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リ ン ゴわい化栽培における整枝弟定法の変遷

福田博之*

〔キーワードJ リンゴ，わい化栽培，整枝興定，

省力化

はじ め に

わが屈でリンゴのわい化栽培が始まったのは

1973年，農林水産省のリンゴわい化モデル園設置

事業」によって，多くの生産団地が作られたときか

らである.今年ですでに 35年が経過し， 30年生，

あるいはそれに近い樹齢のわい化リンゴ鴎が日本

各地に見られるようになった.農水省の「平成 18

年度果樹に関する資料」によると，リンゴ栽培頭積

の 30%をわい化栽培が占めるに至っている.

わい化栽培の開始にあたり，整枝努定法としてオ

ランダのスレンダースピンドル仕立てが導入され，

その後これまで，主としてこの仕立て方に祭Ijって算

定の指導が行われてきた.この仕立て方によるわい

位台リンゴ樹は，オランダなどでは生産寿命が 15

年程度とされているが，わが国では，その集約的な

整校努定技術を考慮して， 20年程度を一つの呂襟と

されたしかし， 20年に達するまでにいろいろな沼

難が生じ，それを克服するために，整枝努定法に

種々の改良が必要になった.

その結果，多くのわい化リンゴ閣においては，本

家オランダでスレンダースピンドソレと呼ばれてい

るものとはかなり異なった樹形になっていった.

トスレンダースピンドル樹形

スレンダースピンドル仕立ては，ドイツのスピン

ドノレブ、ツシュが改良されたものである(福間 1989). 

元はスレンダースンピドルブッ、ンュ (slenderspindle 

bush) と呼ばれていたが，オランダには普通台木を

用いた大型のブッ、ンュという)3IJの仕立て方があっ

たため，それと区別するためブッシュが省略され，

スレンダースピンドルになった.スピンドルブッ

シュが樹高約 2.5m，樹幅が 3.0~3. 5 mで、あった

のに対し，スレンダースピンドルは樹高が同じで，

樹幅だけ1.5~2 mに狭くなった仕立て方である.

場元弘前大学農学生命科学部 (HiroyukiFukuda) 

これらの仕立て方は，スピンドル仕立てとブッ

シュ仕立てを組み合わせた樹形である.このうち，

スピンドソレは縁状仕立てともいい，要するに主幹形

のことである.また，ブッ、ンュは，日本でいう短幹

仕立てのことである.まとめると，短幹仕立ての主

幹形ということになる.ちなみに，福島(1961)に

よると，短幹仕立てとは，主幹の下部 O.6~ 1. 2 m 

に保枝(普通台リンゴ樹では主校)が配置される仕

立て方である.

スレンダースピンドルは，主幹の基部 O.5~0. 7 m 

の高さに 3~5 本のほぼ水平に誘引した側枝が自己置

された仕立て方である.これらの側校は骨格校と呼

ばれる.本家オランダでは，骨格校は樹幹基部の数

本だけで，それより上の側校は長く伸びると，数年

の生産ののち，基から更新する.したがって，樹形

は全体として円錐形になる.

このスレンダースピンドルについて， 1974年 11

月に長野県で開催された国公立の試験研究機関の

検討会において，細型紡錘形という訳語が与えられ

た.また，会議に参加した各県とも，樹高はほぼ 2.5

m として指導することになった.しかし，普及の際

に，この訳語から若干の誤解が生じ，実際に栽培に

あたった農家では，丹錐形ではなく，ラグビーの

ボールを細長く引き伸ばしたような紡錘形にリン

ゴ樹を仕立てることが多くなった.このような樹形

では，骨格枝様の側校が主幹のかなり上方にまで残

され，樹高も 4mを超えることが多くなった.栽

培農家が，樹高を高くするほど収量が増えると考え

られたためであるわが国のわい化栽培における樹

形は，本来のスレンダースピンドノレとは相違するも

のに変化していった.

しかし，樹高や樹形が変化したのに，栽植距離は

スレンダースピンドル園に準じ， 4 mxl. 5 m (10 a 

あたり 167本)，あるいは 4mx2 m (10 aあたり

125本)のままで、あった.栽植距離は変化せず，樹

高が著しく高く仕立てられたので，わが国のわい性

台リンゴ樹は，元祖スレンダースピンドルよりさら
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にスレンダーな(細長い)樹姿になっていった.

2. わが国 における樹形

筆者らは，わい化栽培の開始からほぼ 10年経過

した段階で，各地のリンゴ菌を調査したことがある

(福田ら 1987) .その調査では，わい性台樹の樹

高は 3.1~4. 7 mに達しており，多くは細型紡錘形

であった締型紡錘形は，主幹に配置された側枝が

下方ほど長めになっている側枝漸長形と，上から下

まで側校の長さに差が少ない側校同長形に区分さ

れた.また，長い骨格技が樹幹の下部に集中し，上

部には短い結果枝が配置されたスレンダースピン

ド、ルに近い樹形も認められたが，樹高が 3m 以上

であり，一応，下校強調型と名付けることにした.

なお，これらの樹形における側校数は，骨絡枝か

ら小型の結果校様の枝まで含めて， 24~45 本で、あっ

た.樹が大きくなるに従い，これらの側校数では校

数が多すぎ，後述するように，樹齢とともに， 1Jl!J校

数は減らされていった.

3. 整枝勇定 の作業所要時間

オランダでスレンダースピンドル仕立てが始

まったのは 1958年墳で， 日本でわい化栽培を導入

した時期は， 15年しか経っていなかった.この段階

では，オランダでもすでに完成した仕立て方という

ことではなく，その後，穏々の改良が行なわれたよ

うである.スレンダースピンドル仕立ての場合は，

樹齢とともに整校第定の作業所要時間が増える傾

向がある.しかし，オランダでは，整校襲定の作業

所要時開が増えることを嫌い，栽植後 10年程度で

植え替えをする方式が一般化していった.筆者が同

国を訪れた 1988年には，この栽培法で早期多収を

計るため，当初の1.5 mx4 m (167本櫛え)よりさ

らに密植になり， 10 aあたり 200本以上の栽植本数

を採る園が多く見られた.このような国では，超密

植のため骨格枝を維持する余裕はなく，現地では，

スレンダースレンダースピンドノレと呼ばれていた.

一方， s本では，努定作業は主として果樹医主が

行なうので，賃金の支出が増えるわけではない.作

業が集約化しでもあまり問題にされなかった.表 1，

2は，オランダと日本における作業所要時間の一例

であるが，日本では整校襲定の作業所要時障がオラ

ンダの約 2倍になっている.表 2は植え付け後 7年

の若木で，樹齢が古くなると整校努定の作業所要時

間はさらに増加する.農水省の統計資料によると，

わい性台‘ふじで 38.4時間(1994年度)に達してい

る 樹高が高くなると，整枝努定作業だけでなく，

摘果，収穫などの作業所要時間も増える(福田

2006) . 

オランダにおけるわい化栽培が省力的なのは，わ

い性台リンゴ樹の樹高を 2.5m 以下に維持してい

るためである.低樹高では，整枝襲定だけでなく，

収穫や摘果なども省力化できる.しかし，日本では，

省力化より収量性のほうが重視された.樹高が高い

ほど収量が上る領向が認められており(外崎ら

1990) ，わい化リンゴ閣の樹高が 4mに遣した理

由には，収量狙いもあったと考えられる.

このような細長くて高い樹形での栽培をなんと

か可能にしたのは，栽培者の集約的な整枝努定技術

である.しかし，集約的な管理を前提にしても，ス

レンダースピンドルよりさらに細長い樹形をいつ

までも保つことはできない.樹が 10年生に達する

頃には，隣接樹との枝交差が始まり，樹冠内部の臼

照不足による収量や品質の低下が避けられなくな

る.潤伐と，それに伴う樹形の変換が

表1 オランダにおけるわい化リンゴ園の 10aあたり作業所要時間 必要になる.

授粉・努定 防除袋掛けその他収穫合計
摘果

10a当たり作業時間 12.0 2.5 1.8 1.7 22.4 40.4 
出典:Go巴degebure1980 

表2 長野県におけるわい化リンゴ図の 10aあたり作業所要時間

授粉・
努定 摘果 防除袋掛けその他収穫合計

lOa当たり作業時間 24.3 46.5 13.9 

出典:柳津ら 1982

34.9 91.3 210.9 

4. わい化リンゴ菌に

おける樹形の変遺

とくに下枝強調形は，隣接樹との校

交差がより早く始まる傾向が認めら

れている.昭和 15年度秋田県果樹指導

指針には， r下校強調形主幹形では 7~

8年生，側校漸長形は 10年生，供l枝問

長形は 11年生頃から側枝の交差が始
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表 3 間伐後の収量・品質の推移(岩手県江刺市現地闘場)

出荷規格割合(%)
収量(t/10a)

1984年 1985年

1984年

秀 優良

1985年

無印 無印

間伐(4X4m) 2.76 4.04 19.7 33.6 38.4 8.2 7.5 

対照(4X 2m) 5.48 4.46 4.6 20.4 58.0 17.0 23.0 51.5 17.4 

1974年定植のM.26台‘ふじ'を1984年に間伐.

出典:小野間(l986b)の表を一部改変

まり，収量や品質への影響が顕著に現れるように

なったJと記されている.下校強調形も次第に側校

漸長形などの樹形に変換される.側枝1務長形や関長

形の樹形も，校交差とともに収量，品費に問題が生

じ，間伐が必要になる.

岩手県の伊藤ら(1994)は，彼らの研究報告の中

で次のように述べている.

「本研究では， M.26台使用‘ふじ'の樹冠が広がる

なかで，スレンダースピンドソレから骨組みとなる太

い校を配置した樹形へと改造を行い，間伐して栽植

距離 4x4mで栽培した結果，間伐直後の 2年間は

収量の低下がみられたものの，その後由復し， 22 

年生になった現在まで，枝の交差による品質低下は

みられず，低樹高化により，作業性も容易になる等，

M.26台を使用し十分な品費の‘ふじ'を生産してい

るJ

間伐とともに，樹高の切り下げも行われるように

なった.岩手県では，樹高 3m 程震で切り返した

わい性台国が多くみられる.秋田県でも，樹高を 3m

前後に低下させることを目標にしている(森田

2001) .わい化栽培は，本来，省力化を毘指したも

ので、あったが，樹高がマノレパなど普通台木を用いた

リンゴ樹と変らない高さになると，省力化というわ

い化栽培のメリットが消えてしまう.長野県の茂原

(1992) も，間伐とともに，樹高を 3.5m に切り

下げたと報告している.また，青森県の今村ら

(1996)は植え付け後 10年を経過しないうちに，

樹冠が過密状態になり， 7年生のときに潤伎を行い，

樹高 3.O~3. 5m程度の変則主幹形とした」と述べ

ている.

低樹高化によって省力化が可能になるほか，病虫

害防除のための薬剤散布量も節減できる.リンゴ圏

における薬剤散布量は 500~600 L/10 aであるが，

低樹高圏では 350L/10 aほどで防除が可能である.

なお，低樹高化には，主幹を最上部の骨格技のと

ころで切り返す場合と，主幹延長部を最上部の骨格

校より少し上まで残す場合があり，栽培農家の園で

は，両方が混在して見られる.しかし，その後の整

枝勢定には，あまり差異がないので，一つの樹形に

まとめることができる.樹形からして今村ら(1996)

のいう変則主幹形である.

高くなった主幹を切り返すと，反発によって強い

新梢が伸びだすことがあるが，樹が落ち着くととも

に，反発は次第に収まってくる.反発を軽減するた

め，切り返した主幹の先端から発生する弱めの新棋

を 1，2本残すこともある.

間伐の時期は，土壌条件，品種などによって一定

ではない.わい性台木に接いで、も生育のよい‘ふじ'

のような品種では，早めに間伐の時期を迎える

が，‘ジョナゴールド'などでは，時期はかなり遅くま

で，おそらく 20年生ぐらいまで閤伐を遅らせるこ

とができる.また，今村ら(1996)は7年生の早い

段階で間伐しているが，彼らの試験は，校が伸びや

すい黒色火山灰土で実施されたものである.

開伐によって， 2年ほどは収量が減少することが

報告されているが(小野田 1986a，茂原 1992) ， 

着色など果実品費は向上するので(表 3) ，収量減

による収益の落ち込みはある程度カバーできる.収

量減は 2年程度でもとに戻る.また，多くの場合，

間伐は 1年で一気に行なうのではなく， 2， 3年をか

けて実施される.その結果，間伐期間中の収量の減

少はかなりカバーされる.

また，樹冠内部の白熊条件を改善するため，側枝

の整理が必要である.前述の福田ら (1987)の調査

では， 10年生に近いわい性台リンゴ樹の側校数は，

I樹あたり平均で 30本ほど、であった.しかし，多く

のわい化リンゴ園では，樹齢とともに，次第に側枝

の数は減らされていった.30本ほどで、あった側校数



では，骨格枝の数が 2~3 本と少な

くなる.しかし，ふつうは変則主幹

形で，わい性台リンゴ樹は生産寿命

を終えると考えられる.

福島(1961)は，普通台リンゴ樹

の樹形について，最下部の主校と最

上部の主枝まで主幹部(直主枝)の

長さによって分類している.それに

よると，直主枝の長さが 0.3m以下

のものを関心形， O. 9~ 1. 2 m のも

のを遅延関心形， 1. 2 m以上のもの

を変則主幹形としている.関心形ま

で、進んだ、普通台リンゴ樹では，多く

の場合，主枝が 2本で，各主校には

数本の亜主枝が配置され，亜主校に結果枝が形成さ

れる.

一方，わい性台リンゴ樹の変員IJ主幹形では，骨格

枝には亜主枝にあたるものがない.骨格枝に直接，

結果枝が形成されるのが普通である.間伐後のわい

性合リンゴ樹をみると，最下部の骨格校が樹幹の高

さ1m，最上部が 2.5~3. 5 mである.福島の分類

に従うと，これも変則主幹形になる.骨格校の数は

5~6 本.それぞれ水平または斜立ぎみに誘引される

(鴎1).骨格校に配置された結果枝は，果実の重

量によって次第に下垂する.ほぼ水平に誘引された

骨格枝に多数の下まました結果校が配置された形に

なる.収量を確保するためには，眼られた空間にで

きるだけ多くの結果校を確保する必要があり，栽培

者の欝定技術が試されるところである.

なお，骨格校の数が 5~6 本になったのは，栽培

農家の試行錯誤の結果である.農家の経験によって，
しゅうれん

この本数に収飲していったと考えられる.この本数

で，結果校を適切に配置することができれば，樹冠

内部における日照不足はi坊止できるということで

ある.その場合，下部の骨格枝のほうが長く，上部

ほど短めに仕立てるのが原則である.しかし，実際

の果樹罷では，必ずしもそうはなっていない.なか

には，上方の骨格枝のほうが長い樹形もみられる.

下方の骨格枝が衰弱する可能性がある

f平成 17年岩手県果樹指導要項Jでは，最下部の

骨格校を 1m 以上に切り上げたこの樹形を長幹仕

立てと呼んでいる.福島(1961)は，最下部の主校

が 0.6~ 1. 2 m の高さのものを短幹仕立て， 2.4 m 
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側j校:斜立(4X4m)

変則主幹形仕立ての一例

小野限 (2001)より一部改変.

領.IJ枝水平(4X4m)

殴 l

が，次第に間引かれて 10本以下になり，さらに， 5~ 

6本程度まで間引かれた.残された側枝は太くなり，

伊藤ら(1994)のいう「特派艮みとなる太い枝J，す

なわち骨格技になる.前述のスレンダースピンドノレ

における骨格枝より太くて長い骨格枝である.森田

(2001) も，側校数を 5~6 本とする変則主幹形を

目標とすると述べている.

その際，最下部の骨格校の高さは約 1mとされ，

それより低い校は整理される.間伎の結果，骨格枝

が長くなったときに，低部位のものは取り扱いが難

しくなるためである.長野県の茂原(1992)も，樹

高を 3.5m に切り下げ，最下部の骨格枝を 1m と

したと報告している (図1)

元青森県りんご試験場長の福島住雄氏によると，

マルパカイドウなど普通台リンゴ樹の樹形は，樹齢

とともに変化するべきものとされている.氏の著書

りんご努定葉隠れ論語J (1994) によるとり

んごの樹は初め，主幹形とし，次いで、変則主幹形に，

さらに遅延関心形，または関心形に変えていく」と

述べられている.樹形を変化させることによって，

樹の長寿が可能になるのである.80年生以上の関心

形のリンゴ樹を，青森などでは見ることができる.

樹齢とともに樹形を変化させなければならない

のは，わい性台リンゴ樹でも向じである.わが閣に

おいては，はじめ締型紡錘形とし，間伐と樹高の切

り下げ，側枝数の整理によって，太い骨格枝によっ

て構成された変則主幹形になる.さらに間伐をして

遅延関心形まで進めた園地も見られる.これらの閤

樹齢 と樹形管理5. 
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以上高ど長幹仕立てとしているが，これは生育のよい

普通台リンゴ樹の場合であり，わい性台リンゴ樹で

は別の基準があってもよいと考えられる.

普通台リンゴ樹でも，最下部の主枝の高さを 2m

程度とした栽培を長幹仕立てと称したことがあっ

た.この長幹仕立ての目的は，主枝を高くして，樹

の生育を落ち着けることであった.一般に最下部の

側枝が高くなるほど，樹勢は務ち着くと考えられて

おり，変則主幹形のわい化栽培でも，最下部の骨格

校を 1m 以上の高さの“長幹仕立て"にすることに

よって，樹勢を務ち着ける効果が期待される.

6. わい性台リンゴ樹の樹形展開

わい性台リンゴ樹を密植(10aあたり栽植本数

100本以上)で栽培するのは，早期多収を確保する

ためである.密植栽培を可能にするため，スレン

ダースピンドルなどの主幹形仕立てが考案された.

普通台リンゴ樹では，樹の生育が早いため密植栽

培は無理であるが，正予密績で主幹形に仕立てる試み

が行われている 久米(1995) は，栽植本数を 10a 

あたり 36本に場やして，かなりの初期収量を確保

できることが報告されている.しかし，若齢樹の花

芽形成を促進するため，スコアリングやリンギング

が欠かせない.斜立した側校を水平に誘引すること

も必要である.また，普通台樹は生育が速いので，

主幹形を維持できる期開がきわめて短い.このため，

わが由では最初から変郎主幹形に仕立て，すぐに関

心形に持っていくのが一般的になっている.現在の

関心形の仕立て方は，主として栽培農家の工夫に

よって，次第にでき上がったものである.この樹形

は，わが富独特のもので，外国ではあまり見られな

し¥

一方，わい性台リンゴ樹は，技の生育が比較的緩

やかで，主幹形で栽培できる期間が，普通台リンゴ

樹よりはるかに長い.また，日本でわい化栽培が始

まった当初には，側校の誘引やスコアリングな

どが試みられたが，わい性台リンゴ樹は花芽の

形成が多いので，これらの処理はあまり必要な

い.また，間伐後に変則主幹形に切り替えてか

らも骨組みとなる太い枝j で樹形を構成す

ることによってかなりの期間，この樹形を維持

なった.今後も，適切な樹形管理が行なわれれば，

変則主幹形で， 40年程度まで生産寿命を維持するこ

とも可能と恩われる.

普通台リンゴ樹における関心形仕立ては，主とし

て栽培農家の試行錯誤と工夫によって作り上げら

れたものである.わい性台リンゴ樹における変則主

幹形仕立ての確立にも，栽培農家の果たした役割が

きわめて大きい.しかし，わい化栽培はまだ栽培の

歴史が短いため，普通台リンゴ樹の関心形仕立てほ

どでき上がったものではない.変異IJ主幹形といって

も，栽培農家によって種々な樹形がみられ，なかに

は収量投などで問題があるところも少なくない.ま

た，土壌条件や栽情農家の経営方針で， 4mを超え

る樹高を維持しているところもある.今後はさらに

工夫が必要と考えられる.

7. これから

現在， 20~30 年生に達したわい化栽培は， 10aあ

たり 100本以上の密植栽培として始められたもので

ある.しかし，樹が予想以上の生育を示し，多くの

闘では途中で間伐して半密植栽培に切り替えられ

た.その仕立て方も，試行錯誤のくり返しであり，

地域，土壌条件あるいは農家ごとに種々の樹形が見

られるのが事実である.いわば第 1期わい化栽

とでも呼べるものである.現在は，第 I期の経

験から，種々の改善が行なわれている.

たとえば，第 l期には樹列間を 4mとして栽植

した闘が多かったが，作業上の不便を考えて，現在

は5mの列開を確保するようになった.また，第 1

期にはわい性台木として M.26が用いられた.当時

のわが閏には，欧米での使用が多い M.9台はウイ

ノレス保毒のものしかなく，実施されていた試験結果

からも，生育が弱過ぎると考えられたためである.

しかし，その後，ウィルスフリーの M.9台木が出

回るようになり，各県でも，この台木の使用を奨励

表 4 わい性台木の系統31J普及状況

台木名 l，989 1，991 2，000 2，001 2，002 2，003 2，004 2，005 

M.26 9，227 9，176 8，340 8，599 8，530 8，311 7，953 7，958 

M.9 1，604 2，035 3，876 3，715 3，586 3，571 3，688 3，500 

JM1 3 8 21 25 29 39 

JM7 90 141 228 257 287 331 
できる.現在，すでに 30年生を超えた，変則

主幹形のわい化リンゴ圏が見られるように

単位:栽域面積(ha)

出典:農水省 2006
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し始めた.その結果，表 4のように， M. 9の使用が

増加している.

M. 9台‘ふじ'樹は， M.26台樹より生育が緩やかで，

伊藤ら(1994) は， 2 mx4 mの栽植距離で 22年間

は維持が可能で、あったと報告している.さらに，農

水省で育成された JM系わい性台木が 2000年以降

に面積を増やしている. JM系台木は挿し木が可能

であり，農家が自ら苗の繁殖を行える手Jj点を持って

いる.この台木や M.9を用いたショートサイクル

栽培も，一部の農家で試みられている.

ショートサイクル栽培は，農水省地域基幹研究

「早期多収技術を基幹とした高品質リンゴの低コ

スト生産技術(1994~1998) Jで初めて用いられた

言葉で，数本の側校が発生した 2年生大苗を植え付

け，早期多収を計るとともに，作業の省力化のため

の低樹高仕立て法を確立することを目的としてい

る.研究は，岩手，宮城，秋田，福島，長野の各県

の共同研究として実施された.

その成果に基づき，各県でショートサイクノレ栽培

の実用化が検討されている.とくに，仕立て方につ

いては，樹高を 2~2. 5 m とする低樹高栽培が検討

されている(北津ら 1997，小原ら 1998).一部で，

この低樹高栽培を導入し始めた農家もあるようで

ある.たとえば，樹高が 2m まで切り下げられれ

ば，収穫，摘果などの作業に脚立がほとんど不要に

なり，省力化はさらに進むことになる.

なお，ショートサイクル栽培については，すでに

本誌(福臼 1996) で， 10年程度で植え替え更新す

ると述べたことがあるが，現在は 20年程度の経済

寿命が考えられているようである.導入した栽培農

家は，第 l期の場合と同様に，さらに長い寿命を狙

う可能性もある.一方で，多収を確保するには，あ

る程度の高い樹高が必要とする意見もあり，今後，

わが国におけるわい化栽培の樹形がどのようなも

のになるのか，さらにいくつかの曲折があるであろ

っ.
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