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[要約]

宮崎県総合農業試験場研究報告 第43号(平20.3)

ヒュウガナツの多目的ネット栽培法

亜熱帯作物支場 吉 倉 幸 博

ヒュウガナツは自家不和合性が強く，着果のためには他のカンキツによる受粉が必要である。従来はハッサクやブ

ンタン類で受粉していたが種子数が多く，消費が伸びない一要因となっていた。そこで，開発されたのが4倍体花粉

による受粉技術である。4倍体花粉による受粉は，従来の2倍体花粉と比較しても，果実肥大や品質等に大きな遜色は

なく，確実に含核数を少なくする技術としてその活用面積も増えている。 しかし，露地栽培では開花期に訪花見虫を

遮断できないため. 4倍体花粉で受粉しでも全果実の約1O~20%の確率で有核果となり，訪花昆虫の発生次第では，約

50%の有核果率に達する年もある。開花期に圏全体を4mm 目のネットで被覆すれば，訪花昆虫を排除でき，完全な

少核果の生産が可能となる。さらに，周年ネットを被覆することにより，開花期の訪花害虫による果皮傷害や台風に

よる風傷 ・落果等も防止できる。また，果実の日焼け防止効果もあり，無袋栽培が可能で省力化が図れる。ネット被

覆を簡易パイプハウス方式にすれば，秋期以降に天井ビ、ニルの被覆が可能で，収穫期までの降雨を遮断することによ

り，糠度を約1%高めることができる。それと同時に，開花期にビニルを展帳すれば，降雨時の受粉も可能で，開花

期の天候に左右されず，生産量の年次間ぱらつきを是正することができる。

4mmネット被覆状態で，開花ほぽ2週間後まで、にジベレリン処理すれば，果実は人工受粉より小さくなるが，完全

無核果を作出することができる。開花期の長雨で受粉できない年の対策として活用できる。

少核果の作出には多くの4倍体花粉を必要とするが，従来の夏柑4倍体花粉に変わって，ヒュウガナツの4倍体である

口之津41号が有望と思われる。 口之津41号は蔚が大きいため，通常より開蔚温度を高め，時間も長くすることで活性

が高く，着果率の高い花粉を得ることができる。また，闘病後に有機溶剤で抽出すれば，省力的に花粉を採取すること

が可能である。

[キ ー ワ ー ド]ヒュウガナツ ，ネッ ト被覆，少核・無核化 ， 無袋栽 培，品質 向上

[緒 言]

ヒュウガナツは本県の代表的な特産カンキツで，文政 まで300日以上を要し、樹上で熟成された芳醇な香りと

年間(1818~1829年)宮崎市赤江で偶発実生として発見さ 味は春~初夏のくだものとして，消費者の評価も高い。

れた。「ひむかの国」の原産であることから「日向夏Jと命 ヒュウガナツは越冬性の晩柑類で，栽培適地も冬期温

名された。一説によれば，ヒュウガナツはユズとブンタ 暖な地域に限られ，全国的には表lのように，本県と高

ンの血を引いていると考え られ，ユズに似た豊かな香り 知県，静岡県の3県で90%以上の面積と生産量を占めて

を有している。 いる。

蓋2
県名

宮崎
高知
静岡
愛媛
福岡
その他3)

註

全国のヒュウガナツ栽培面積及び生産量

面積仰)1) 生産量削2) 生JJ需主用
155.3(39.6) 1.877.6(39.0) 1，445.6 396.1 
115.5(29.4) 1.806.0(37.5) 1，604.2 49.0 
48.7(12.4) 456.6 (9.5) 284.0 30.0 
41.9(10.7) 404.2 (8.4) 368.7 29.0 
17.8 (4.5) 154.1 (3.2) 109.0 

13.5 (3.4) 116.0 (2.4) 588.6 2.0 
392.7(100.0) 4.814.5(100.0) 4.4∞.1 506.1 

'''03年現萄 ""03年産 ω鹿児島他4県合計

生産状況は各県でやや異なり、本県はアルベド部分の

多い大玉果の生産を目指しているが、高知県や静岡県で

は自家和合性と言われている西内小夏や白鳥日向等の導

写真l ヒュウガナツの着果状況 入で、中小玉果の生産が取り組まれている。

本県では表2に示すように，露地 ・施設栽培あわせて

また，ヒュウガナツは代表的な晩柑で開花から成熟期 約150haが栽培され，主産地は原木が発見された宮崎市
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近郊の清武町・綾町 ・高岡町(現宮崎市)でこれに県南の

日南市を加えると全面積の約80%を占める。

ヒュウガナツも消費の多様化が進むと同時に、少核 ・

表2 本県のヒュウガナツ栽培状況('04年度)
面積 生産量 出荷量(t) 雇蒙言語

栽培型
(ha) (t) 県内 県外 (戸)

露 地 131.7 1，537.6 1，121.5 306.8 333 
施設 24.1 496.6 354.9 122.5 109 

無核化の技術確立に伴い，施設化面積も年々多くなり ，

現在では24.1ha、109戸と全面積の約15%を占めるに至

った(表2)。このように，施設化は消費者の高級志向(無

核 ・少核)と相まって増え続け、更に今後，この傾向は

強まると考えられる。

一方，露地栽培の状況は，県央の旧産地ほど高樹齢の

在来系ヒュウガナツの比率が高く， トリステザウイルス

の感染による樹勢低下や樹高が高いため，受粉作業が困

難となり，着果のばらつきが年々大きくなっている。強

毒のトリステザウイルスに感染すると校へのピッテイン

グの発生がひどくなり，着果はするが幼果への養分補給

ができず，生理落果やホウ素欠乏症のため殆ど落果する。

現在，トリステザウイノレスと低樹高のための対策として，

亜熱帯作物支場で開発した「強度の更新による若返りせ

ん定法Jにより対応している。

写真2更新後の不定芽発生(左)と翌々年の着果(右)

この方法は写真2のように，主校を低い位置で切り，

数本の不定芽を出し，樹勢を強くすることで， ウイノレス

をマスクすることが可能で，翌年から有葉花が多くなり

着果が安定する。また，樹高も低くなり，受粉作業も容

易となる。

さらに， ここ 4~5年はトリステザウイルス病対策とし

て，弱毒ウイルス M16A接種の早生ヒュウガナツへの

改植が進んでいる。それに伴い，少核果実の作出のため，

4倍体花粉による受粉を行う農家も多くなってきている。

しかし露地状態のため，開花期に訪花昆虫の遮断がで

きず， 4倍体花粉で人工受粉しでも，結果的に有核果の

を出し，約4~5 日後に匹珠に達し受精する。 表3は夏柑4

倍体の花粉を受粉した後， 一定時間経過後に2倍体ハッ

サク花粉を受粉したデータである。時間の経過に従って，

少核果の割合は多くなっているものの， 24時間後でも完

全種子が形成されている。

写真3は寒天培地で発芽試験し， 48時間経過した花粉

表3 4倍.2倍体花粉重復受粉の影響(1990/5)
区 1果平 結果率 含核数 少紘臭率幻

鈎重(ρ (見) 完全種平 シイナ (覧)

5h後1) 205.0 66.7 17.5 6.8 0.0 
7h後 217.7 76.9 19.5 9.8 0.0 
10h後 215.5 80.0 15.2 11.3 16.7 
2物後 192.5 71.4 15.3 9.9 20.0 

無重捜幻 199.7 81.3 1.7 15.7 92.3 
1)夏柑4倍体受粉5時間後lこ2倍体八朔花粉で受粉

2)夏柑4倍体受粉のみで、重複受粉なし ω完全種子数3個以下の果実割合

管の伸長状況を示した。明らかに2倍体の文旦が花粉管

の伸びがよく，活性の強いことがわかる。このような結

果から， 4倍体花粉で受粉しても，一定時間内に2倍体花

粉で重複受粉すると，有核果になると推察される。

写真3夏柑4倍体(左)と文旦(右)の花粉管比較

自然界ではミツバチ等の訪花昆虫を人工受粉後に寄せ

つけないことは不可能で、ヒュウガナツ園の周囲に他品

種が混在すれば、当然重複受粉の頻度は高くなり、有核

果率も高くなる。

この他，ヒュウガナツは開花期の4~5月に雨が多いと

人工受粉ができないため，着果が悪く、収量が不安定に

なる年もある。また，ヒュウガナツの花は香りがよく，

密や花粉が多いため， 他のカンキツ類にくらべ訪花害虫

が多く，その被害も大きい。

そこで，露地栽培におけるこれらの問題点を解決する

ため，ネット被覆試験を行った。同時に，少核果生産の

ためには4倍体花粉の取得が必要で，夏柑4傍体に変わる

有望な4倍体の品種や省力的な花粉採取技術の確立も併

せて行った。さらに，露地栽培でのジベレリン処理によ

る無核果作出の検討も行った。

混入があり ，完全に少核を保証できないため，市場での 1.試験方法

有利販売につながっていない。 試験は1998年から開始し 当初は単棟の簡易パイプハ

有核果が混入する原因は，受精のメカニズムと4傍体 ウスによる予備試験であったが，2年目の1999年からワ

花粉の活性にある。めしべの柱頭に着いた花粉は花粉管 イヤーネット方式での試験を開始した。この方法は圃場

9 
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の周囲に高さ4mの支柱を立て，鋼線(ワイヤー)を約l

m間隔に張って天井と側面を強化 し，全面をネットで被

覆した(写真4)。ネットの大きさは，長さ40m，幅10m

でネット内を4室に分けて，各種の試験に対応した。ネ

ットの色は白で周年被覆とした。供試樹は在来系ヒュウ

ガナツ 18年生で， 各ブロック(室)内の植栽本巣は4~5

が，行動範囲が広く受粉に影響を及ぼすのは前者の二つ

である。コアオハナムグリは大型で、6mm 自のネットで

も効果があるが， ミツバチが問題であるため， 4mmネ

ットと自の縦幅が半分の2mmX4mmネットの比較を行

った(表4) 。 ケシキスイは2~3mm の小型甲虫で、この

表4 ネット種類の検討(1999)
区 供試樹展帳方式処理期間使用花粉

サンサンネット(2*4mm目 7 ワイヤー全期ネット被覆夏柑4倍体
9イレンネット(4*4mm目 7 同上 岡上 同上

ネットでは効果がないが、これより小さな網目では台風

時に強風を受ける頻度が高くなり，施設本体の倒壊が考

えられるので対象外とした。

ネット展帳方式の検討は，ネット施設の多目的活用を

を目指して2003年から開始した。開花期に降雨が多い場

合は人工受粉ができず，生産量も不安定となる。その対

策として， ピニノレ若しくは他の資材をネットの上に二重

写真4 ワイヤ一式ネット に展帳して降雨遮断と降雨日受粉を試みた。写真6はワ

イヤーネットを想定した傾斜地での木造平屋根方式の予

本とした。これに対し無被覆の対照樹は，同一圃場 ・同 備試験である。

樹齢の18樹を用いた。対照樹と異品種(ハッサク)の植栽

間隔は，最近接樹が2mで全体的にはほぼ30~50mの範

囲である。また，対照樹は秋期から収穫期に鳥獣害防止

のため， 30mm目の青ネットを12月から全面被覆し，収

穫後の4月上旬に除去

した(写真5)。供試樹

の肥培管理の概要は次

の通り 。草生栽矯で年

間4回の草刈りを行い，

施肥は4回の分施とし，

年間の窒素施用量は成分で27k gである。 トリステザウ

イルスへの感染は少~中程度で，この対策として年次計

画的に強度の更新せん定による樹の若返り(前述)を図

ると同時に，ホウ素欠乏による落果を防止するため 2

~3cmの幼果期にホウ素剤の葉面散布を行っている。

着果量は1m 3当たり 18~20個を目安に仕上げ摘果を行

う。病害虫対策としては，訪花害虫やスリップス，ハダ

ニ，黒点病等に重点をおいている。また，冬期落果防止

のため，落果防止剤(マデック乳剤)をマシン油混用で

1月に散布している。以上が試験方法及び栽培の概要で

あるが，年度及び謀題毎の試験方法は次の通りとした。

1.ネットの種類及び展帳方式と降雨時受粉試験

(1999~2004年)

被覆するネットの特定に当たっては、訪花昆虫の遮断

を第一義的に考慮した。開花期の訪花昆虫としては， ミ

ツバチ，コアオハナムグリ ，ケシキスイ等が上げられる

写真6 平屋根方式によるビニル被覆試験

また，翌年の2003年の受粉から，開花期の降雨遮断の

ための被覆資材検討を開始した。供試資材はファファネ

ット(写真7) で素材はポリエチレンの糸を格子状に織

り込み，加熱接着したネットで雨よけ資材として商品化

されている。色はシノレバーで，編み目の大きさにより遮

光率や雨よけ効果に差があるといわれている。写真7は

左が編み目が大きく，右は小さい。傾斜地であれば，降

写真7 供試ファファネット NA22(左)， SL (右)
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雨時に雨滴の表面張力を利用してネットの編み目の上を

滑り流れ， 一定の量(重さ)なった時点で落ちるので，

降雨時、広範囲にまんべんなく降る状態を回避できると

いうもの。この2種類のネットを移動式パイプハウスに

被覆して，遮光率や温度，降雨遮断率を調査した。

2004年度からは、ワイヤ一式ネット(前述)に編み目が

大きく，遮光率の小さい NA22ネットを開花期に被覆し，

降雨時の受粉試験を開始した。それと同時に，同年度か

ら被覆方法に簡易パイプノ、ウス方式を導入し，降雨時の

ビニル展帳による受粉試験と秋冬期展帳による品質向上

試験を開始した(写真8)。

写真8 簡易パイプ方式ネット

2.ネット被覆による少核保証と外観向上実証試験

(2002，2006年)

前述したように，露地状態において， 4倍体花粉で受粉

しでも，訪花見虫による2倍体花粉の重複受粉により有

核果となり，その果実の混入が消費者の不評をかい，市

場価格を押し下げる一要因となっている。これらの問題

を解決し，少核を完全に保証するため，ネット被覆実証

試験を行った。表5に2002年に実施した少核試験の方法

を示した。

表5 ネット被覆と袋かけ試験(2002)

供 試 他品種(八期)使用花粉
樹数 との距離(m)

ネット被覆+無袋 3 一 夏紺4倍体
40m + 露地+無袋

2 2m 石松子
露地+有袋 3 一 (1: 1) 

ネット被覆区はワイヤ一方式lこ4X4mm 目の白タイレ

ンネットを周年被覆した。露地区は。02年9月6日に13号

油紙袋を収穫時までかぶせた有袋区，何も処理しない無

袋区を設置した。さらに，露地の無袋区は， 他品種と昆

虫の影響を検討するため，八朔との距離が遠い遠隔樹と

近い近接樹を設定した。

2006年の試験設計はほぼ2002年と同じで，袋かけ区は

設定せず、露地における年次差による訪花昆虫の交雑の

違いを検討した。

さらに、2007年に追加試験として， 4倍体花粉受粉後の

2倍体花粉の重複受粉試験を行った(表5-2)。前述のよう

に1989年と 1990年に実施しているが， 4倍体花粉受粉後o.

5， 1，2， 3， 4時間後 (1989年)，及び5，7，10，24時間後(1990

年)までの重複受粉で，結果的には全ての時間帯で完全種

子が多く，少核果(完全種子が 1~3個で他は不完全種子)

の作出はできなかった。最も少核果率割合が高かったの

は， 24時間後処理の20%であった。今回の試験はこれを

踏まえ，表5・2のように夏柑4倍体受粉後， 6時間後から6

時間毎に48時間後まで文E花粉(2X)を重複受粉した。

表5-2 ヒュウガナツ重複受粉試験(2007)

処理数区 交雑受粉処理法
1回目花粉 2回目花粉受粉問時間 笠盤整i

100 
123 
116 
112 

111 
100 

6h 夏柑4X 文.e.2X 6時間
12h 夏柑4X 文旦2X 12時間
18h 夏柑4X 文旦2X 18時間
24h 夏柑4X 文.e.2X 24時間
30h 夏柑4X 文旦2X 30時間
36h 夏柑4X 文.e.2X 36時間
42h 夏柑4X 文旦2X 42時間
48h 夏柑4X 文旦2X 48時間

97 

82 

3. 受粉作業の省力化「ハチj受粉試験(2000~2005年)

多目的ネット栽培の一環として，受粉作業の省力化を

目指してミツバチによる受粉を検討した。

受粉作業は多くの労力を要し，経営規模が大きいほど

その比率は高くなる。一概に受粉といっても，その作業

は多岐にわたり 4倍体花粉の昔採種から約の分離，闘

病を行って花粉採種，そして，その花粉の貯蔵管理まで

多くの労力を要する。さらに，人工受粉も開花期の約10

~2週間は毎日午前中を中心にして， 1~2人/lOa の労力

が必要とな

り，そのこと

が規模拡大が

困難な一要因

となってい

る。

試験方法

は，ワイヤ一

式ネット内でヒュウガナツの開花期にボックス植栽の夏

柑4倍体(受粉樹 ・写真9)とミツバチ飼育箱を搬入して受

粉を行った。夏柑4倍体はヒュウガナツに比較し，開花

期が4~5 日早いので，冬期から出奮期の栽培環境を変え

(日照時間が短く，低温で推移する場所)，開花時期の調

節を行った。 ミツバチは養蜂家から日本ミツバチを借り

11 



ネット内でのハチ受粉は可能であるが，今までの試験

では人工受粉に比較するとどうしても果実が小さい。20

05年度は確実に直花を減らすための方策として，開花前

の直，U~全摘醤区を設置した(表9) 。

ジペレリンによる滅花獄験(2003)
散布目 GA濃度 供獄樹
12/17 25ppm 2 
1/14 10ppm 2 
1114 25ppm 2 

第43号(平20，3)宮崎県総合農業試験場研究報告

受け，図1のように配置して試験を行った。図lはイメー

ジで試験年度により配置方法が若干異なった。

2000年度は人工受粉とハチ受粉の単純な比較で，着果

率の違いを検討した。2001年からは前年度の試験で明ら

かになったハチ受粉の問題点、である「着果率が低し、Jr果

ことを中心に諜題解決にあたった。

12 

一理
法
一
む
よ
上

盟
単
同
同
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一一五
12/17，25ppm 
1/14，10ppm 
1/14，25ppm 

星誕翠

実が小さい」

4. ジベレリンによる無核化試験(2000----2001年)

日本植物調節剤研究協会の委託試験で2000年から試験

を開始した。初年度は加温栽培(夜温180Cで加温)での無

核果作出試験で GA300及び500ppmを落弁期に散布して

4倍体花粉の人工受粉区及び無受粉区と比較した。

多目的ネ ット栽培(露地 ・無加温)における無核化試験

も2000年度から開始した。無加温栽培でジベレリンを落

呈並鑑
ホ.ツ似植栽・6樹

石松子1・1花粉

直花摘普ハチ受粉猷験(2005)
処理法 供鼠樹ハチ徹).

全直花(膏)除去 2 
'05/5/5 

2 

蓋9

扇匡蓄
無摘奮

ム孟塁盤

l，目的ネット|

弁期に散布し，無核化した場合，いかに果実を大きくす

るかが課題となる。

表10露地裁倍でのジベレリン散布による果実肥大試聡(20∞。
区 使用薬剤l 処理処理臼 処理

回数 方法
GA50Oppm+ 7 1以外100ppm 5/5 
GA500ppmワI~hト 100ppm 2 5/5， 5/30満開~落弁期に
GA30Oppm+フI~ ;Iット 100ppm 5/5 霧吹きで散布
GA30Oppm+ 7 I~;Iット100ppm 2 5/5， 5/30 

GAへ.ースト(GF1α)0) 5/10 
夏柑4倍体受粉 ー 5/5-9 

2001年度は多目的ネ ット2室を使い， ハチ放飼数を2，0

00匹と4，000匹にして比較した。受粉樹の夏柑4倍体ポッ

ト数も表6の通り違えて，ハチ受粉l区で花粉付着量を多

くすることをねらい，着果率向上及び大玉作出の検討を

H
B
C
D
E
F
 

ハチ勧飼数及び受粉樹数比較鼠験(2001)

供獄ハチ 使用花粉(受粉樹) 受粉期間
樹数肪飼数
5 夏柑4倍体+石松子(1:1) 4126-512 
5 4，∞0 ホヘ"J'JA夏柑4倍体 7樹 4126-5/14 
4 2∞0 ホヘ"J'JA夏柑4倍体 3樹 4/26-5/15 

行った。

蓋6

区

人工受粉
ハチ受粉1

ハ王室盤2

露地栽培でのジベレリン散布による果実肥大訴験(2001)
薬剤名及び濃度 処理周目 処理方法

シXレリンai剤500ppm '01/515(1回) 果実のみ散布
同上+71レメッHOOppm '01/5/5， 5/27(2回) 同 上
同上+71レメット20ppm 刀1/5/5(1回) 同 上

+7/~メット20ppmのみ刀1 /512 7 ， 6/11(2回) 向 上
(夏柑4倍体花粉 '01/4127-5/5 人工受粉

果硬部に塗布
人工呈盤

表11

E 
A 
B 
C 

着果率はl区当たり 500個の有葉花をマークし，収穫時

('02/4/4)に着果数を比較した。同日に果実階級を日園連

規格で比較した。2002年度の試験方法もほぼ2001年と同

表10，11はその試験区を示したものである。露地無加

温栽培でジベ レリ ンを処理しても単用では果実が小さく

なる。そこで，細胞分裂を促進し，果実肥大に効果があ

るといわれているフルメ ット液剤(サイトカイニン効果)

D 

じとした。

これまで、の試験でハチ受粉で、は不完全種子数が少な

く，果実が小さいことが明らかになった。これは付着す

る花粉量に問題があることがわかったので， 2003年度か

らは，付着量を多くするための諸対策を講じた。その方

を混用した区や効果の長いジベ レリ ンベ スト区を設け

た。また回散布でのジベレリン持続効果は約20日と

いわれているので 2回散布区を設定し，果実肥大や着

色遅延等への影響を検討した。

表7 ハチ勧飼期の遣いによる受粉獄験(2003)
区 使用花粉受粉樹数 放飼期 放飼数供獄樹

人工受粉 夏柑4倍体 一 一 一 5樹
ハ子受粉1向上ホ'''J'JA樹 6樹 4129-5/13 3，000 6樹
ハ子受粉2間土木.ッウス樹 6樹 5/3-5/13 3.000 4樹

5. 口之津41号の受粉樹適性試験(2002----2005年)

多目的ネ ット栽培による少核系ヒュウガナツの作出に

おいて， 4倍体花粉はなくてはならないものとなってい

策として，表7のようにハチの訪飼期を違えて，直花の

開花盛期を過ぎてハチを入れる区，及び12月----1月にジ

ベ レリンで減花処理を行い，花の絶対数を減らす方法を

設定した(表8)02004年度の試験方法もほぼ2003年と閉

じとしたが，ジベ レリンによる減花は効果がなかったた

め除外した。



吉倉 :ヒュウガナツの多目的ネット栽培法

る。現状では4倍体甘夏ミカン(以下，夏柑4倍体)の花粉 表15は花粉採取の省力化を図るため， 2005年度から聞

を活用し，約10数年前から南那珂地区を中心にして人工 始した有機溶剤(アセトン等)による花粉精製試験方法を

受粉が行われている。 しかし，夏柑4倍体はかいよう病

にきわめて弱く，同一圏内に植栽した場合はかいよう病

の発生源になる場合もある。 さらに，夏柑4倍体は着果

しでもその果実は商品価値が殆どなく，生食用に供する

ことができない。

以上のことから，支場では1990年から夏柑4倍体に代

わる受粉樹の探索を行ってきた。清武町で約20年前発見

されたヒュウガナツ4倍体(亜熱帯作物支場で染色体数を

確認した。通称:清武4倍体日向夏)を中心lこ，自家和

合性といわれている静岡県伊豆で発見された白鳥日向等

を供試して倍数性調査や受粉試験を行ってきた。その結

果，白鳥日向は2倍体でヒュウガナツの受粉樹には適さ

ず，清武4倍体日向夏も2X，4Xのキメラと判明し， 2X 

への先姐戻りが明らかとなり， 一部の個体で4倍体染色

体を保持しているものの全体的には受粉樹としては不適

という結論に至った。

2000年，農林省果樹試験場口之津支場(当時)から生山

系ヒュウガナツ (4倍体)を導入し，受粉樹としての適応

性試験を開始した。生山系はかなり以前，元安芸津支場

長生山氏(故人)がコルヒチン処理により育成したものを

口之津支場で保存されていた。2003年度からは，口之津

41号の系統名で第9回系統適応試験として， 他県の果樹

試験場でも調査が開始された。

表12，13， 14は2003~2005年までの口之津41号の受粉樹

適性試験の試験方法を示した。対照品種は夏柑4倍体で

表12生山系ヒュウガナツ花粉の受粉適性誌蹟(2003)
区 樹齢花粉採取 開蔚方法 花粉希釈

夏柑4X20年生 石松子:花粉2:1 
電動採華号機 27"C開幕号機24時間

生山系 2年生 (重量比)

表13口之津41号{生山系)花粉の受粉適性試厳(2004)
区 区分 普採取日解前日 受粉日花粉希釈憂務蓬

口之津 試験 '04/4/16 4118 4124-28 
1 : 1 普受粉41号試験n '04/4126 4126 4/28-29 

夏柑 試験 I
向上 岡上 同上 同上 同上

4倍体 試験E

表14口之津41号(生山系)花粉の号粉滴件試鐙α∞5)
区 奮 1Hlf!iー 受粉

採取日大きさ温度時間受粉臼希釈比1)受粉法

夏 柑 4X ..___ ^'O~ .̂， 4/29 
口之津41号 4128 開花前 27。C 24h ~5/8 1.1 普受粉

1)花粉と赤松子の割合

採取した菅重 ・荷重 ・花粉重を調査し，花粉採取量の比

較を行った。 また，花粉は石松子で1 ・ 1~2: 1Iこ希釈し，

昔受粉を行って，受粉2ヶ月後の着果率を比較した。 さ

らに，収穫時に花粉毎の不完全種子数や果実肥大階級割

合の比較を行った。同時に，口之津41号は奮(蔚)が大き

いため，開務方法(温度 ・時間)の検討を行った。

示した。

蓋12
区

有権溶剤lによる花粉採取試験(2005)

アセトン

盟丘

供試 花粉花粉
間約去 受粉法

董数 採取法稀釈

100 27
0
C， 24hアセトン抽出 1 : 11) 普受粉

100 同上 0.25mm鶴岡上 田上

1)花粉稀釈は花粉赤松子が1:1の割合

11.結果及び考察

1.ネットの種類及び展帳方式と降雨時受粉試験

(1999~2005年)

ネットの種類では周年被覆を前提としたので，原則的

には白ネットとし，網目の大きさを比較した。4mmネ

ットに比較し2mmX4mmネットは，目の縦幅が半分の

ため，通常でも通風が悪くなり，夏場にネット内の温度

が高くなる。そのため， 日焼け果(写真10)の発生程度が

4mm 目の+~ーに

比べ， ++と高く

なる傾向がみられ

た。 日焼けはひど

くなると落果する

が，ネット内での

発生は果皮表面が

褐変(写真点円内)

し硬くなる。軽症の日焼けは果肉そのものに影響は殆ど

ないが，外観が悪くなり商品価値は低下する。

ネットの風に対する抵抗については，風洞施設の不備

表14 遮蔽率比較

編目 遮蔽率
(mm) (%) 

2 62......63 

4 31......34 

6 29......32 

9 27......28 
16 15......16 

等で直接的な試験はしていない

が，表14はネットメーカーの風

洞試験による遮蔽率を示したも

のである。実際の場面では，降

雨を伴う場合が多いので，風の

抵抗はこれ以上に達するものと

思われる。この試験結果で防風

(破風)対策としては4~9mm 目で満足できると思われる

が，ヒュウガナツの場合はミツバチ等の遮断が必要のた

め，必然的に4mm 目に限定される。よって，ネットの

種類は周年被覆の場合， 4mm 目が好ましいという結論

に達した。

次に展帳方式と降雨時受粉について述べたい。ワイヤ

一式ネット(平屋根)での降雨時ピニル展帳は，写真11に

示すように緩傾斜がついていても， 一部分に雨が集まり

13 
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いわゆる"金魚鉢"状態を呈するため.ピニルは降雨時

受粉のための展帳資材には不適と判断した。

写真11 ワイヤ一式ネットの"金魚鉢"

次に供試したのが，雨よけ被覆資材とされているファ

ファネットである。前述したように2種類のネットを用

いた(写真7参照)。表16，17にその成績を示したが、表

中のネット AがNA22(薄手の資材)，ネッ トBが SL(厚

手)を示している。

表16被覆ネットの種類が降雨遮断に及lます影響('03/5)
区 強い降雨(mm) 弱い降雨(mm)

ネット外ネット内遮断率(紛 ネット外ネット肉遮断率偶)
ネットA 205.0" 81.2 60.4 23.1.' 7.3 68.4 
ネットB 100.8"' 34.5 65.8 56.0・ 4.5 92.0 

り5/13-14"3/1-2 .'5/14-15 "3124-25の降雨量

表17被覆ネットが照度に及ぼす影響('03/5)
区 晴天日(4/23) 畳天日(5/14)

ネット外ネット内遮光率(目)ネット外ネット肉遮光率(国)
ネットA 89.500 48.450 45.9 53.450 30，050 43.8 
ネットB 99，300 27，350 72.5 52.400 22，100 57.8 

*単位:Ix(YOKOGAWA:llluminance Meter 501 01) 

降雨遮断でネット Aは雨の強弱に限らず、60%台の遮

断率を示す。ネット Bは強降雨でも65%、弱降雨では92%

遮断することが判った(表16)。遮光率もネット Aは晴天、

曇天を問わず40%台に対し、ネット Bは晴天時には72%、

曇天時でも57%の遮光率となる(表17)。ネット被覆によ

るネット内温度は、 A，Bとも昼温が高くなる傾向があ

り 、 特に遮光率の低いAネットは5~60C ， 遮光率の高い

Bネットは2~30C高い(データ略) 。 以上の結果から、供

試した2種類のネットとも遮光率が高く、夏期はネット内

の温度も上がるので、周年被覆はできない。遮光率がや

や低く、弱い雨であれば、降雨量を約60%程度遮断でき

るファファネット NA22(ネット A)を降雨受粉時だけ天

井に展帳する方法が好ましい。

2004年度からは NA22ネットを用いて，ワイヤ一式ネ

表18降雨量の遣いによる着果率比較
受粉目 前期調査(6/20) 後期調査(10/7)

受粉数(降雨量) 着果数着果率 着果数 着果率
5/3(4.5) 70 58 82.9 52 74.3 

展張
14(14.5) 80 44 55.0 42 52.5 
5/3(4.5) 70 41 58.6 33 47.1 

無展張
5/4(14.5) 80 30 37.5 23 28.8 

ット方式で降雨時受粉試験を開始した。その具体的デー

タは表18の通りである。

菅受粉としたので，無展張区も一定の着果率がみられ

たが，展張区の方が着果率は高く，この傾向は降雨量が

多いほどその差が大きくなった。

写真13 ワイヤ一式ネットとファファの二重被覆

被覆方法は写真13の通り ，4mmネットの上にファフ

ァを二重に直張りした。この被覆により完全に降雨を遮

断することはできないものの，ファファの穴の大きさと

雨水の表面張力効果により，ネット表面を滑り落ち， 一

定の重力になったところで漏れるので，全ネット内面積

からすると降雨面積はわずかな割合となり，遮断効果が

高まり，受粉した花粉が洗い流されないため着果率が高

くなると思われる。

以上の結果から、降雨時にファファネットを展張する

ことにより，降雨を幾分遮断することができ，着果率を

高めることができる。 しかし，平屋根のため，ファファ

ネットの固定が難しく，強風対策が課題である。

これに対して， 2005年度から試験を開始した簡易パイ

プハウス方式(写真8参照)では，パイプがアーチ型にな

っているのでファファネットやビニノレの固定が容易で，

強風に対しても問題がない。 表19~21に試験データを示

表19降雨受粉絡の被覆資材と着果率の遣い('05/7/14)
区 ツホ・ミ受粉 開花受紛

十嵐山一一|
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した。着果率は奮受粉では全体的に高いが，開花受粉で

は降雨を完全に遮断できるポリビニノレで高い。ただし，

試験時は5mm程度と少ない降雨であったため，各区と

も大きな差はなかったが，開花時期に多雨の年ほどその

効果が高いと思われる。果実階級割合はファファとポリ

ビニル被覆区で3L以上の割合が高い傾向にあった(表

略)。これは，表20に示す含核数(不完全種子数)に比例

し，大玉ほど種子数が多く ファファやポリビニル区で

平均含核数も多い傾向がみられ，被覆により降雨時でも

受精率が高いことが示唆できる。

被置資材の遣いと晶賓比較('06/4/29)
果皮色 糖度ク工ン酸

表21は収穫時の果実品質の分析結果である。着色はポ

リビニノレを2006年1月4日から再被覆したポリビニル区で

よく，無処理区で、悪かった。糖度は1月から降雨を遮断

したポリビニル区で無処理より 0.6%高く ，周年青の4mm

ネットを被覆したファファ区で極端に低くなった。

以上の結果から，簡易パイプノ、ウス方式によるネット

栽培は，受粉期と秋期以降にポリピニルの被覆が容易で，

降雨時受粉が可能となり，糖度上昇等の品質向上が期待

できる。

2.ネット被覆による少核保証と外観向上実証試験

(2002，2006年)

試験方法については前述したが， 2002年の試験では，

ネット内外のヒュウガナツ含核数比較，及び外観等に及

ぼす影響を中心に調査した。ネット外では異品種との植

栽距離がいかに含核数に影響するかも重視した。表22に

はそのデータを示したが，ネット内の交雑果数が01こ対

して，ネット外の異品種と植栽間隔が近い場合は16.4%，

遠い場合でも9.1%の果実が虫媒により 2倍体花粉と交雑

していた。虫媒により交雑したと思われる果実は，完全

種子数が極端に多く， 1個あたり 20個以上にのぼった。

表:22ネット内外の交雑果数と含桜数の遣い('ω/1/29)
区 調査 虫媒虫媒果 4倍体受粉果種子11虫媒果種子教り

個数果数割合側 完全 不完全 完全不完全

_.::t-';Iト~ωo 0__0.8 1&5 一一
ネッ帥i丘ぽi 110 18 而4 ー可'1 22.4 23.4- 0.6 
ネヴ防本遺爾 110 10 9.1 0.5 1&0 28.8 2.3 

1)完全・不安全種子数は果実1個の平鈎種子郵

'lJJI.湖樹との距離が約街、の日向夏樹を選定

お八朔樹との距灘が約紛mの日向夏樹を選定

2006年の試験では近接 ・遠隔樹は設けず，ネット内外

ヒュウガナツの含核数 ・外観等の比較を行った。また，

ネット自体が長年の被覆による劣化と前年の台風による

被害のため，写真14に示す破損がみられる状態で試験を

行った。供試樹は各区2樹で樹齢は25年生の在来系ヒュ

ウガナツを用いた。

試験の結果は表23-2に示す通り，ネッ ト被覆区で少核

果(夏柑4倍体花粉で受粉した果実)が96.4%で無被覆区

の47.7%と比較して明らかに多かった。これに対して，

有核果(虫媒により 2倍体花粉で受粉された果実)は無被

覆区で52.3%と多く， 4倍体花粉による受粉の後で，訪花

見虫の飛来による2倍体受粉が行われ，有核果の発生割

合が高くなったと思われる。

さらに， 2002年と 2006年の有核果の発生割合が大幅に

1)果実1個に完全種子が3個以上を有核果とした。

違っている。2002年は近接樹でも20%を下回っている反

面、2006年は大幅に超えている。これは，後述する外観阻

害要因でも大きな差があるように，年により訪花昆虫の

発生に差があり，その多少が人工受粉後の交雑や外傷果

率の違いに影響を及ぼすものと思われる。よって，開花

期のネット被覆は訪花見虫が多い年ほどその効果は高ま

ると考えられる。また， 2006年データ(表23)のネット被

覆区に3.6%の有核果が発生した。前述したネット破損

(写真14)箇所から訪花害虫が進入し，交雑に至ったため

と考えられる。訪花害虫の発生が多い年には，小さなネ

ット破損も交雑果発生の原因になるので注意を要する。

写真14 ネッ ト支柱部分の摩擦による破損

ネッ ト被覆が外観保持に及ぼす影響は表23に示した。

調査対象にした外傷は，風傷 ・日焼け ・ハナムグリ及び

スリップス被害等で，その結果は2002年度は外傷果率 ・

度とも袋掛けをした区とほぼ同じで，無処理に比べると

15 
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外傷果率で約25%，外傷果度でも約2倍以上の効果が認め れた(表27，28)。

られた。特に、日焼けに対する効果は高く，無処理より約

10%被害を軽減できた(表24)。外観品位では秀品率が袋

掛けの89%には及ばないものの70%と高い(表25)。

表23ネツド憶覆的裏動閣に及I;{す宙開駅03/2/12)
区 調査 bta星 日程度 外傷果外傷果

果数甚多中少無率制ぽj

ネペ:11-肉 120_ 2 __  4_ 14_ 39_ 61_ 49.2_13.6 
ネッt-m袋働It:120 4 2刀 36 59 50.8 14.6 
ネット外{無処)![ 12(】 10 14 28 37 29 75.8 31.1 

"風傷、訪花害虫加害傷等を5段階で分類した。

2)J..Is._cb:_ (甚川村多*5)+{中将}+{少*1・
外傷果度一 一ー一山 ー *1∞ 

表24ネット被覆1肝要婁日焼けに及lます量正響:('03/2112)

区 調査 日焼け程度 日焼け日焼け
臭数甚多中少無率(首) 度

ット肉 120 4 6 110 83 21 
ネット (袋掛け) 120 4 116 3.3 0.5 
ネット外(無処理， 120 2 10 10 98 18.3 5.9 

※調査方法等は表23に準ずる

表25ネット被覆が外観品位に及ぼす影響('03/3125)
区 調査個数秀t明)優 良 外品

S~~庄肉 678 70.4 19~8.1 2.2 
ネット外(袋掛け 508 89.4 5.9 2.0 2.8 
ネット外(無処理 515 47.8 23.1 20.2 8.9 

1)品位は日園連の外観評価基準とした(写真14，15参E

しかし，この効果も年度差が大きいといわざるを得な

い。2006年度の試験では表26に示すように，全体的な外

傷果率はネット被覆区が約35%と無被覆の58%に比べ低

い。外傷果要因別でみると風傷と訪花害虫(上写真参照)

によるものは無被覆に比べ発生率が低く，効果が高かっ

たものの，灰色カビ病とスリップスによる被害は被覆区

で5多かった。また， 日焼け果の発生も2002年度に比較す

ると発生率が高く，年による差が大きいことが伺える。

ネット被覆により訪花害虫の被害と風傷は，それを防

止することで直接的な効果がある。 しかし，灰色カビ病

の発生やスリップス被害，日焼けの発生等はネット被覆

による通風阻害や高温が影響したのではないかと推察で

きる。温暖化が問題になっている中，過去には問題にな

らなかったことが新たな課題として浮上している。

ネット被覆が品質に及ぼす影響でも年度差があり，大

差はないが周年被覆では糖度がやや低くなる傾向がみら

有 意 件η * * N.S. 
1)本は5目水準で異符号聞に有意差有、N.S.は無(Dunc

表28ネットの有無と果実品質('07/4/2.
糖度 ヴ工ン酸

糖酸比(%) (%) 
置 108 1 ~a 8.Lb 

無被覆 10.8 1.57 b 6.9 a 

有意差1) N.S. ** ** 
1)料は1%水準で異符号聞に有意差有(Dunca

2007年に実施した重複受粉の結果は，表28一l以降に

示した。いわゆる 4倍体と2倍体花粉の重複受粉は，無

被覆(露地)栽培において 4倍体花粉の人工受粉後に訪

花見虫が飛来し， 2倍体の花粉を柱頭に付着させた場合

を想定し，時間経過毎に調査したものである。2007年10

月に処理した全果実を採取し，日国連式選果機で階級別

に分け，階級毎に果実を無作為に抽出し区当たり概

ね60果の含核数を計数した。果実l個当たりの完全種子

の含核数が3個以下を少核果とし，それ以上は不完全種

子数の多少を問わず有核果とした。

表28-1 重複受粉の時間と着果率比較('07/10:

区 処理数着果数着果率 1果平
(受粉数) (採果数 (%) 均重(1()

6h 100 80 80.0 152.5 
12h 123 104 84.6 149.5 
18h 116 106 91.4 164.2 
24h 112 81 72.3 166.0 
30h 111 84 75.7 162.5 
36h 100 66 66.0 147.0 
42h 97 73 75.3 156.8 
48h 82 70 85.4 165.0 

表28一lは重複受粉の時間経過毎の着果率と l果平均重

を示した。着果率にやや差がみられるが，受粉した日時

や時間帯が違っているためのブレと思われ，試験結果に

影響する

表2日経過時慣と含警比軽(刷0) 差ではな
調査 核薮

区 個数 完全蓮子不完全橿子 い 。 l果

6h 57 17.2 d 7.7 平均重に
12h 55 14.3 c 8.3 ab 
18h 66 22.9 e 10.7 bc ついても
24h 61 17.5 d 13.6 d 

同様に大
30h 64 12.3 c 16.4 e 
36h 56 9.0 b 13.0 cd きな差は
42h 64 11.4 bc 13.6 d 

みられな
48h 60 5.6 a 21.5 f 

査意性n * * い。問題

1)*は5%で異符号聞に有意差有り(Duncan)。 の含核数



吉倉 :ヒュウガナツの多目的ネット栽培法

は表28-21こ示した。階級毎の含核数は割愛したが， 2L， 

3L等，階級が大きい果実ほど完全種子，不完全種子を問

わず含核数が多い傾向があった。示しているデータは各

区毎の全果実平均を比較している。この表で明らかなよ

うに， 4倍体受粉から48時間経過後に2倍体花粉を受粉し

た区で完全種子が少なく，不完全種子は多くなり，有意

差があり，確実に少核果が多くなる。逆にいうと， 4倍体

花粉で受粉しでも， 42時間以内に2倍体花粉で人工受粉す

れば，果実の約70%は有核果になる可能性が高いことが

示唆された。それ以外の区には有意差はみられないが，

30時間経過後から両種子の含核数が逆転しており，時間

の経過とともに不完全種子が多くなる。この傾向は図l

-21こでもわかるように， 30時間経過後から少核果の割合

が多くなっていることと符合する。

30 60 

25 50 

ジ白 20 40少
核

核 15 30果

果
20 割数 10 dロb 

5 10 % 

0 ・ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ・0

6h 12h 18h 24h 30h 36h 42h 48h 

図1・2重複受粉における時間差毎の小核果率

このように，実験的な重複受粉では4倍体花粉の受粉

から2昼夜経過しでも少核果の割合は50%程度で，確実

な少核化はできない。自然界での訪花昆虫による受粉で

は，実験のように確実に柱頭に2倍体花粉が着くとは限

らず，有核果割合はこの試験よりは少なくなるが，無ネ

ット状態で4倍体花粉を受粉しでも，少核果を完全に保証

することはできない。

以上の結果から，開花期に4mmネッ トを被積するこ

とにより ，訪花見虫を遮断でき，確実に少核果の作出を

保証することは可能である。ただし，年により訪花昆虫

の発生量が多い場合は，ネットの破損部分から侵入し，

有核果の発生がみられるので，ネット破損の点検 ・補修

は必ず行う必要がある。また，風傷や訪花害虫による被

害は確実に少なくできるが，灰色カビ病やスリップス，

日焼け果等は年により差が大きいので注意を要する。

3. 受粉作業の省力化「ハチJ受粉試験 (2000~2005年)

ヒュウガナツは強し、自家不和合性を示し，安定した着

果のためには， 他品種による受粉が必要となる。自家不

和合性のメカニズムは，雌ずいの花柱内をヒュウガナツ

の花粉管が伸びるとき，ヒュウガナツであることを認識

し，s杢珠から出される物質(タンパク態の酵素)が，花粉

管の伸長を阻害するため不受精.)となる。この作用は高

等植物が，遺伝的に向家受精による劣化を防ぐための進

化ととらえることができる。

従来は一部の園地で八朔や文旦により人工受粉が行わ

れていたが，ほとんどの園地では自然任せの栽培がなさ

れてきた。地蜂の飛来が多い年には虫媒受精で着果がよ

くなり ，果実も大きいものが生産されていた。 しかし，

開花期に雨が多い年などは着巣が悪く ，着果しても果実

のばらつきが大きく，小さな果実は寒さのため落果しや

すくなり，生産量も安定しない状況であった。そこで， 1 

0数年前から4倍体花粉による人工受粉が多くなり，少核

果の生産が行われるようになった。前述したように，人

工受粉には多くの労力を要し 南那珂農業改良普及セン

ターの試算でも10a当たり直接的な受粉のみに24h，花粉

管理等を入れると約32hの労力を要するとしている(経

営管理指針より)。この受粉作業の省力化を図る目的で

ハチ受粉試験を行った。

2001年の試験では前述した(表6)ように，ネット内に

持ち込む受粉樹数と放飼ハチ数を検討した。その結果は

次の通りであ

る。着果率は

人工受粉に比

較すると両ハ

チ受粉区とも

低いが果平

均重は受粉樹

やハチ数を多

くしたハチ受粉1区で人工受粉区に次いで重い(表29)0 1 

樹平均の着果数では表30に示したように，ハチ受粉1及び

表29ハチ数、受粉樹数が着果率等に及ぼす影響

マーク花 着果率全果重 1果平均
数 J 着果数 (%) (kg) 重(g)

人工受粉 500 223 44.6 48.8 218.8 
ハチ受粉 500 80 16.0 15.4 192.5 
ハチ受粉2 500 79 15.8 11.2 141.8 

'清二果率調査のため受粉前にマーヲした有葉花数

意却受粉劫漕果数及び摘果謝こ及lま持費監'OV4/4)

区 1樹平常階鰯|措果数 値圏晶

4L3L2L L M S 計 E町由

人工受粉 回 129 回 3) 13 2 羽，7 36 
J守受粉1 19 32 98 82 74 15 320 266 
J呼受粧 2 お 鍋 124 119 65 伺銅

術呼受粉1受務樹・ハチ教とも多い区ハチ受糠:骨少区

2区で極端に多い。そのため，摘果数も多くなり摘果に

多くの労力を要する。また，果実階級ごとでは受粉樹数

.ハチ数ともに少ないハチ受粉2区で極端な小玉となっ

た。ちなみに，全収穫果実のl果平均重は人工受粉221g，

17 
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ノ、チ受粉lが171g，ハチ受粉2が139gであった(データ

略)。ハチ受粉において，放飼ハチや受粉樹数を多くすれ

ば，比較的大きな果実作出も可能であるが，経費や搬入

スペースの面から数量には限界があり，必要以上の導入

は無理である。

そのような観点から， 2003~2004年度は両区ともハチ

の放飼数を3，000匹，受粉樹数を6樹に限定し，ハチの放

飼期間を変えて試験した。前年まで、の試験で、ハチ受粉区

が着果量が多いのは，直花が着果するためでこれを減ら

すため，ハチ受粉2区はハチのネット内搬入を約1週間遅

らせ，直花の開花盛期をはずし，受粉機会を少なくする

対策を講じた。2004年は搬入をさらに10日間遅らせ，前

期搬入を4月26日，後期搬入を5月5日からとした。後期

搬入時は写真16のように，多くの直花が落弁(花)期を迎

えた状況で，直花への受粉機会は2003年に比較すると少

なくなったと思

われる。

試験結果につ

いては，両年と

もほIま同じ{頃向

であったため，

2003年のデータ

は割愛し，表31

写真16 ハチ搬入時の落弁状況

に2004年度の日毎の着果率を示した。人工受粉は当然高

いが，ハチ受粉H区に比較してハチ受粉 I区の着果率が

低い。これは，前述したように，ハチ受粉 I区の直花開

花数が多く、それを受粉対象にするため，マークした有葉

花への受粉機会が少なくなり，結果的に有葉花の着果率

が下がり，落果が多くなったと推察される。

表31 ハチ徹入の違いによる日毎着果率("04/7/7)

区 日毎の着果率(紛
4/24 4/25 4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1 5/2 

人工受粉 60.0 46.6 65.0 76.0 87.8 85.1 81.0 81.8 79.7 
ハチ受粉 18.0 19.0 21.0 4.0 15.0 

日毎の着果率紛 全ラ1) 全着着果率
5/3 5/4 5/5 5/6 5/7 へ'J1-数果数 (%) 

1094 821 7百.0
600 101 16.8 

32.0 22.0 30.1 376 107 28.5 
1)開花前日にラベルした有葉花数。

nu 
nu 
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しかし，収穫果実の果実階級比率では，表32に示すよ

うに，人工受粉に比較し両区ともl樹平均収量は半分以下

と低く， L級以下の割合が極端に多くなった。また， 1 

Jザ受粉1
1ザ受粉E

果平均果重も人工受粉区の約200gに対して，ほぼ60%の

120g強で、あった。

果実が小さく，収量も上がらなかった理由は，ハチの

飛来が全開花花を対象にするためで花に付着する4倍

体花粉量は少ないことになる。このことは，果実の含核

数(不完全種子)に如実に表れている(データ表略)04L 

~ S までの平均含核数が人工受粉区の 13 . 8個に対して，

ハチ受粉区(I及びII)は6.1個と少ない。当然，含核数

が少ないと果実は小さくなるから，ハチ受粉区の小玉果

実割合が高くなる。以上のように，ハチのネッ ト内搬入

を遅らせて直花への受粉機会を少なくしたが，花の絶対

量が多いため実効は上がらず果実は小さかった。

そのような背景から， 2005年度はさらにハチ受粉によ

る有葉花の受粉チャンスを上げるため，直花の全摘菅区

を設けた。

表33嫡普処理が着果率や収穫果実に及ぼす影響
'05/7/15 '06/4/10 収穫 1果平

区マ-'1数
着果数着果率収穫数総果重率(首)均重(ρ

嫡膏 758 346 45.6 222 38.8 29.3 174.7 
無摘嘗 530 192 36.2 132 22.3 24.9 168.9 

人工受粉 292 169 57.9 158 31.7 54.1 200.6 
※供試樹は嫡曹区2樹，無摘膏区1樹。受粉樹はホ.ッヲλ植栽樹6樹。
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図2 摘曹による果実階級の遭い{・05/4110)

表33と図2にそのデータを示した。これから明らかな

ように，直花の全摘曹をしても人工受粉区に比較すると

果実は大きくならない。着果率については，従来の試験

に比べると高かったのは供試樹3樹に対し， 6樹の受粉樹

を搬入したためで，その中にあっても全摘奮区がやや高

い傾向にあった。収穫できた果実もハチ受粉区で小玉の

ため収穫までの問に落果しやすく，特に無摘菅区では当

初マークした有葉果の約25%の収穫果率となった。果実

階級も L 級以下が50%強と多く，人工受粉区の2L 以上

が約85%に比較すると極端に小玉が多かった。 しかし，

従来のハチ受粉に比較すると l果平均重でもやや大きく

摘奮の効果は認められるが，実際の経営の中で全摘奮は

不可能に近く，実現性は極めて低い。

ハチ受粉については，多目的ネットの活用と受粉作業

の省力化という観点から長年取り組んできたが，果実が
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小さく，現在の消費者指向を考えると問題がある。いず

れにしても，ハチに受粉させ大玉果を得るためには，多

くの4倍体花粉を柱頭に付着させなくてはならない。そ

のためには，直花を少なくし，優良有葉花の割合を上げ

る樹勢強化対策の検討が先決と思われる。

4. ジベレリンによる無核化試験(2000~2001年)

GAによる無核果はかなり以前に開発された技術であ

り， 2000年当時，ハウス栽培では清武町を中心に導入さ

れつつあった。GAのホノレモン剤としての特性上，単為

結果は促進するが，無核となるため果実肥大が悪く，着

色遅延という問題があった。さらに，出著から落弁期の

昼夜温温度格差が大きくなるとレモン果(縦径が長く ，

レモン状の果実を呈する)の発生がみられた。

そこでハワス試験では前述したように，本格的な加温

試験を行った。力日混開始は1月下旬で夜温10"Cから開始

した。2週間後の2月中旬から夜温18
0
C・昼温28

0
Cで管理

し 3月上旬に出蓄を確認したので昼温を23
0Cに降温し

た。3月中旬が満開となり， GA 処理は満開2~3 日後の

落弁期を中心に行った。その結果は次の通り 。

都 4少、ノj二信度カミ着果率や果重こ却ます影響
区 娘敵 '田畑19・仰 '00/12/27・(岡山雄曝平

刊敬意果数着果率~扇動総果重靴均車ω
GA.:班蜘m 1m 96 91.4 90 21.3 85.7 236.7 
GA!政相n 91 85 93.4 77 19.4 84.6 251.9 
4倍体受粉 ω 回 88.9 79 27.0 87.8 341.8 
αrt 苅 12 17.1 6 0.9 8.6 150.0 

着果率は表34に示すように，高濃度ほど高い。4倍体

花粉による人工受粉より高く，実用的には300ppmで問

題はない。GA処理で後期落果も少なく ，収穫果率も高

Cont 

4倍体受粉

GA500pp 

m 

G組側)pp
m 

。% 50% 100% 

図3GA温度の遣いと果実晴樹・∞1/J2/27)

嚢'，35ジベレリン濃度河期須に及ぽす賓癒刀1/1/15)

-4L 

3L 

・2L
・L
-M 

区 果形果皮厚果肉歩 果皮色 糖度見掛
指数 (附nl 合愉 a値 b値 f百) 伐)

GA:文鳥取n110.4 b 3.53 a 70.6 b -3.7 ab 38.4 ab 1ωb 1.25 
GA!文~ 110.3 b 4.09 a 70.4 b -4.βb 37.7 b 10.6 b 1.20 
4倍体受粉 113.3b 4.12a 73βb そ7a 39.2 a 10.8 b 1.23 

Cont 120.5 a 1.81 b 78.3 a ー1.1a 40.5 a 11.8 a 1.36 

右積善り * * * 本 * * N.s. 
"*出首水準で有意差有りnN.SIま有意差tJLn

い。l果平均重は， 4倍体受粉区で、平均340g と大きくな

り過ぎたが，両 GA処理区は平均250g内外で好ましい大

きさとなった。果実階級も図3のように4L~2L で約80%

を占め問題はない。果実形質は表35に示したが，果形指

数に関して GA処理でレモン果の発生が問題になってい

るが，この試験では4倍体花粉の受粉区と大きな差ががな

かった。果皮色では a値( 符号で緑色)， b値(黄色)と

も GA500ppmの高濃度区で緑色が強く，黄色も薄く有意

差がみられた。

以上の結果から月下旬から夜温を徐々に上昇し， 18 

℃で本格加湿すれば， 3月中下旬には開花期となるので，

昼夜温の温度格差によるレモン果の発生もなく，肥大も

良好で300ppmであれば着色遅延もなく， 12月下旬には

出荷が可能となる。

次にネット栽培(露地)における GA処理試験の結果に

ついて述べたい。2000年はサイトカイニン効果(細胞分

裂)があるといわれているフルメットを GAに混用して

用いた。 散布は1回目が開花3~4 日後の5月 8 日， 2回目が

5月30日とした。その結果，大きな果実肥大効果はみら

れず， 1果平均重も4倍体花粉の人工受粉区(対象区)203g 

に対して， GA500+フルメット 100ppmの2回散布の B区

で最も大きく 170gであった。GAベーストは果梗校に塗

布して用いたが，果実肥大は184gで GA処理区内では最

も効果があったが，果皮が荒く，着色遅延がみられた。

また，塗布労力も多く必要とし，実用的ではなし、(試験

データ略)02001年度の試験は前年度フルメット液剤の

効果が判然としなかったため，再度 GA単剤とフルメッ

卜混用の濃度試験を実施した。試験方法は前述した通り

で GA濃度は500ppm，フノレメット液剤は100ppm及び20

ppmとした。表36に着果率と果実の大きさを示した。

着果率には大きな差はなかったが，対象区を除きフルメ

ット濃度の高い区の果実肥大がよかったが，GA単剤区

との大きな差はなかった。

表36 各区の着果率と果実階級 ('02/4/4)
処理 着果率 2L L 果平

着果数
果数 (弛) 以上(%)以下(唱)均重(g)

A 146 79 54.1 80.4 19.6 182.2 
B 231 104 45.0 80.9 19.1 187.3 
C 130 72 55.4 30.4 69.6 164.4 
D 155 90 58.1 91.4 8.6 239.3 
A:GA500ppm，B間左+Fl00ppm，C同左+F20ppm，D:4倍体受1

以上の結果から，露地栽培における GA処理は無核と

なるため，種子由来のホルモン(ジベレリン及びオーキシ

ン)が少なくなり 2) 果実肥大が悪い。加温栽培であれば

幼果期に加湿することで砂じよう数の増加をはかり，果

実肥大が可能となった(前述)。露地栽培では GA500ppm

の高い濃度で着果率も高くなり ，1果平均重も約180g程

度が望める。フノレメット 100ppmの高濃度混用でやや肥

19 
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大がよくなるが，価格上実用性は低い。GA500ppmの単

剤でも薬剤費が高くつくが，降雨等で受粉作業ができな

い場合や受粉労力がない場合は有効な手段である。

ヒュウガナツは自家不和合性のため，開花期に雨が多

く受粉作業ができない年には収量が極端に少なくなり生

産が安定しない。GA処理は満開~落弁期処理を基本と

するが，落果しない限り開花後7~14 日後の処理でも効

果がある。露地栽培での GA処理は小玉傾向となるが，

受粉が十分できなかった年の事後対策として，露地での

GA処理は有効である。 しかし， GA処理しでも開花期

にネット被覆をしないと昆虫による交雑のため，完全無

核の果実生産はできない。

5. 口之津41号の受粉樹適性試験 (2002~2006年)

多目的ネットを活用した少核果の作出において， 4倍

体花粉の取得は重要な課題である。前述の試験方法の項

で述べたように， 2000年に生山系ヒュウガナツ(後の口

之津41号)を導入し，受粉樹として適合するかを夏柑4倍

体と比較した。ヒュウガナツの自家不和合性のメカニズ

ムについては前述したが，従来の研究では4倍体ヒュウガ

ナツ花粉であれば和合性はあるとされ，その根拠として，

花柱内を花粉管が通過するとき， 4倍体花粉を別花粉と認

識し，花粉管伸長阻害物質を出さないため，受精が可能

としている。それと同時に，今回の試験では，口之津41

号そのものの着果性や果実特性も検討した。

表37は2002~2005年の口之津41号花粉と夏柑4倍体花

粉によるヒュウガナツ着果率を示した。この表から明ら

器川婚謂聞協引ヰ議案乾臨am-mli)
区 am年 a:D4年 a:re年 平均
一 一一一望務散差棄事受彰散差票率受彰散着票率受務散差票率

君臨調68.7 1，532 75.3 邸72.5 2.700 7J.5 
胤J41 4ffi 54.1 8刃00.3 876 218 2.210 45.8 

※雪鰍璽僻留材働問1:口お郭1号断続査日.弼御坊月

かなように，夏柑4倍体花粉に比較し，口之津41号花粉

の着果率が悪い。 2003~2004年はあまり大きな差はなく，

実用的には問題なかったが， 2005年度は極端に低くなっ

た。この原因を解明するとき着目したのが， 口之津41号

花粉の桁の大きさであった。表38は夏柑4倍体と蔚の大

表38 4倍体受粉樹の荷重及び花粉量比較(2003)

区 採取奮数奮重 荷重 精製
生重(巨) 生重(g) 花粉重(g)

夏柑4X 100 81.0 11.0 0.1913 
KU41 100 70.0 13.7 0.1437 
※関菊は270

Cで24時間実施。精製はO.25mm目簡い処理。

きさや精製花粉量を比較したものである。口之津41号は

蔚の大きさは夏柑4倍体に比較してやや大きいが，精製

花粉量は少ない。約が大きいため間約温度27"C，時聞が

24時間では十分な開幕奇が行われず，花粉採取量が少なか

ったり ，乾燥が不十分で花粉の稔性が低下し，結果的に

着果率の低下を招いたと推察できる。そこで， 2006年に

関前温度と時間を変えて再度試験を行った。開蔚温度は

!jけ|
・〆iIB

... h司

‘鳩

山11ペイ日体

慣行の27"Cと試験

区の30
0

C，時間は

同じく 24時間と 48

時間とした。使用

した奮は写真17の

右側奮のように開

花直前の奮とした。

その試験結果は表3

9の通りである。

開蔚温度について

は，夏柑4倍体では調査全項目について大きな差はない

が，口之津41号では27"Cで採取花粉量が極端に少なく ，

花粉の発芽率も3.5%と低いため，その花粉を用いて行

った受粉試験では着果率が最も低かった。一方， 30
0Cで

は花粉採取量 ・発芽率とも最も高く， 着果率も夏柑4倍体

花粉とほぼ同等となった。

間約時間については， 24時間と 48時間で採取量には大

きな差はなかったが，花粉発芽率で夏柑4倍体花粉が48

時間でやや低く，口之津41号ではやや高くなった(表略)。

表39開拓星度の血清匂E粉傑取量や栓位着果痢こ別封影窓2澗 )

区 隣抗議査病生重m粉重採取港発芽率直魁晶着果着果率
温度 普数 N.JV ぽv;) B!.Tl%l (同 X 'fJJ回数1)紛

21'C ∞ 13.7 0..20. 1.46 20..5 179 174 972 
夏柑似

30
0
C ∞ 13.7 0..22 1.61 18.5 184 178 96.7 

21'C ∞ 16.3 0.ω 0..55 3.5 86 25 29.1 
胤J41

3o.OC ∞ 11.2 0..37 3.30. 25.8 133 129 97.0. 
1)着県豊却ま受粉働肋月('C陪/7;時点の讃査

いずれにしても、口之津41号は未熟な蕃(約)ほど水分含

量が多いため，通常の開蔚方法では間約が不十分で花粉

採取量が少なくなると同時に，花粉乾燥も十分でないた

め，貯蔵中に劣化し，発芽率の低下を招き，結果的に着

果率が悪くなると思われる。以上のことから，口之津41

号の花粉採取は，開花直前の充実した奮を採取し、闘病

温度は30
0Cとする。開蔚時間も通常の24時間より長くす

る必要がある。

有機溶剤による花粉採取試験については2004年から開

始したが、ここでは2005年度の結果を紹介したい。

有機溶剤による花粉採取は，なしゃキュイフルーツ等の

落葉果樹では，花粉採取の省力化という見地から一般的

に行われているが，カンキツでは多くの知見はない。採

取法は写真18に示すように，開紡した花粉をストッキン

グに入れ市販のアセトンまたはヘキサンで花粉を抽出す

る。花粉は沈殿するので，上澄み液を別の容器に回収し、



吉倉 :ヒュウガナツの多目的ネット栽培法

ビーカ一等

の底に残っ

た花粉を自

然乾燥させ

て採取する。

表40は前述

したように，

慣行の0.25

mm目の筋を使用した場合との比較である。

アセトンで抽出した花粉の着果率は，慣行に比較して

やや低いものの実用上は問題ない。ただ，花粉採取量が

表40有機溶剤による花粉採取量と着果率比較(2005)
供試花粉採 使用花不着 着果率

受粉数
奮数取量(11:) 粉量(11:) 果数 (%) 

アセトン 100 0.310 90 0.12 23 74.4 
慣行 100 0.726 236 0.28 49 79.2 

慣行の半分以下で少なかった。これは，次年度試験で解

明したが，有機溶剤での抽出の場合は，慣行法より闘病

温度を高くし，開蔚時間も長くする必要がある。慣行の

筋の場合は，花粉を簡に制毛等でこすりつけて回収率を

上げるが，有機溶剤は抽出するのみとなるので，完全に

開蔚を行った方が回収率は高くなる。

次に，口之津41号の自家和合性と果実特性について述

べる。自家和合性確認試験は2004年に実施した。昆虫を

遮断し，有葉花の開花前に除雄処理した区としない区を

設けた。その結果，着果率は除雄処理区が0.7%に対し

て，無処理区は40%を示した(データ略)。着果した果実

の形質は，無処理区で平均含核数が完全種子4.3個，不

完全種子1.0個であった。処理区は調査時点('04/8/26)ま

でに落果したた

め調査不能で=あ

った。以上のこ

とから，口之津

41号は人工受粉

しなくても着果

する自家和合性

を有している

が，除雄した区

は種子ができな

かったため，途

中で落果したも

のと推察でき

る。

口之津41号の

19， 20と表41の通りで，在来ヒュウガ

ナツ (4倍体花粉で受粉した果実)と l果平均重や巣形指

数，糖度，クエン酸含量等には大差はない。ただ，果皮

の厚さが在来系の4.7mmfこ比べ約2mm厚く，含核数も

完全種子が果実l個当たり約4~5個入っており，そのた

め果肉歩合も在来系の63.6%に比較すると低い(在来系

のデータ表略)。

その他，口之津41号栽培上の問題点として，高接ぎ樹

での着果性が極めて悪いことである。着奮は多く，受粉

樹用として花粉採取が目的の場合は問題ないが，果実生

表41 口之津41号果実特性(2002-2004)
分析 果重果形果肉歩果汁歩 含核数
年月日 (11:) 指数 合(%) 合(首) 完全不完全
'03/1/20 203.0 110.8 60.9 46.6 7.3 6.0 
'04/1/19 186.6 119.9 47.7 42.2 0.0 7.0 
.04/12/20 175.6 114.8 53.6 51.4 7.0 8.0 
平問 188.4 115.2 54.1 46.7 4.8 7.0 

分析 果皮力ラーチ粗滑糖度 酸度糖酸比
年月日 厚(mm)ヤート値 恒 (粉 (紛

'03/1/20 6.0 3.0 漕・黄 11.2 1.83 6.2 
・04/1/19 7.9 2.3 滑・黄 10.5 1.00 10.5 
'04/12/20 7.4 1.2 滑・緑 8.6 1.24 6.9 
平簡 7.1 2.2 滑・貢 10.1 1.36 7.9 

※供獄樹齢2-4年生・土壕:鉱質

産を目的にする場合は，温州ミカン等への高接ぎは行わ

ず，苗木から植栽するほうが望ま しい。また， トリステ

ザウイノレスのフリー化 ・弱毒化は行われていないので注

意を要する。

口之津41号は前述したように，独立行政法人果樹研究

所口之津から2003年に第8回系統適応性試験に供試され，

亜熱帯作物支場等の成績データにより 2006年に「口の津

41号jの名称で，ヒュウガナツ受粉樹として登録申請中

で，近々中に登録見込みの状況である(命名登録は行わ

ず，種苗登録のみ)。

以上の結果から，口之津41号は4倍体ヒュウガナツで，

ヒュウガナツの少核果実作出のための受粉樹として，今

後の活用が期待できる。受粉樹として花粉採取上の留意

点は，夏柑4倍体に比較し約の大きさがやや大きいため，

可能な限り開花直前の奮を採取し，闘病温度も30"Cと高

めに設定する。同時に，間約時間も24時間より長めにす

ることが花粉の活性を高め，着果率を上げるためのポイ

ントとなる。また，間約後の約を有機溶剤(アセトン ・へ

キサン等)で抽出することにより ，省力的に花粉を採取

できる。ただし，この場合，前述の開蔚温度を高め，時間

を長くしないと採取量が少なくなるので注意する。さら

に，自家和合の特性も有しているので，受粉の必要ない

省力品種としても有望であり，現在加工用として導入さ

れている西内小夏と同等の特性があると思われる。

m.適要

本県でのヒュウガナツ栽培の歴史は長いが，本格的植
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栽による栽培は1951年頃から始まっている。その後，196

4年には県により「日向夏栽培指導指針jの初版が刊行さ

れ，名実ともにヒュウガナツ栽培の奨励期に突入してい

る。そして， 1965年から1970年にかけ清武町で二つのヒ

ュウガナツ団地が造成され，大規模産地育成の足がかり

を築き，現在では栽培面積約150ha，生産量も2，000tを超

え，完熟キンカンと並んで、本県の代表的な特産カンキツ

として位置づけられている。また，ヒュウガナツはアノレ

ベ ド部分(渋皮)にほんのりとした甘みを有し，先人たち

の知恵がこの部分を食す独特な食べ方をあみ出してきた

(写真21)。このように食べ方を工夫することにより，ヒ

ュウガナツの持つ酸味をまろやかなものにし，豊かな香

りを持ち合わせたオリジナル品種として生産拡大が取り

組まれてきた。 しかし， 一方ではヒュウガナツ特有の食

べ方や種子が多く 可食部が少ないなど，消費拡大の妨げ

写真21 ヒュウガナツの食べ方

となり，需要や価格の伸び悩みも指摘されていた。

そのような背景の中で「ヒュウガナツの少核 ・無核化J

の研究が進み， 4倍体花粉の人工受粉による少核化やジベ

レリン処理による無核化技術が開発されるに至った(写

真21-2)。そして，この二つの技術は施設栽培では重要

な着果技術として定着し，概ね4倍体受粉は年内出荷，GA

処理は年明け出荷用として活用されている。他方，露地

栽培でも 10数年前から日南市の宮浦団地を中心に4倍体

花粉による受粉が行われ， I種子の少ないヒュウガナツJ

と称して有利に販売されてきた。ところが，近年このキ

写真21-2 受粉法の違いと含核数比較

ヤッチフレーズに反し，種子数の多い果実の混入が目立

つようになり，それと比例して消費者のクレームも多く，

価格への影響がみられるようになった。

ここで紹介した「ヒュウガナツのネット栽培法」はこ

のような背景の中で，どうすれば「少核果を完全に保証

できるかJというテーマから取り組みを始め，ネット被

覆の持つ多くの効果をどのように生かし，組み立てるか

を実証してきたものである。研究は1998年の予備試験を

表42 本県の多目的ネット導入状況('06/3) 経て， 19 

99年から

2006年ま

での 7年

間を要し

導入 面積 導入戸
区分

戸数 (a) 数率(%)1)

木造 20 0.3 
ワイヤー 7 65 2.1 
パイプ 8 90 2.4 
合計 16 175 4.8 

')tュウヵ・十Y栽培農家333戸の導入割合
た。

表42は2006年3月現在のヒュウガナツ多目的ネット栽

培の普及状況である。全体に占める導入割合はまだ微々

たるものであるが，今後の普及に期待したい。現在，被

覆方式として多いのがパイプとワイヤ一方式である。ワ

イヤ一方式は前述の試験方法で紹介したが，パイプ方式

は写真23に示すように， 50mm鋼管パイプをジョイント

で組み合わせ， 4mmネットを被覆した構造となってい

る。この方式は，天井部分が水平となるので，秋期以降

の糖度上昇や降

雨時受粉のため

のビニルが展帳

できない欠点が

ある。

ネット栽培は

通常ネット被覆

のみで，必要な

ときだけ(受粉時の降雨，秋期以降の品質向上等)ビニル

を展帳するため，ビニルの収納が必要となる。台風時等

にビニノレが飛ばされないように収納するためには，通常

のアーチ式ハウスが最も適している。

現在，果

樹用ハウス

としては果

樹改良2型が

主流を占め

ている(写真

23)。このハ

ウスは50mm

アーチを2.5m 毎に配し，補強した構造である

ので，このハウスを導入してネット被覆するのが理想的

である 。 しかし，ハウス建設費が400~450万円110a と割
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高となり，本格加温等を行わないネット栽培では過剰投

資の感がある。そこで，提唱したいのが前述の試験でも

用いた簡易パイプハウス方式である。この方式は写真24-

1及び写真25に示すように 22mm鋼管アーチを連結し

た構造で，平坦地や緩傾斜地では連棟も可能である。こ

のハウスの特徴は写真のように，通常はビニルを天井部

分に収納可能で冬期や開花期には展帳できる。また，ス

チール製の谷樋にパイプを連結する構造で，これが排水

や作業通路になると同時に補強の役目を果たしている。

また，アーチパイプは写真のように，幅4cmの金属製ノ〈

ンドで連結するのでこれも補強に役立つている。建設費

も割安で税込み200~230万円/10a (施工費， 4mmネット

代含む)の試算となっている。ただし，秋期以降のピニル

被覆施説を追加増設すれば約20万円高となる(ヒノマル

株宮崎支店'08/1現在)。この方式は平坦地であれば，個人

施工や年次毎の増設も可能である。ただし，欠点もあり

アーチパイプが50cm間隔で谷下に配置されているため，

改良2型では自由にできる横移動が不便になる。また，

アーチパイプも22mmだけのため，強度的にもやや弱く，
観雪組園

ネット被覆のみ

でも台風時の風

当たりの強い園

では，暴風対策が

必要と思われる。

ネット被覆栽

培はヒュウガナ

ツだけでなく，他の中晩柑類にも活用できる。中晩柑類

の栽培上大きなポイントになるのが「かいよう病Jと「鳥

獣害j である。ポンカンやユズ等一部のカンキツ類を除

き，殆どの中晩柑類はかいよう病の品種抵抗性リ2弱い。

特に，近年農水省果樹研究所等で育成された新品種は"

清見"を母親として交配された品種が中心で，かいよう

病に弱し、傾向がみら

れる。かいよう病は

枝葉伸長期の気孔感

染もあるが，葉ずれ

やハモグリガ加害等

による傷口感染がそ

の中心となってい

る。葉ずれ等の傷を

防止するには，強い

風を弱める必要があ

る。ネット目の大き

さによる風の遮蔽率

は前述した通りであ

る(表14)が， 9mm自

のネットでも約30%の遮蔽効果があり，風当たりを弱め

ることができ，台風時の風ずれ軽減が可能で，かいよう

病の発生を少なくする効果は大である。また，殆どの中

晩柑は晩秋から 1~2月頃まで樹上におく場合が多く，ヒ

ヨドリや猿害を受ける機会が多くなる。これらの鳥獣害

に対しても，ネット栽培は威力を発揮することができる。

中晩柑は樹上に長期間おくため，果皮の退色(果皮の紅色

が槌せ，黄燈色に変色する)や降雨による裂果が問題とな

る。11月から天井のみにピニルを被覆することで，直射

日光や寒乾風から果実を守り，陽光面の退色を防ぐと同

時に，土壌水分の急激な変化を少なくすることで，裂果の

防止にも役立つ。さらに，秋冬期のビニル被覆は，収穫

までの土壌乾燥を促進し，糖度上昇効果も期待できる。

ビニルの夏場の収納については，天井に取り付けた器具

(通称「くるくるJ・写真24-1)で巻き上げ固定することが

可能で台風時の問題はない。周年被覆するネットの種類

は考察でも述べたように ヒュウガナツで、は4mm 目の

ネットを原則とする。4mm以上ではミツバチ等の訪花

昆虫の遮断ができず，初期の目的である少核化ができな

くなる。その他の中晩柑については，単為結果性(受粉

なしで着果する)や自家和合性(自分の花粉で受粉する)

が強いために，見虫遮断をしなくても含核数が多くなる

ことはない。その場合は防風や遮光効果，通風性等を考

慮すれば， 6mmまたは9mm目で十分と思われる。ネッ

トの色は周年被覆するので原則的には"白"としたい。青

ネットは前述したように，遮光率が約10%高いため，果

実品質に対する影響が大きく， 糖度低下等の問題がある。

従来，白ネットは青ネットを脱色して製造しているため，

23 
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耐久性がなく，価格的にも割高になると言われていたが， 真29及ひなOは亜熱帯作物支場で行っている植栽法を示 し

現在は価格はやや高いが，白糸で直接編んだネットが市 た。通常であれば，写真29のハウス中央部に植栽するが，

販されている。ただ，今後温暖化がさらに進んだ場合は， 右側に約1mずらすことで左側に約2mの通路(現樹齢18

遮光率(白:17%，青 27%)の高い青ネット等の採用も検討 年生)を確保することができる。著者の経験では1棟1列

しなくてはならない。 植栽の場合，株聞を1.2m (10a当たり約150本)でも樹齢

10年生までは

密植等による

24 
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図4，51こネット栽培による植栽例を示した。ハウスの

間口は通常の5.4mとした。図4は通常の1棟2列植栽で

畝聞は均等の2.7m，株間は2.5mのほぼ正方形植えであ

る。10a当たりの植栽本数は両出入り口との間隔で異な

るが，概ね140本となる。 ヒュウガナツの場合，間伐は

行わず， 一定樹齢に達したら前述した(写真2参照)強度

の更新せん定を列毎に行うことにより，樹の若返りと密

植害の解消をはかることができる。支場での試験では10

年生内外が更新せん定時期と思われる。更新せん定をし

て 1年後から結実するので，その後2~3年後に片方の列

をせん定する。強度の更新せん定は，植栽本数を減らす

ことなく，樹の若返りによる有葉花の構大と低樹高よる

受粉作業の省力化を図ることができる。

問題はなく，

初期収量も高

くなる。樹形

については，

図3の植栽例

では通常の関

心自然形でよ

いが，図5に示した1

棟 1列植栽法では主

幹形，若しくは双幹

形(写真31)が好まし

い。1棟1列植栽の場

合は，株聞が1.2~ 1. 

5mと近いため，収

量を上げるためには列間への校張りが重要となる。その

ためには，主枝を少なくして可能な限り立て，堕主枝(側

枝)への受光量を多くしなければならない。そのような

意味からも， 1棟1列植栽にはこの樹形が最も適している

写真31 1棟1列植栽法に適した樹形 (3年生)

図5はl棟l列植栽の例を示した。株聞は1.5mで列聞は

ハウス間口と同じの5.4mとなる。株聞を1.5mにするこ と思われる。さらに，未収益期間の短縮のために， 2年生

とで植栽本数も 10a当たり 110本植えは可能である。写 まではポット育苗とし，本圃場には3年生で植栽して翌
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年に初結果させる。 写真31のヒュウガナツ3年生を植栽

し，次年度に初着果させた場合のl樹平均収量は，4.0kg(1

8個)， 5年生で7.9kg(36個)， 7年生で15.7kg(75個)の10a

換算で1.7t ~2. 4(株間1.5m及び1.2m の場合)の収量と

なる(亜熱帯作物支場'02~'05年成績) 。 いずれにしても，

中晩柑栽培において重要なことは，初期収量を上げ，高

品質の果実をいかに生産費を安く作出できるかにかかっ

ている。中晩柑類の多くは，ヒュウガナツを除いて単為

結果性や自家和合性の品種が多く，開花期にネット被覆

しても着果性に大きな問題はない。むしろ，訪花害虫の

被害や風傷等の防止では，ヒュウガナツと同等の効果を

上げることができる。 さらに，秋冬期に前述したネット

+ビニル(天井のみ)の二重被覆を行えば天草"のクラ

ッキングや"せとか川麗紅"等の巣面退色、..不知火"

るみ"等の水腐れ症防止にも効果が高い。そのような観

点から，このネット栽埼はヒュウガナツに限らず，全て

の中晩柑に適した栽培法であろうと確信している。

さらに，近年の原油価格の急騰は燃料費のみならず，

多くの農業資材の値上げの元凶となり，経営費を圧迫し，

農業経営を危機的状況に追いやっている。省エネが提唱

される中，このネット栽培は暖房経費を必要とせず，日

常的な温度や水管理も最小限にとどめられ，省力化が可

能な施設栽培法である。また，地球温暖化の危機が叫ば

れている中，平均気i昆は徐々に上昇を続けており，温暖

化対策が現状のままであれば，さらにこの状況はエスカ

レートしていくものと思われる。そのような中にあって，

従来問題視されていた寒さによる「果実のす上がりJや

樹体の枯死等は殆どみられなくなった反面，着果不良や

生理落果の助長，浮皮の発生や着色不良など，果樹経営

を取り巻く影響も年々大きくなっている。そのような背

景の中で，この逆境を逆手にとり，冬期加温せずに高品

質の越冬中晩柑を作出する技術確立がいま切に望まれて

いる。ここに提唱した多目的ネット栽培法がその一助に

なれば幸いである。

最後に本研究は，著者が1999年から2006年にかけて，

本県ヒュウガナツ栽培体系の確立に関する一連の研究と

して，宮崎県総合農試亜熱帯作物支場で、行ったものであ

る。本研究の遂行にあたって，亜熱帯作物支場の同僚職

員を始め，多くの研究補助職員の方々のご協力や励まし

をいただいたことに対し、心からお礼を申し上げたい。

また，この研究に着手した当時の串間新一元支場長，

この論文をまとめるにあたって助言頂いた児玉良一現支

場長，そして，このような機会を与えて頂いた驚藤尚現

場長に対して心から謝意を表する。

さらに， 一連の研究にあたっては，多くの問題提起を

含め，現地調査等に対して，多大のご協力を頂いた生産

農家の方々 ，各普及センターや各 JAを始め，多くの関

係機関の方々に心からお礼を申し上げたい。今回のヒュ

ウガナツネット栽培については，著者が日南農業改良普

及センター(現南那珂)在勤中の1995~1998年当時， 日南

市鵜戸宮浦のヒュウガナツ団地で実施されていた4倍体

花粉による少核果生産から端を発した。その頃，夏柑4

倍体花粉で受粉しでも，出荷した果実の中に有核果が混

在し，市場の信頼低下が危倶され， 何 らかの対策が迫ら

れていた。そして，この課題解決に当たっては，南那珂

地区果樹技術員会仲間の惜しげもない協力のおかげであ

り，ここの協力なくしてこの研究はなかったことを最後

に申し添えておきたい。
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[Summary] 

Self-incompatibility of Hyuga-natsu is strong. Therefore， pollination by other Citrus is required for fruit bearing. 

A1though conventionally pollinated by Hassaku or Pummelo， there were many seeds contained in fruits. Therefore， 

consumption had become one inelastic factor. Then， the pollination technology using 2n pollen was developed. There is no 

inferiority in hypertrophy offruits， quality， etc. as compared with n pollen with big pollination by 2n pollen. Therefore， 

it is utilized as technology which lessens the seed of fruits certainly. However， the tlower visiting insects of the tlowering 

period cannot be intercepted in open culture. Therefore， even if pollinated with 2n pollen， it becomes owner stone fruit 

合omabout 10 -20% of a11 fruits. According to generating of the tlower visiting insects， there is also a year which reaches 

about 50% of rate of owner stone fruit. If the whole garden is covered with the mm [ 4th ] network in the tlowering 

period， the tlower visiting insects can be eliminated and production of perfect a few stone fruit will be attained. 

Furthennore， the matter of the following [ effect / which covers a network all the year round] is mentioned. That is， peel 

InJury， a crack of the fruits by the strong wind of a typhoon， fall， etc. by the tlower visiting insects in the tlowering period 

are prevention. Moreover， there is the suntan prevention effect of fruits， non-bag cultivation is possible and laborsaving can 

be attained. If it enables it to cover a network to a simple pipe house， covering of vinyl is possible on the ceiling after 

autumn. It is possible by intercepting rain till a crop season to raise the sugar content of fruits about 1 %. If vinyl is covered 

in the tlowering period， simultaneously with it， the pollination at the time of rain is possible. It can correct the variation 

between annual [ of the quantity of production ]， without being intluenced by the weather of the tlowering period. If GA 

processing will be carried out by about two weeks after the bloom in the state of covering by 4 mm network， fruits will bear 

smaller than artificial pollination. By it， seedless fruits can be produced completely. As a measure against the year which 

cannot be pollinated under the intluence of the long rain in the tlowering period， it is utilizable. Much 2n pollen is needed 

for fabrication of. Then， it changes to Natsudaidai pollen many Natsudaidai [ as this] object used conventionally， and it 

seems that Kuchinotsu No. 4 
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