の

分布状態について 1唆告する

日 材料及び方法

50m × 60m の，＇tl~tj方向へは約 3 度の傾斜を待ち

南北方向をやゃなかおとなるように造成予れた続壊す：

のほ場で実験を行〉た．繁i丑滋fHの 2：手生活 196本，

3年生fi'i70本を用い， 2年生前を間伐予定樹に， 3 2f. 

生I'llを永久樹にあてす 4.Sm× 6.0m（永久樹）の 41存

楠えとして， 1968年 3)j下旬に定植奇行った 永久樹

には，地きゅう肥を入れた筏 1.0 m，深さ 0.6mの植

プてをつくり， 間イ文予定桔JIこは＋直ンてをつくらなかった，

1969年 3けから下記のような繋校せん定処理を行つ

7こ．

無せん主主民 主主総後いっさいせんノj：キ行わない，

関心自然Jfo;区慣行の関心自然炉心：ぷヰ；樹形をつく

る すなオっち，主幹長を 0.4m n可f分、：し， 主幹から主

校をコ方rf11に斜｛Lさせ，各主校に：干Jづっの・mー主校を

つける．ただし，せん:J:i!'H麦の格fr.:;.LヒがO.8 rlilf炎とな

るようにし，またせん定IJtは，業数で＼せん定直前の

着葉数の25～ 30%とする

関心 1~1 然形軽せん定i乏 ）京！！りとして関心自然形とな

るように桜伎を行い，せん定量l主若葉数の20%以下と

する 樹高土とは関心自然形と同様0.8f殺後とする

主i;i｛］移民 せん定直後の樹高上とが 1 0以下にならな
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いようにする。樹高比を高めやすくするために主幹を 市I]( 1処理あたり 38本）とした．

直立させ．かつ主枝はなるべく水平に近い方向に伸長 1969年には一定以上の大きさに達した樹にのみ結実

させるために，地表への牽引や，主枝基部への傷つけ させ， 1970年からは全樹に結実させた．毎年 7月下旬

を行うこともある ～ 8月上旬に 全面間引きにより，観察で l果あたり

わい化仕立て区 せん定直後に樹高比が0.6を越え 20～25葉程度となるように摘果した。また着果の少な

ないようにする 樹冠横径の拡大はできるだけ抑制せ かった樹でも．きず＼病害虫付着果や奇形果は除去し

ず，主として樹冠頂部の立ち枝のせん除を行う 主枝 た その他の管理は，千葉県標準技術体系にしたがっ

の配置については特に考慮せず＼樹冠内部の軽い間引 で行った

きせん定を行う程度とする． 毎年12月～ 1月に．接木部から約 5cm上の位置の幹

関心自然形区および閉経せん定区のせん定量の調節 周を測定した 1975年12月および1980年10月には 4方

は次のように行った. 5年生前後までは，せん定直前 向の樹冠径と樹高を測定した そして毎年のせん定時

の着葉数を調査して所要せん定葉数を算出した..それ に行う樹冠の大きさの測定は，横径の任意の一方向と

以後は 1樹あたり 10～15本の枝に分けて，校基部周を 高さについて行った。 1980年 7月に．関心自然形経せ

測定し，相対生長則によ って樹あたり着葉数を推定し， ん定区を除く全処理区について．各処理での平均的な

せん定葉数を算出した 樹形をもっ 2本づつを．それぞれの間伐予定樹のうち

l区あたり永久樹5本，間伐予定樹14本とし， 2連 からえらんで＂＇， 0.2m＇プロックのサイノメ刈取り法 （1 ) 

1 無せん定区 3 主幹形区

2 関心自然形区 4 わい化仕立て区

10年生時における各処理区の樹形

（図中ポールの目盛りはいずれも0.2m)
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による解体調査を行いす葉の分

布状態をしらべた．

阻結 果

各処理［又の樹あたりせん定葉

cm 

40い

・一一一一無 せ ん Ji' 区
一一一一一関心自然形軽せん定以
一一一関心自然形区
一一 + 幹 IIラ lメゐ

一一一わい｛じ fr点て lメ

校重を， 2 fjえごとの合計偵をも 30 

って示すと第 1表のようである

字刀剣J4年間にあっては t¥l字形

況で、最もせん定主義枝重が大であ

ったが，それ以後は関心臼然尽

に:fsいてj設も多く ft長平多した． 14司

心 I'！然形1Ji任せん主主i玄とわい化f士

、7ゐて［又は， 処I.ml'l目立台則から 1976

fドまでほとんど等しいせん定法

で＇， 1977年と l978fドにあ、いでわ

ず、かにわいイヒtt¥rてl乏で多かっ

た， 主幹jfo；［又は1973千f.Uf変［？奇心

自然形蕊せん定区とほぼ等しい

せん定：誌で推移した 日78年ま

での通算せん定策校重は関心向

然If}I乏で最も大で•＇， f也のせん主主

処 四l叉はその75～ 83%であった

幹！司の推移は~I IヌIC永久樹）

および第 2閃（間伐予定樹）の

どおりであった すなわち，無

せん定民で幹問の発育が経も！日：

主主で， 主幹形区で最も劣った．

関心i:c1然If｝［三，間続せん定i三お

よびわい化ft:,f.てi廷の 3l三は，

1)fJ 2者のほぼ中間の予告宵れ：度で

あった．この 3［えのうちでは，

Ii円心自然1ro;;，μモせん定l又の幹周が

ftfl.Cl 2 1＞＜：よりわグかlこまさった

一一一 一一一｛一一ーで当国

知‘ せ ん 疋 民 。
関 心 (cj 然 Jfo;; I乏 497 

関心 l~I 然形軽せん定限 406 

三主 幹 1形 区 618 

わい化 仕 立 て 区 285 

j主 1 

2 

i幹

20 

JiJ 

10 

0し一__J……ム一一一L… J一一一l一一一一し一一_j_ーーし一一」一一一一」ー上一一よ，__J刷

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15年

C夜3

40 

30 

幹

20 

Jiヨ

10 

。

第 I表

］ヲ71
イー

1972 

。
815 

686 

1,027 

638 

樹令

第 1図 l衿 1.'tlの推移（永久樹）

一明一一司無 せ ん 5E 区
一一一一一関心自然形軽せん定区

・- llcJ 心ドl然 1移民

一一 i二幹形［メ：
一一一わい化 ｛I：立て区

2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

樹令

?i'I 2 Iメl f衿 l?iJの J世 移 （lliJ伐二子定枝n

l樹あたりせん定楽校重（呈）

19'73 1975 1977 
イー 十 十 言i

1974 1976 1978 

。 。 。 。
1, 712 1,568 2,097 6,689 

1,098 1,316 1,568 5,074 

1,122 1,341 1,431 5,539 

1,230 1, 816 1,356 5,325 

各処理38本の平均

1979十1980年は間伐開始後のため永久樹10本の平均

ト
1980 

。
3,620 

3,639 

2,877 

1,776 
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樹 i凶行w nそ

15iドゴの発育終fU.＼における樹巡の大きさと
樹向上七（永久紛）

（）；エCi¥31ヌ；とIii］し

4 

第 4［滋

2 3 

m ；泌総任

1().ijljーの交官終了II.＼＇における樹辺の大きさと樹向上！：
（ノk久樹）

（ ）は［ヌI"i ＇の it'i:1i,」~ （＂ノJ：された鮒，：＇： j上b

( 0.8) 

、S／A
V
 

雪

2
A（

 

(l .2) 
A ！！＇.＼ せん主主！く
ム関心 fj然 JI予i( 
., :le 宇1' lf'.i I< 
。わしミfヒjl:_i）：て！イ

。

これらの傾向は水久樹と fHJ伐予

定樹にわ、いて全く 111］様で、あった‘

1()1f子f:.lf;'f'および15if '!:11/f-の，

そのfドの発育を終了した12)Jの

時点での樹冠の大きさと樹Iお比

をぷすと，第 3［ヌlおよび第 41文｜

のようであった。

両II初等！とも，無せん定iえで、i1え

も部冠が大きく舎樹の手苦手fが/IE

慌であることがノ式会れた 10 fド

メiリl、？には， わし叶ヒ11：仇て｜えはrm
心 i':i然）聞記と樹；）d横筏でほぼひ

としく，桧Ji','liても、｜り勾約 0.5 m 1氏

かった．また t：•衿J］三 i又は tiHi:':i で、

llfl心「1？：~If手とほぼひとしく，粒t

!r:t十演f壬てミ 0.5m J..:J、！：ノj、さかった

15'<f生II寺； 4 おしミてiえ わLミイヒii:

.＼＇！白て iえで関心自然Jf~区よりも ＇.M

冠横任のやや大きくなったもの

があり，また両氏の格j,¥'!jの羊：は

10 {j'.itll寺よりやや小さくなった

主幹形ts：の関心自然Jf~／）（に対する

樹；，g横花や樹高の関係は， 1（）｛ド

メ］：II、？とほとんど同じであった

無せん定i乏のtMif+i上ヒ；ふ 10年

生II寺：二｛主 o.81lfH去のものカヂ；まと

んどであったカペ 15if.IJ:il与にl土

0.8以上のものが；威主って，（）.71)fj 

f乏のものカず多くなった rm心、n
然形［＞＜.の樹，：＇1；比は， itl1jll初切とも

カ再刊士んJ.i:'.l三と Iii玄［rl]t.::--c・、あった

わい化11:－｛／.てi又では， 1011々（：II寺

にはほとんど 0.6 I前後に'1,fiわし

たがサ 15{j'J削、干にはり7 を越え

るものがみられた， r•;i字形にお

いては， 10年生H主には平均約1.1

で＼ 1.2を1越えるものもみりれ

たが15年生日、？には 1.0をドまわ

る結fが多かった，

t幹からの1m肉！切りむよび樹；否

11i有rm積あたりの策l面積指数を

第 51ヌ1にノjミした

無せん定j乏では， 主将から O

～ 70cmの策硲積糸数がおく， 8

n日 f~誌をノjミし 1 それよりタト）ii二［勾

4 

第 31米l

。

町1

4 

2 

結j'.) 

三る
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負担せん定1><:

8 

6 
』定

rf"ri 4 

手会

m 2 

主主 。
町1'

I s 
m' 

6 

4 

2 

。

( 6 .15) 

50 

t宇宇治、らの Jftj関L
150cm 

って！？年じょに1H：ドし，J改タト；＇fl)

＇（＇＇、は：c::·~Wt に低；下した．！日j ，心 i’j

然形！又では l:幹から50~90cm

のf,f.fi§＇.で、9;)fj後の依をノメし，

外)jにi旬ってやや：J,¥i般に低

ドした。 Iミ幹形｜〉くにおいて

は， l：幹h'il辺白ilにおいて極

めておい柴／ff河fi指数がノjミさ

れ。 主幹からはなれるにし

たがって急激にf氏下した

わい化fI：、工て｜えにおいては，

i：幹から 90cm まで、 ~~r有i積指

数がsnri後をノjミし， タトメjに

i匂ってf余じょにfほドしたが，

:I；去タトfrllにわ、いてもかなり，：＇；；

L汁11＇［をノメした 4

関紙：片手f凶積あたり葉而

債指数は， iゾ；寸形r：王で最も

[;',•j く，以ドわいイヒf上立て［又

11丹心 I'~ 然形｜えの）I阪で＼ 無せ

ん定！むこむいて設も fff: ぃ 1~1

が、ノjミされた

次におさ日ljの柴数分イfi'!iiJ

｛＼＇をぷすと第 6l><Iのようで、

問j心 ！＇！！件、形｜メ

12 

ハ
リー

ニL'i令JIヲ｜又

8 

主義 6 

i主： 4
寺員

指 2
数

;d' 0 

／ 
ill 8 

δ 

(6.42) 

。

わい化fI: 
ρ：てば

~l 5 ［瓦！楽 i泌総指数

（）は桔tあたり葉両横m数

50 100 

＋•：冷からの距離

一一L一一－
10 20 

一ーム一一_L_
10 20 

150cm 

し、イ｜ユイl:：「／；ていー

10 20 10 20 

立主数分イIi )ill 介（%）

約 6l:J<I ，・：：； さ別葉数分イIi11i1J合

cm 
240 

?J¥E、せん主主lメー l IJfJ心1'17ぷ形区

200 

r¥':j 160 

120 

ざ 80

40 

。

幹形｜メ； わい化｛1:5！：てv

h 
'-' 

tit ffri Ht 怜J I.St (m/rn') 

第 7[xi 楽 1f1i fi'i 符！交
IJ ＇＂むきごとの仙の、 l'l!・J



6 千葉然11,lij也！主：1:,:=iA'tliJ主主

あった

J,i興せん＞£ 1べでは樹；己l：の Lffll に ~t:Y: うげIi が多く，樹i：む

の1j1央.:'fl）にあたる 1.2m から l:)Jlこ，全f本のむよそ65

%の虫きが分布した わいイヒ1I：立てlメーは，倒；ばのf[f:'f/lに

近い；＇fl）分に！5が集1j19 る傾向が0rti く，樹，~~j の 1j1 央；＇fl)

( 0.8 m ）から l:)J部分の葉のWIJii'は，無せん定｜三と

ほぼ111］干＇Dil'であった ！初心i'1然71間〉くにおいては，松tl~：i

の小！よと；＇fl）で分布初公がi誌もおく， I: flこ向ってほぼ均

等な形てるl定数割合が減少した またt.幹彩［えにおいて

は，裕f;:';j111 ifi: )'fl) （約 110cm）およびそれよりド方に葉

が多く， 1¥'1jさ60～ 140cmの；部分に，全体の約75%が集

中した

f定 1lri 干f弘前 f交を r.i:n ＇，して， ；f:1 さ日rjの·~の分イli俗 f交をみ

ると；，fp［ヌ｜のようで，子手処111!1又とも f定数の分イ15；刊合と

よく f以ていたが，それよりも， 1Jllt して樹；ばI人］の；：~； l当部

分にむいて，葉［面積持＂＇交がおまる傾向がみられ，特に

主将司苦［＞（（こむいてその傾向が手干しかった また地表か

らf鼓fliまてミの、子l&Jfa＇｛で、は， わしミイヒfU'r.てIX.と J:.守y.7[;f；メ：

がほぼ等しく，かっ他。の！ベよりも待j度が大で、あった

そして ll1J心自然）閉山主熊せん定！三よりもわずかに、子助

の分布街r.ftが1L1:かった．

IV 考 聖誇

15(fぞ！：：II、＇i'Iこは（） 71)fJf去にfl¥ドするものが多かった 従

来このように多数の樹をHIl、て. f11HJけ11,'tから長期日fl

J!l~せん Ji: のまま予告育させたものについての，樹形のj'{f,

移または策の分布状態について F側資や観察がなされた

例は，ほとんどみあたらない 一般に，成木となって

から放任に近い状態にわ、かれた対lよ州ミカンの樹形を観

察すると， i：記の秒I向上ヒよりもさらに低；ぃ1宣をノメして

いるものが多いので＼誌U十iミカン樹は向然状態iこ放任

すると，次ti'iiこ移U;i上七の低下するのが‘般と考えられ

る

樹令とともに， l:)jへの伸長力が衰える傾向は，関

心仁！？？？リ｜玉沢むよびi二幹形にも，＼忍められた いっぽうわ

いイヒ1J: ＼＇［. て｜えにむいては， f也の｜又と j'~. なり， かえって

15年生II与の）jが間高比の；:'i;いものが多くみられた こ

れは， 15年生II与にあたる1980年が全般的に不成り年で

あり，樹冠mtrJIの強い切り返しを多用する本処士里ぱに

符iニ5!11勢な夏秋しょうが多発したことによるものであ

ろう．

単位1：地lffi積あたりの葉htを培すこどは 1 贈収のた

めの必要条件ーであり，そのために，第ム義的におい樹

元重点有I面干員あたり策litカ河絡f栄されなければならない

主主校せん定が樹冠，ii有i面積あたり葉htに及ぼす影響に

カンキツにわいて，せん定がなされた樹は一自主に無 ついて， 1虫ウ；樹を用いての’＇.~出責例はあまり多くない

せんJi:樹に比して樹の発育速度がおそく，さらにせん 千里fら（ 1 ）は， 35¥fノif:のdnlHIミカンで＇， 7 'I＇・間無せん

定側IHJにむいても，強いぜん定がなされた樹ほど発育 定とした樹と， J)fj心内然形に終校された樹の葉i主l積m
がNlil；せされることについどば，すでに多くの報公があ 数は，守主役紛においてややまさったとしているーまた

る（ 3、 5' 7' 11, 12, 13). t:実験lこわいても、そ 小野ら（11）は， 26年生総について！？号機の比絞を？？い

れらといl様のが；架がノJミされ，無せん'.if:［涯の幹周，樹；必 然せん定修！の葉rfl出資指数が 5.9であったのに対し， I！司

の大きさは，す代ての終段せん定｜えにまさった，また 心！’i然ff；樹は 6.2とややまさるがi米自であったことを示

せん定i止を具にした 2つの問心臼然形l垣間にtsいても している ヅ＇J， 関心！＇！然形樹が無せん定樹より !'.iii而

せんJi:I止の少なかったれせん定［えにあ、いて，わずかで 禎指数が低かったとする＇ f.f,i｛今（ 4）もあり y ごの場合は

あるが，；刷局〈〉づき育がまさった 関心自然形倒の葉の分布待i皮が東ll.らであったことをE嬰

初JHIJlこj改もせん定i止の多かった主幹形！夫は その後 世lにあげ、ている．

の斡！却の発育が最も劣った 第 1表において，［r'i]l乏の 本実験における15年生樹をIllいての比較で、は，無せ

1973 ff.以後におけるせん定葉校王立はそれほど多くはな ん定況の樹対，1j有泌積みたり菜面積指数が5.25であつ

かったが、樹あたり若葉数に対するせんJi:主主校泣の’＇lilJ たのに対し ！？奇心自然形i；えで6.15とま怠ったーそして

合は， 4処Jif!［のj1で最も大きかったものと考えられる わい化fl：立て｜玄てる6.42, l：幹形｜乏で6.82と，いず、れも

なわ， l:幹形ばにあ、いて，初期lにせん定葉校長が多か 関心自然形｜えよりもさらに葉市i積指数が高かった．す

ったのは， J:.幹の優勢を縦長持するために，他の強勢な なわち，これらの各整校せん定処t里氏は，無せん定l又

伎の大 l,t除去を行なう必要があったためで、ある． に比していずれも幹周肥大が劣り，そのために樹あた

また， JO年生および15年生II寺にむいて，無せん定I又 り築設（ 9 ）が！日l樹令の無せん定l叉より常に少ないこと

は他の処Jill［乏に比べてI切らかに樹冠が大きく，樹冠拡 が推察されたが，樹冠の大きさや樹冠占有面積あたり

大の速度が大であった 策面積指数からみて適切な栽槌街度を考慮すること

槌f.JIH麦、~く終校せん主主がなされていなしり；M-H ミ によって，然せん定の場合；こ劣らない土均面積みたり

カンの樹高上とは， rn>r.生時、予でおよそ 0.8であり，また の主主量を確保することが可能で、あろう。



手足｜国I.八申請 がUNミカンに ;f3、ける校校せん定方法が樹の発育， Jj;{l,t，果実の品質などに及IJ＇す影響

また電子1fj援のHi:去で、繋校せん定が行われた衡の，総

冠i村で、最も策のmなりの多い；＇fl）分において， fだi面積指

数はせいぜ、い 8前後であることが矢口られている（ 2 ）が

本実験における！＇.幹形ではサその J:.幹部！NJ辺にむいて

11をi協す1白いfa＇（＿がノIミされた．

土地面積あたり禁法が減少しない限り，地表からよ

り ）lI い部分；こ多くの：主主をう〉司j］させることが，~）（J!lj その

fill の；；~： p裂を行ううえに好ましい f足来ゐ般に行われて

いる関心 （！然形終伎に比して， ＋.幹71列｜：、工てやわい化

fl：江ては，より市iい紫｜古川l'l指数を，y,jf;f；予しながら， より

地表に近い1"'Tii'iに多くの葉が分布した

また， I也表から樹mまで、の平均的な完走の分子jj街度が

類、せん定以｛こえして t•：•字形 iズおよびわい化fl: ，；：てiえ｛こ

おいて ;l'.!jく， j苅心r・1然）［手にむいてややfttかっ た これ

はがI：者がサ ｜：ガまたはiJ!llJjへの枝葉の伸長11:tr!J jfjljす

ることを終校卜ーの tなねらいとしたもので、あったの I~

士、lして，！初心自然）彩lべでは，必I；出IA）に遇、＇1な41隙をつ

くることを tlH内としたも主干支11ミで、為ったことによるも

ので為ろう。

これらのことを通じての守手キ終段y去の優劣について

の詳細な論議は，収I，（や果実Fの t'11'1t'l などを比•I•交したう

えて＼総{'J-(J'Jになされなければならない

V 摘嬰

If'¥' JI立の行 ）Jイとや果実の，＇， 1,'f'(11 D l：を.!:lit~ として，話，L州、i

ミカンの核技せん定改）持 iニ摘する試験を行い，本字誌で、

l；上旬 15{1＇・ノ＇t:まで、の樹の発育と，樹泌｜人lでの挺の分布状

態などについて宇li1'iした 無せん定lえのほか， l；自心「I

~~Mlえ llH心 1'1 f!.UI手！隠せん:ci.'.I/., iソ：Vi'JI手［＞くおよびわい

化11:，；：てiえの終枝せん定i又を設け，せん定11'.Hii:の樹；：；j

上ヒが，それそ、、れ0.8,0.8, 1. Oおよび 0.6となるように

も冬校した‘

] . 幣校せん定処HJ!ばは， しγすごれもカ＼f,せんJi::l>Zに比

べて幹l.'Bおよび樹；試の発育が劣った．特に，初！引］に強

いせん定をした｝ゾ怜Jf列記の発育が:lr!fも劣った．

2. 葉面積指数は J：幹形においてM：も，：＇1jく，以下わ

い化f上立てj札関心r'l然彩！えのj柾iで＼いずれも無せん

定ばよりもま定／（［j積J白書士がおかった また守 主幹Ml'<の

l＇.＇州市辺白 llの；然治i積桁数は 11以上と極めて向い値を

ノjミした

3. 知、せん'.U'.Iえでは， 1刻；dI-. rHIの，地表から雌れた

｛主流に多くの葉が分布したのに対し，各終校せん定［＞く

はい Fれもそれよりfltい｛立授に多くの主主が分布し，特

に u字形iベiま地.U.Om以下の葉の分布割合が多かった．
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Summary 

An experiment was made to improve the training method on satsuma mandarin 

trees. In this paper, tree growth and foliag日 distributionin a canopy of a single 

tr官官 werer睦ported.

Five different training treatments were conducted; no pruning, open-center 

training with ordinary pruning, open-center training with light pruning, central 

leader type training, and dwarf type training with topping. Trees of each training 

treatment were so carefully pruned that the ratio of tree height to canopy diameter 

after pruning corresponded the values of 0.8, 0.8, 1.0, and 0.6, respectively. 

1. The growth of trunk and canopy in all training plots was retarded as c6rn-

pared to the non”pruning plot. The plants in the central leader type training plot 

was poorest in the growth because of heavy pruning to make one central leader in 

an early growth stage. 

2. As to leaf area index (LAI), the amount of leaf area p哩rarea covered by 

a canopy, th告 centralleader typ♀ training plot showed the highest value, followed 

by the dwarf training plot and openでentertraining plots, the value in all training 

plots being higher than that in the non-pruning plot. Moreover, LAI determined 

in vicinity of a trunk of四 ntrallead君rtype training tree was found to be so high, 

above 11.0. 

3. In non綱pruningplot, large amounts of leaves were distributed in the upper 

zone of a canopy. In contrast, in training plots they were distributed in the lower 

zone of a canopy. In central leader type training plot, higher rate of total leaf 

amount was distributed within l.Om above the ground. 
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