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ホンナシ‘幸水'の栽培の現状に関する一考察[1 ] 

一主に千葉県東葛飾地域におけるえき花芽利用について

加藤修本

〔キーワード) ニホンナシ，幸水，花芽，摘心，

千葉県

1 は じめに

千葉県はニホンナシの栽培が盛んである.主要品

種の中で‘幸水'は最も早く収穫できるので，夏季

を代表する果物として贈答用商品などに利用され

て有利に販売されている.今日幸水'は以前主

力であった‘長十郎¥‘二十世紀'や現在主力の

‘豊水¥‘新高¥‘平塚 16号(通称:かおり) ， 

とはまったく異なる独特の栽培方式が確立されて

生産されている.

しかし，岡県東葛飾地域のような大産地(岡県の

50%以上の栽培面積を有する)の将来をかんがみる

と，わずかな期間ながら普及および研究に身を置く

筆者には一つの憂いが生じる先人の努力により築

き上げられた今日の栽培方式を，ただ後輩らに伝え

るだけでよいのであろうかそれは，今後も岡県に

おいて‘幸水'が長きにわたり最も重要な品種であ

り続けると確信するゆえ生じる.今日では産地をと

りまく環境の変化は著しく(加藤 2007)，解決す

べき課題が山積みである.すなわち，従来の栽培方

式による生産の継続が困難になりつつあり，その見

直しが求められていると考える.

そこで，千葉県東葛飾地域における‘幸水'の栽

培方式の現状および確立の背景とその栽培を成立

させている技術的根拠について検証し，新たな可能

性について全 3回にわたって論ずる.

2. ‘幸水 'の拡大と栽培の特徴

(1)千 葉県 における拡大と普及活動

ニホンナシ‘幸水'は神奈川県立農事試験場(現

神奈川県農業技術センター)育成の ε菊水'と千葉

県在来の‘早生幸蔵'から作られ，両親から一文字

ずつもらって名付けられた.当時は‘二十世紀'に

劣らぬ肉質を持ち，甘みもあり，赤ナシとしては最

-千葉県東葛飾農林振興センター (ShuKato) 

高の品質を有する画期的な品種とされた. しかし，

花芽着生が不良である，果実が小さい，収量が上が

らない，変形果が多い，など多くの欠点が認められ

たので商品化が危ぶまれたが，花粉が多く交雑和合

性を有することをさら強調して，当時の主要品種

‘長十郎'の受粉樹用品種も兼ねるということで

1959年にやっと登録された(西尾 2003)

1957年頃から千葉県では新品種に対する関心が

高まり，とくに‘雲井'は‘石井早生'に替わる有

望早生品種として大いに期待が寄せられていた.

‘雲井'は県下に著しい勢いで増殖されたが，市場

評価は芳しくなく，成木に達する頃には伐採される

運命となっていた.このことは生産農家に5齢、失望

感を与え，岡県において‘幸水'への更新が遅れる

要因となった.さらに‘幸水'においても，果実が

小さいなどの理由から，植えた苗木を抜いてしまう

生産農家も少なからず見られた(岡本 1981) .そ

れでも， 1972年には多少の問題はあるが品質が優れ

ている点が認められて，‘幸水'の市場価格は‘二

十世紀'よりはるかに高くなっていた.また，良質

のナシが‘長十郎'や‘二十世紀'より早く出荷さ

れることは，ナシの消費拡大や‘長十郎'の出荷の

山を崩すなどに果たす役割が大きいとされ(関本

1972) ，消費者に千葉県産 ε幸水'の実力が認知さ

れた. 1973年には初めて‘幸水， (結果樹面積)が

統計上明らかとなった.その後も確実に拡大が進み，

1985年には初めて‘長十郎'の結果樹面積を上回 り，

両品種の地位は逆転した(表 1).今日では，岡県

におけるニホンナシの結果樹面積は 1，620ha (栽培

面積は 1，730ha) となり，その うち‘幸水'は 832

haに至り ，‘豊水¥‘新高'とともに栽培面積，収

穫量 (34，900t) ，販売金額(143億円)のいずれ

も日本ーとなる原動力となった.

しかし，‘幸水'は短果校の維持が不良で， 短果

枝に結果させる栽培が継続できないので，し、わゆる

花追いとなり，優良な側枝を長期間使用することが
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表 l 千葉県におけるニホンナシの
結果樹面積の推移J)

年度 幸水(ha) 長十郎(ha) その他(ha) 合計(ha)

1972 記載なし 768 442幻 1，210 

1973 81 777 342 1，200 

1984 438 483 469 1，390 

1985 491 389 540 1，420 

2006 832 記載なし 7883) 1，620 

1)昭和47年産野菜・果樹の収穫量および各年産青果物生
産出荷統計から作成
2)1972年産の幸水はその他に含まれる
3)2006年産の長十郎はその他に含まれる

きわめて困難であった.そこで，えき花芽の花に積

極的に結果させて長果枝を多用する栽培(以下，長

、果枝栽培と呼ぶ)が奨励，指導され， 一定の収量を

確保できるようになった.ただ，‘幸水'はえき花

芽着生も良好でなかったので，長果枝栽培が可能と

なったのはえき花芽着生を目的とした予備校の育

成方法が確立されてからであった.

今日でも，予備校の育成は ‘幸水'の栽培を行う

うえで最も重要な作業の一つであり，生産農家に

とって予備枝育成の成否が経営の浮沈を握ってい

ると言える.したがって，農林振興センターなどが

行うせん定講習会を始めとした現地普及活動では

この点に力を入れて指導するのが一般的である.

(2)短果枝維持不良の影 響

千葉県果樹標準技術体系(赤なし ・青なし ・くり

の部)(千葉県 ・千葉県農業関係技術会議 1972) か

ら，その当時記載されていたせん定や新梢管理に係

る‘幸水'の特性は以下に要約できる.当時の栽培

品種‘長十郎¥‘二十世紀¥ ‘新水¥ ‘八君'

などの中にあって，樹勢 :強(現在は中)，校の発

生:やや少，短果校の着生 :中， えき花芽の着生:

やや少，頂部(芽)優勢性強，とされていた.さ

表 2 せん定後の花芽数と果数 J)

表 3 短果枝の種類と着果させた短果枝の年次変化

区
着果後の
経過年数

花芽 薬芽 盲芽
(%) (%) (%) 

l年生幻 l年(1970年 92.0 4.0 2.0 

短果枝 2年(1971年 51.0 15.0 19.0 

正常の3) 年(1970年 71.0 6.0 4.0 

短果枝 2年(1971年 45.7 9.6 13.8 

無着薬4) 年(1970年 3.0 6.0 55.0 

短果校 2年(1971年 32.0 24.0 3.0 

1)関本・大野(1976)から作成
2)えき花芽に着生した5枚以上の果そう葉を有する短果枝
3)2~3年生の側枝で5枚以上の果そう薬を有する短果校
4)2~3年生の側枝で無着葉の短果校

らに， ‘長十郎'に比較し枝先の伸長が旺盛なので，

主枝 ・亜主枝の育成が容易であるとされていた.こ

れらの特性は「樹勢」の箇所を除いて今日において

も一般的に認められているところである.

千葉県における‘幸水'の苦笑明期では，結果数の

約 80%は短果枝に依存する栽培が行われていた(関

本 1972，表 2).また，仮Ij枝は古くなるにつれ結果

部位が年々少なくなり，そのため，いわゆる花追い

せん定が行われていた.

関本 ・大野(1976) は，着果時における花芽の形

態および枝齢の相違がその後の短果枝着生に及ぼ

す影響を追跡調査している.その結果，短果枝着生

率は 1年生短果枝は 92%，正常の短果枝は 71%，

無着葉短果枝はわずかに 3%にとどまり，さらに l

年後はそれぞれ 51%， 46%， 32%になったとしてい

る(表 3) .短果枝着生率が低下した要因として小

芽，盲芽となった比率の高さをあげている 石田 ・

北口 (2001)は，以下のように述べている.えき花

芽を使用した 1年目の長果枝は2年目には75%が短

果枝となり，果実が着生しでも 10個のうち 9個は

短果枝ができるが， 3年目となると短果校は 2年目

の 42%(1年目の 31%)に激減し，果実

が着生すると 10個のうち 5個は短果枝

花芽数3)
果数4)

(個)

着果分布5) ができないとしている(図 1).

短果校えき花芽 合計短果枝率
(個個 個(%)

短果枝6) えき花芽
(個(% )

699.3 265.0 964.3 74.4 622.3 82.1 17.9 

1)関本(1972)から作成
2) 10年生樹， 4樹
3)開花直前調査
4)仕上げ摘果後
5)花芽別依存率
6) うち 16.3%は無着葉あるいは小葉 1 ~2枚着生の短果枝

したがって， ‘幸水'は短果校の維持

が困難であり，安定して短果枝に結果さ

せる栽培ができなかった.
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1年目 (花芽数18倍)
a 小芽

ム花芽
A菜芽

今短果枝

日 ~~"9 .t;. J jJω ，，'fi向ぱJl.を/
2年目 (花芽を着生した果台数12個)

f中間芽

c摘芯処理

す 切り口

i発育校

「←10→

悼 ffJ ..1 ~ ~ i'r pjofr ~Jt.抗trJ- をらず
3年目 (花芽を着生した果台数5個)

内花芽または着果の跡

島枯死したもの

数字は校長 cm

《時rtf1 J)~~ <i-'jr 山Jr~，叫)同J4
4年目(花芽を着生した果台数6個)

図 l 予備校から育成した長果校の芽の変化

模式図は，長果枝から先の部分を載せた. 石田 (2001)から作成田

(3)えき花芽の利用と側枝更新

樹冠内に均一な結果を確保して一定の結果数を

連年維持するには，短果枝に加えてえき花芽が必要

となり，えき花芽が着生した l年生の長果校が積極

的に利用されるようになった 長果校(えき花芽)

の使用比率の基準はこれまでの研究から総合する

と 40~70% と著しく高く 2 年生側枝を含むと 70~

90%とされている(林ら 1995，三坂ら 1987，水戸

部ら 1991，長野県南信農業試験場 2002，長野県

南信農業試験場他 2003，栃木県農業試験場他

1988a) .ただし，石田 ・北口 (2001)は適正な 1

年生側校と 2年生側枝の使用比率はほぼ 1: 1であ

るとしている.

また，えき花芽の利用は単に花芽数あるいは結果

数の確保のみならず，収量および大果率の維持と

いった面からも重要で、あった.すなわち，長果枝は，

果そうの間隔が短く葉面積指数が高いので収量に

優れ，側枝は加齢するほど果重が劣る(林ら 1995，

三坂ら 1987，水戸部ら 1991)ので長果校は大果生

産に有利であった.

えき花芽の使用比率を高めるには極力3年生以上

の古い側枝を用いないのが重要である.また，‘幸

水'は側枝の基部が 3cm程度の太さになると発育

枝の発生が多くなり，先端が弱くなりやすいとされ

ている(林 ・米山 1983) .そこで，今日では側枝

は長果枝から 2年間使用し，長くても 3年目で更新

するのが目標とされている(石田 ・北口 2001，佐

藤 2002，栃木県農業試験場他 1988a) . 

(4)予備校の育成

花芽が少なくなり使用できなくなった古い側枝

を更新するには，予備校の準備が欠かせない.その

予備校には優良なえき花芽が着生していることが

強く求められる.そのため，‘幸水'に適した育成

方法の開発が急務となった.今日では，各県，各産

地では種々の育成方法が考案され(林 ・米山 1983，

石田 ・北口 2001，三坂ら 1987，水戸部ら 1991，

長野県 2001，長野県南信農業試験場他 2003，佐

藤 2002，栃木県農業試験場他 1988b)普及してい

る予備枝の育成方法が地域によって異なるのは土

壌の種類など種々の栽培環境が異なるからであろ

う.なお，千葉県の現地で行われている育成方法つ

いては後述する.

では，予備枝はし、かなる程度育成すべきなのであ

ろうか.仮に， 側枝の中で長果枝の使用比率の目標

を40%とすると，更新用の予備枝の数も側枝数に対

して 40%となる(以下，予備枝割合と呼ぶ).しか

し，実際にはすべてが満足できるものにはならない

ので，いくらか上乗せして 50%程度が予備校割合の

目標と示せよう.このように，育成する予備枝数は，

長果枝の使用比率をどの程度に設定するかにより

異なる.ただし，過度に予備枝を設ければ，その管

理に労働力を要する，えき花芽着生率が低下する，

裂果の発生が増加する(佐藤 2002) ，などの支障

をきたすので適正な予備枝数がおのずと考えられ

る.

金子ら (1988)は，栃木県における 15年生以上
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の成木では樹冠占有面積 1m2当たり O.5本配置した

状態が適正としている.佐藤 (2002)は，福島県に

おける 24年生の成木では予備枝割合で，第 1亜主

枝が 40~60%，第 2 亜主枝が 80% ， 10年生の若木

では 20~40% としている.長野県南信農業試験場他

(2003)は，現地の実態調査などからせん定基準を

策定し 1m2当たりの予備枝密度を，長野県南信農

業試験場は 1~2 本(予備校割合 50~67%) ，茨城

県農業総合センター園芸研究所は 3本(予備枝割合

100%) ，埼玉県農林総合研究センター園芸研究所

は2本，としている.以上から，土壌の種類，気象

環境，樹齢，樹冠内の位置が異なればえき花芽着生

に差が認められるので，これらを考慮のうえ予備校

、数(あるいは割合)を加減する必要があると考えら

れる.

(5)難しいえき花芽の安定確保

1)不安定なえき花芽 着生の 影響

‘幸水'は隔年結果すると言われることがある.カ

キやウンシュウミカンのような話である.これは，

元来，‘幸水'は短果枝の維持が不良であるうえに，

最近ではえき花芽一辺倒の長果枝栽培が進みすぎ

て，えき花芽着生の良否に作柄が大きく左右されて

いる状況を述べたものである.

‘幸水'のえき花芽着生は年次変動が激しく，それ

はここ数年の状況からもわかる 2004，2007年は良

好で， 2003， 2005， 2006年は不良で、あった.空梅雨

あるいは梅雨明けが早く夏季の日射量が多い干ば

つ気味の年は，糖度が著しく高い大きな果実が収穫

できる.そのような年は年生枝の先端部から基

部までえき花芽が異常に着生する.多くの生産農家

はせん定において側校の更新を大いにすすめその

出来栄えに満足する.吉岡 ・松波 (2000) も，群馬

県の現地では 1年生枝の利用率が 90%以上の園も

見られるとしている.しかし，これに関してもろ手

をあげて喜ぶわけにはし、かない.結果数は確保され

るものの小果となり，贈答用に必要な 3L，4L級の

果実が不足し，販売は苦戦し単価も低迷することは

想像に難くない.それは貯蔵養分の浪費や摘果など

の着果管理の遅延が生ずるからである.反対に，日

射不足がはなはだしい冷夏の年は果実の食味と肥

大は芳しくなく，えき花芽は枝の先端部の数芽に着

生するのみで著しい不良となる.そのため，せん定

では側枝の更新が容易に行えず，花芽確保に苦慮し

たり，翌年は結果数不足により作柄に重大な影響が

生じたりする.

すなわち，本来結果安定や収量確保を目的に用い

ているえき花芽自身が，今日では主たる不安定要因

となっている.

2)えき花芽 着 生不良の要因

① 植物ホルモンの作用

‘幸水'は他の品種に比較してえき花芽着生が不良

である.北口ら(1992)は，千葉県の黒ボク土壌に

おいては平均 20%程度 (6年間の定芽の平均値)の

着生率にとどまるとしている.‘幸水‘豊水

‘新水'のいわゆる三水は，えき花芽着生の程度が

まったく異なり，新梢中のオーキシン含量は‘新水

‘幸水¥‘豊水'の順に高く花芽着生率の低い順

と一致している (Yangら 1992) . ‘豊水'は‘新

水'に比較し，えき花芽中のサイトカイニン含量が

多く(伴野ら 1985b)，‘幸水'はこれらの中間の

存在と考えられる.また，‘幸水'では着果過多と

予備校不足が要因となって同化産物の大半が果実

肥大に使われて，根の活力が栄養分不足により低下

し，その結果，サイトカイニンの生成能力が低下し

花芽着生も不良となるとされている(林 ・田辺

1991) .伴野(1997)は，芽かきなどの新梢管理の

えき花芽着生促進効果について， 他の新梢を充実さ

せ，そのえき芽へのサイトカイニンの供給を相対的

に増加させて花芽着生を促進するとしている.すな

わち，ニホンナシのえき花芽着生はオーキシン/サ

イトカイニン比によって制御されている(伊東

2008) 

したがって， ‘幸水'のえき花芽着生不良の特性

は植物ホルモンの作用によるところが大きいと言

える.なお，新梢誘引おける植物ホルモンの働きに

ついては後述する.

② 気象の影 響

‘幸水'のえき花芽着生は，結果数や摘果時期など

の栽培管理より気象環境の影響を強く受けると考

えられる(表 4，5) .最も重要なのは日射(日照)

量であり ， これまでの研究では 6~7 月中旬の花芽

形成期の日射量(三好ら 1976)，満開後7l~90 日

の積算日照時間(水戸部ら 1988) ，新梢伸長停止

後の満開後 70~80 日以降の日射量(杉浦ら 199 1) ， 

満開後 81~ 130 日の期間の平均日射量(佐藤ら

1997)などが花芽着生と深い関係があるとされてい
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表 4 満開後 45日における本摘果終了後の
結果数と予備校のえき花芽着生 2)

結果数 1986年 1987年 1988年 平均
(個1m2) (%) (%) (%) (%) 

17 4.9 

14 6.9 

11 3.1 

平均 5目。

要因引J) 結果数
年度

1) 1986年現在24年生樹を供試
2)花芽率

21.6 8.7 

18.0 4.3 

24.2 4.3 

21.3 5.8 

3)結果数と年度を要因として分散分析を行った
4)1%水準で有意なことを示す

11.7 

9.7 

10.5 

10.6 

NS 
F=78.23** 4) 

表 5 満開後 60日における本摘果終了後の
結果数と予備校のえき花芽着生 2)

結果数 1986年 1987年 1988年 平均

(個1m2
) (%) (%) (%) (%) 

17 1.9 20.6 4.5 9.0 

14 7.1 28.7 4.1 13.3 

11 8.7 21.2 4.7 11.5 

8 8.5 26.0 6.3 13.6 

平均 6.6 24.1 4.9 11.9 

要因前ω 結果数 NS 

年度 F=46.22** 4) 

1) 1986年現在24年生樹を供試
2)花芽率
3)結果数と年度を要因として分散分析を行った
4)1%水準で有意なことを示す

る.北口ら(1992) も相対照度と花芽着生率との聞

に相関関係を認めている.また，日射量が著しく少

ない冷夏の年では，えき花芽着生に対して主幹部中

間台や着果数の影響が強く現れることがわかって

いる(佐藤ら 2000) . 日射量と花芽着生の関係は

遮光実験によっても裏打ちされている. 7月の 1カ

月間遮光率を 25%，50%， 75%と上げると，花芽着

生は対照に比較しそれぞれ 14.8%，21. 5%， 35.6% 

低下するなどとしている(広島県農業技術センター

1998) . 

ちなみに，新梢の発生が多くなると日射不足のた

めえき花芽着生が不良となる(金子ら 1988)ので，

摘心や新梢停止期に行う夏季せん定はえき花芽着

生の向上に有効である(文室 ・村田 1989，三好ら

1976) . 

また，えき花芽着生には日射量の他に，満開日か

ら満開後 29 日の気温と満開後1l0~ 1l 9 日の降水量

が高い正の相関，満開後 30~39 . 日の降水量と負の

相闘が認められている(北口ら 1992) . 

したがって，くり返される z幸水'のえき花芽着

生の年次変動は，気象環境の影響を強く受けて引き

起こされていると言える.しかし，‘豊水'や‘新

高'などのえき花芽着生が良好な品種は毎年安定し

たえき花芽者生が観察されることから，気象環境の

影響は比較的受けにくいと考えられる.

3)えき花芽 着 生が良好な枝

‘幸水'のえき花芽着生は植物ホルモンの作用など

にみられる内的要因と気象環境の外的要因の影響

を受けている.諸婆因の影響を受けた結果，いかな

る枝のえき花芽着生が良好となるのであろうか.

これまでの研究からえき花芽着生の良好な枝の

形態をまとめると，定芽から発生した，長さが短く，

基部と先端が太く，節聞が短く， 7月上旬から中旬

の葉色が濃いことがあげられる(伴野ら 1984，広

田 ・田久保 1982，北口ら 1992，水戸部ら 1991，

桜井ら 1984) .その形態からは，新梢は開花期の

早期に発生が始まり，伸長の勢いは中庸で徒長的に

ならず安定しており，遅伸びせず停止期も早かった

と推測される.これは花粉採取専用樹の仕立て法に

おいて， 1年生校長が短い H形整枝と一文字整校は

1年生校長が長い主幹形に比較し著しく えき花芽着

生が良好であったとする報告と一致している(加藤

ら 1999) .また，佐藤ら (2000) は，肥大がよい

‘幸水'の主枝ではえき花芽着生率が高かったとし

ている.これは，翌年度の生育に用いられる同化産

物を豊富に貯蔵できた主枝において発生した新梢

のえき花芽着生が良好となったことを示す点が注

目される.

ニホンナシの花芽分化は新梢停止期が早い枝ほ

ど早くなり， r頁芽から漸次基部に向かつて分化する

(川口 1933).花芽分化は新梢伸長の停止約 10日

後から始まるが，花芽が分化するにはまず新梢伸長

が停止する必要がある(伴野ら 1985b).したがっ

て，新梢伸長を早期に停止させる処理を行えば，花

芽着生の促進が可能となる(伴野ら 1985a).水戸

部ら(1991)も，満開後7l~90 日の期間の日照時

聞が不足する年では新梢伸長を早く停止させる管

理がえき花芽着生促進に重要としている.

新梢の誘引はその一つである.伸長中の新梢を誘

引して倒すと，先端で生成されるオーキシンは求底

的移動と呼ばれる性質を有するので倒した新梢の
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