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治'jl:11J}計五七初日1<li(Bull. Kochi Agric. Res. Cent. ) 21 : 63 -68 (2012) 

の品種特性

蹟j頼拓也 ・谷岡英明・ 五百蔵茂 *田中i前稔

「上村早生」ウンシュウミカン

Characteristics of a New Satsuma Mandarin Cultivar ‘Kamimura Wase' 

Takuya HIROSE司 HideakiT ANIOKA‘Shigeru Ior~OI and Mitsutoshi TANAKA 

要約

ウンシユウミカン rJ:AJ 11'1. g二」 は「興津 3J'JJ の状変わり，'，~'， H[ として I千:j7JI V;~呑 | 何T11で発見された . r J~ 

村 11'・ ~I :.J の 1"Î'11J!. ~~i' '1"1は rtl'l~ i:l': 3 J;j・」に比べ以1、のとおりである.

1.業およひ1とはやや小さい.

2.来J=.!Lの不ifuのj並行が与!く， 完全着色II!jの477色が濃い.

3.県71';がやや席j':::I".である

クエン限合軍は11刊'i')主である4 . :l1~~，'， i，質はWfHUì!ノj 、 lJtがやや r'fj'J い傾向で、あるが，

キーワード:ウンシュウミカン，校変わり，椅色， 1， 1. ~ 1 :. 

杉t ilAI玖j劾 Jriìu.~! の )j 々に多大な|お))をl!易った.心から

育成の経過

ウンシュ ウミカン「上村 'I'!.~LJ は， 199611二可!に芥

I ~II主| で施設栽培してい

~'i~調J のも;を去する.

r:N市野r1J1I1j"の」一村文リ7氏が，

るウンシユ ウミカン 「り~，l i:/! 3りJ の 11刻(こ九ミジくの茄

Fjb知県のウンシュ ウミカンはがiAL付JITfi f!'i 363ha， 

収佐市 7.0'IOt (2010イ1)で，会 1~1(10 には小さな ü

j山である 川 県内では泊旅樹Tiii杭の約 6)I;IJ，収

位量の約 7~， l刊を県 11'東 i干1\ に fli: îi~ l' する呑 I .}fíb・が ， I i め，

二|必 呑長12業|窃|吋紺令から rlLi北みかん」のプラン

ト‘名で児内外へ山利されている S)

はじめに

色が他に比べて'1'1い 1~支があることに気付き，育成

していたものである. 2003イ|に.前述した 「J両日1針。|

ウンシュウミカン(立政j山Il¥j競すiがii!iしく，

全|主|のウンシュウミカン Jii'd山て、は ~;~rJ，111'， î~t な IVl研一を似

j丘{Iニ，

究会」 の活動のi.f.l てι，'(1， 11'， され(父良 'I~I が認められた.

その後，栄樹試験場において松製粉を竹成し，その

料刊について淵公した結米， r lj~，li;ll 3号」と|メjJIjド|

がi沼められ，そのW'j'H."/J{Jむーで安Jとしていることが

MI¥i12.でき たため， 2却01川Oイ作!ド二8)J にイ 牟イ必仏仏仏佐&一 干芥干衿事美主~ J.農芝 1来:リ|協私同キ利11 l 

合とI尚宗肖~)は山J;知、J川|

8 )川jにJ山iハi原厩願i}[企公と王表ミされた.

材料および方法

制公樹は，校変わりが見つかった呑耐 diUげ叶Jlllj"の

胞設栽桁 r!J'~i~t 3一万」から伐変わり ;'ill分および校変

わりしていないi'jl¥うfの{色オてをllxり， 2004ゴド 3JJにカ

ラタチに桜木して育成し，2006年<1)'JにJ!Jj1人jほJ必へ

なお， j実 1~'1!: ~i治・迎l およびJJ巴:J{，:!ì主;J~I'

独自で作I.L¥する与の!jiJGIII台によるブランド化を進めて

この場合， f去良 1'1I~11~1(のWI JI'([ は りì~. 1人j に líj{'i主され

ることから，他県で育成された{公民ill-J1磁の導入は I~'I

ji!fとな っている.そのため，オ リジナル，'，ilflTiをNっ

ていないこLイ6:呑安出来|窃|πJk:11千子製樹i}11は危機!惑をぷ

らせ， 2却O∞Oω31:1年|ドtカか、ら 「(lL日日i1刈I

でで、{似長立憂t良系1統北を j~'本=式宗，τ{ していた.

「上村 'll ~1三 (かみむらわせ)J は， このi活古動の 1中|ド1 

から兄出さjれLたJ品i一k
i協品如|炉阿行吋i刻初lf令?とR許高今討j生灼知11V昨l県P県札LυJ炭史i業荘J技支{羽術;1中桁ド町;ザfセン夕一井巣ミ樹試験j場占劫7との

共同1iJf究の結羽梨4，11111初登録を出版1するにあたり 待ら

いる.

れた主|けぇLを取りまと めたものである .本イiJI究の実施

に当たっては，発見者であるよ 村文民氏， 土佐香ブJ

j:ミ業協同組合，向知県11.1火点農業娠興セ ンター，身: 5樹ずつ柏殺 した.

~'，'j J: ll lll ~. ;;~ .:J~ 1止興 ì\líl'l・ j也 ukj出土:J是清!t
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1
 * 
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は岡山!極とも同一に行った.調査は2008-2011;1'-に

実施した.

1 .樹体・枝葉および花の特性

樹付三.t支主葉Iおよ OびY勺1ヒの4守宇引4性|

dん 7汁) に ~11怪h じて司調h1 :泊1、した.

樹体の特性として観察により，制姿，校仙の符度，

樹の大きさ，樹勢について捌弘之した.校葉のW¥'I'Iと

して，結j)TII一|呼文タトj司i"l¥で前年)支の果，flIi校から発と|二し

た↑干ー志の発台、校 (春校)15本を， 北部から切り 11'<.り，

このうちエleH)的な 10/j;:の校枠jのノベさおよび長さ， m~ 

II\J1乏について訓告した L~i己の校から干均1'1せな大 き

さで、)1;の捻ったWlを 1-1(につき 2枚ずつ採収し，こ

のうち 10枚の， 一糸身のkきさ，梨身長， ?A{身 *h~，主

I1三指数，梨の)芋さ，~11:内の長さ，業十両の f:. さについ

て調査した

イヒの q;J'I~1 として，イヒ弁カfほころびかかった IJ f.J1lD~I

前の花官 2011，\1 の，花の!lliーさ，花弁の長さ，イヒデ!、の jIJÏi~， 

北frの色，花弁の数，花糸の数，花糸の分離の平'，'1支，

(-JJfの)1;，イヒオi:の11;について制在した. 当u1)f.J1とし

て花弁が完全に裂1)IJし，まだ1;;(り返っていない花蕊

10似|の，花粉の多少について淵託 した.

~1:.1L~問主t は r カンキツの~}，'ij主fブ'f d.、」‘ 1 )にi1，fじ，

発芹!日j(引の過半数が 3111111 以上に1111びたH寺)，IJf.J 

1ヒ始J!JJ(官が，;ili続してIJ1Jイとし始めたH寺)， IJfJイヒ峰山(イヒ

予11の80%1NIJtが|片jいたときに IJf.Jイヒ終期 (過半・数の

花が褐変または裕弁したとき)，濯i一色始j!)J (樹全体

の県支のうち 11i刊の着色が始まった11，)知J)，完全着

色J!JJについて，制祭により 実施した.

2.果実の特性

果皮の肴色は， 2010年9月281=1より 71二11りに， ;j守

色歩合 (活色していないものを 0，完全に新色した

ものを 10とし，来災の茨Tmfl'iによlする希色部分の剖

合により j主観で11段階に分類)，カラーチャートイItl

(オレンジ色系)，色彩色=11
1::言IL他， a 1iH， b 他

(CR-400， コ ニ カミノルタセンシンク守株式会干 I:ill~

をJIJし、て，果実赤道汚1¥の平均的な 1ヵmをiJ!!J7と)に

ついて各!日:極30来を訪，'iJJ;tした.

栄笑の特性は， filfj品障が完全着色した後に収位し

たM級 mCiま6.1-6，7CI11)の来安を1Jti :j~ して捌交

した.果実の)1;，栄J1'li¥:I¥の11;，来1l'ii}l¥放射条消のヂf

!!!f"北 m古 1\ の!日以来のギ~nllf" 栄脱却iの I1三，来刷百1\放射

条illj' の多少，来心のプc:サミ J支，県心の大きさ， 持~J支の

色，アルベドの色， ?rll胞の大きさ， ?III胞の裕度， ?III 

胞の山 I~I ，県凶の illd'l ，剥皮の ijjíf'~J ， じようのう)撲

の{iitさ，さじようの形，さじようの大きさ，さじよ

うの色(来|勾色)，果汁の多少，香気の多少，松下

数について， 'i:üU'H ミカン ;託手l，UiI~0，G J 7 )に準じて 10

栄を間3ました また，扶笑主，果筏，赤道古1¥果皮厚，

じようのう数，染皮歩合，県内歩合，月~~-I 歩合，精

度計示JLクエン門夏合lTI，jt~ jl三比重について rカ

ンキツの ~lIiJ tr方法」 l )にt快じて 15果を淵任した.

特性

1 .樹休・枯葉・花の特性

制体の特性については，樹姿は|銅版，校イ ì~íの街J立

は1-1-1，樹の大きさはJ.jo，樹勢は1_1'と，いずれも 「興

津3号」と同松j支であった (写'兵 1， 2 )， 

校集の4Jj作leおよびイヒの特'1'1を表 1，表2，写真3

および与支 4に示した.校Wiの特性で、はすべての項

目で '1リド'u-;;It 3 J1:} J と同じ分類程度に区分された.誌

の q;'î"lt で、は ~1身の大 きさ，業身長， liE身 11 1m ， ~~柄の

長さの値は 「興;:11:3号一」に比べ小さかった.イヒの4・1

'1"1では， 1との重さがO日gと 'tlil];1':3 J/~'J に比べ '1;手

く，イヒ弁の長さが16，2111111，111日が7，1111111と短かった.

2I!1更1 r仁村 l，l_生」の樹休 (2010)

写真 2 r興津 3号」の樹体 (2010)
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をく1 r -，一 村 勾 ~I二 」の枝葉の特性 (2010 ) 表 2 r U'-J 弔 ~I二」 の花の特官1: (2011) 

1--村 Ffi- ~I:_ iflli* 3号 |二付与Lι七 興計':3うす

校村jの太さ (mm 3.4 3目 3 花のmさ(g) 0.43 0.50 
校wiの長さ (cm 15.1 14.5 花弁の長さ (mm) 16.2 19.3 
iiiill¥JK;(cm) 1.8 1.8 花弁のIIJhi(mm 7.1 7.6 

挺身の大きさ (cm2) 19目 O 2'1目 9 花弁の色 lヨ 長l
お身長(cm 8. J 9.2 イヒ弁の数(枚) 4.8 4.4 

AL身中日(cm 3.5 4.J 花糸の数(本) 18.6 18.5 
:[;11 JI三指数 ，) 2.3 2.3 花糸の分lilliTU支 一?郁子午ー 一古r) f--~ - 一

3Lのl享さ (mm 0.33 0.33 花粉の多少 少 少
禁制の長さ (mm) 13.6 18.2 子mの形 扇r;J; i胃J求
実作jの太さ (mm) 1.8 2.1 花ね:のJI'; 正「 It:J 

i:iJ 2010イ110JJ() 111こ!iMJ1t. iJl 2011イ1'-5 J J 9 LlIこ司M:i't.
l) ~SJI=;J行数= 焔身長÷ AL 身中!J~

'1./真 3 '卜村lJ!-'-I:_Jの枚出 (2010) 写真 4 ，-'付与UI::Jの花 (2011) 

表 3 rJJサ lrl ~t:. J の 主H芭~}，\ji!亡(2008-20 1 0) 

2008 
U'JII!.~I iflli'lt 3日

発芽!リl UJ 1m 412 41 1 

IJfJィυfi (}'J 1 [1 ) 5/ ，1 51 3 

iJfJイヒ担任 (nlド1) 51 9 日/8 

IJfJイと終 (}-J 1 [1) 5/13 5/13 

イiB始!日l (JJ 1ヰイリ) 101 5 101ち

完令A音色)リj (JJ I'I'-'Iリ) 11/ 2 11I :-3 

iJ)各 5樹を，uf，J1;:.

イヒ11'ーの色， 数はそれぞれ|土|色，約 5枚で，イヒ糸の数

および分自li1j')立は 18.6本および -NI)'Ei -，花粉は少

なく ， r民の Jliは桁j J:j(，イヒ~tの JI'; は II~I でいずれも r t~，l 

i=l.t 3 -~~. Jと同JJI:皮で、あった.

2008 -20 1 01:1の..:1ニ態調交のが;栄を長 3に小した

与を卦二J!JJは3月下旬から 4月上旬，開花期は '1J-J卜fり

から 5)J卜旬で，いずれも 「字以上 3号」と 同程度で

あった. 着色始J!JJは10)-J-'二句から f'ID，完全治色:H!J

は 11 月|イ刀で，卵、~i -!! 3 ~苧」 に比べやや .!llv、か同程

度であった.

2.果実の特性

栄j支の治色のifi移を|叉11および'!:j:立5にポした.

2009 2010 
L:.+J 111. ~1:_ ifllilt 3 -~~ I-.+J II!. ~I: 興計上3号
3/22 3/22 3121 3/21 

'1/23 '1/24 51 5 日/5 

5/ 1 51 2 5/10 日/10

51 9 51 9 5/J 5 5/15 

101 2 101 2 101 11 10/ 4 
111 1 11I 1 11/1 111 2 

来j支色の IljJるさを示す L1111 およびずt成分を示す b

11任は， 10 月 1- 1" 句 から 下旬にかけては 'Jf~ì :! t 3号」に

比べ市 く:jfi移したが， IIJLI二旬にはII;J1"i'皮になった.

採皮色の亦成分を示す a他， a 11!Ubイrux100，着色

歩合およびカラーチャート 11IJ:は， 10月 |二句には「興

津 3サJと同程度であったが， 10月tl1句から 11月i下

旬にかけて高く ifii移した.

梨学:の特性を表 4，'lj:ょ~~ 6および 7に示 した.果

実の jliは rt!1~W: :3号」に比べj司王子で 「やぞ間平」に

分類された.以心の充実!主および大きさは rJf~ì :!' 3 

号」と同程度で、あったが，興i:!i:-3号」 より洪心が

大きい年も ;d、められた(データ 111作).米j主の色(;:1:f~手

続で「興W:-3日」によじべ濃い杓色で、あ った.栄Jl'!i¥I¥，
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「仁村早生」の県政色の経l時変化(2010)

. : I'.f.f'!'-'l:. <> ・興i'lt3ーサ

L f)(i : 191J支
a官!{:よt-赤)il白lの色彩.政ij!(が大きいほど亦が怖い.

b他 ，'j'-b'l}jl白lの色彩.数ftlが大きL、ほと j.l'i"カミリfliし、
a fil.(/b fi/(X 100: (とのみ成分の怖さを7J;す白

医11

10.0 9.9 8.4 <1.1 1.2 0.2 0.0 llf色歩合

J二十j平生

11/16 11/ 9 11/ 2 10/26 10/19 10/12 10/ 5 月/1二l

興i~!t :3 ~~号

9.8 8.9 7.0 

「上村早~.J の芯色の推移 (2010 )

2.0 0.6 0.0 

'匂:ょk~ 5 

0.0 五守色歩合
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ヨ~t t1 rJ二村1日生」 のよR

J'.1寸叩生

よ~以〈の}伝 ややJftI平
~THtllの j杉 平JiI
来Jf!部放射条i持の有)!!li 加t

来 n'i ialの山~tの有 J!!~ lj~ t 9~1僚

来健部のj杉 切平IIfi
県被告1¥放射条i拡の多少 1.1 

県'L、の充実i主
以心の大きさ 汁 22.2 
米j支の色 .f!<.'í: +t~ 
アルベト、の色 i9~fi'f 
?IIIJJ包の大きさ

1111胞の'仏、j文(11&1IcIlI2) '17.3 
1 11111包の I~I ，"， ，"， 

~~I自!の ;fllij'l

来IJ伎の1¥1ig 忽1VJ
じようのう!肢の傾さ M; 
さじようのJI';
さじようの大きさ

さじようの色(県内色) 山1111之ql Yv 丸

~~(!ーの多少
子下気の多少

利T-1;~ :11if: 

;u 2010イ111 )J 17 LIにJU位し.181.1にみ.J1'仁.
χ ) 決心の大きさ = ;j~{、 tUíÈ長÷ 米リ;:，hV片手 x 100 

~~!i:I': 3号

扇球

'1'山
1m 

イ;rijjl僚

切'Hili
0.9 

20.5 
魚i:11'[115' 

I、JJミ♂ Î!~t

~5.3 

，"， 

dtg J 

;1次

{1h1ミ~Æ:~芝J、

llir 

:与:真 6 rJ.:.Nli!生Jの県尖外観 (2010)

⑨⑩ P'I 
@⑭| ⑩ l 

写長 7 r -， \村 'r!.~:J:. J の採笑断 l it i (2010) 

去5 rJ~.1、 ;l'll~1よ J の Q~~の府性 (2008~20JO )

2008 2009 2010 
1 ~付 与I. ~I t~l~.: lt 3 J/~ J:.1':J'I ， '.~I:. 興i:lt3勾 J:.1 リ"'~W 3 号

果実の主さ (日) 105.0 105.1 89.0 101.2 98，5 104.7 

Wiff (cm 6.9 7.0 6，1 6.2 6.3 6.3 

北~ )I';j旨数 け [3'1 130 128 121 133 125 
来伎のJ!~~~ さ ( m m ) 2，9 3， :~ 3，0 2.8 2.7 2.'1 
じようのう数 10. J 10，3 9.2 9.6 9.6 9，6 

身~)支歩合 ('Yo ) 20 21 25 21 21 17 
QU勾渉合(%) 78 77 75 79 78 82 

県il広合(%) 89 92 89 89 89 91 

制度言|不!え .10.7 10.5 10.6 10.5 10.7 10.5 
クエン円iD: f~lを ( g/ IOOg) 0.57 0.'19 0.66 0.69 0.67 0，68 
封44主J比豆 0.90 0.88 0.88 0.89 0.90 0.92 

;1) 2008'1'.はLL)J 181:1. 2009イ|四は11JJ 161:1， 2010'1'.はllJJlHl1こJI::(や2し， 2 11以内lこ;品l干t
z) ;j~JI~m数=果実j前後一縦作 x 100 

QH更点11，IIII)J包およびさじようの特性についてはほぼ

IriJじであった.

:) iT'- 間の Jlxf生 II~jの県尖 11111 質を表 51，こ 示 した.来~三

の主さは rtll~i ~1土 3 号 J 1こ比べやヤ怪かった.来j隊指

数は rD，lglt:ぅサ」に比べ大きかった.来j支の!字さお

よび米J支広fTは2009il"-および2010ゴ|二は r1jJJ-i'lt :) J，j' J 

に比べ7，':jかったが， 200811'.1ま 「興戸It3号J に比べ1J{

かった. じようのう数は2008作および2009i-l'.は 「興

i三It3号ー」に比べやぞ少なかったが， 2010年は同校j主

であった 秘度言|示度は 3ヵ{Iとも 「興対1，:3号一」に

比べやや1手:Jい傾向で、あった.クエン阪合EJはil'.1こよ

り見なったカ{i興戸1t3号」と同校J文であ った.以災

比1fiは 「興i:113 号」と i口J1:，~)金:であ っ た.

まとめ

r 1".1、:J'' j'. ~17， J は 「興;'1': 3 J':!'Jの校変わり lilti杭であ
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り，その付j体特性は 「興;:11:3号」に比べ業および花

がやや小さいが，多くの点で「興i:lt3サ」と類似して

いる r興詰11:3号」 はL7・生温州の仁l'で最もええよ古|訂積が

多い「興;，IJl1!.::I::Jの姉妹系統であり， r~i;p 早生」に

比べ樹勢がやや弱いこと笥ーから品種登録に主らなかっ

たが，施設栽;幣JIJとして一部でJ語L人されている2.8)

r 1二十j 早 ~I:. J の来実の特tl で特宅すべきは，発見

にもつながった採皮の精色である. 'J二十J' lF.~I:. J の

果皮の右色の経11;)変化をみると，活色の開始時期は

「興詩':3号」とほぼ|吋じであるが，着色IJtJ始後は速

やかにIljJるさ， 21i色み，赤みが明し，特に活色Ij-'WJ

で大きな善がみられた.元日色終i¥JJにおいてはずJ、みを

示すa1ftr:が rf.Fll;宰3日」を t.IIijっており，最終的に

果皮の校色が '!.Tll;:ll3号J に比べ濃かった. 活色は

jドi~.'(者が*実を .ÎE ぶJiI~i.l，~で、あり 1 ) 主1.:.医者にとっ

てはJjJCfitを開始する 1:::1安である.近ゴleは;g，lll0'イヒによ

る弟一色iIJJ1L.不良により収後が遅れ手j主主~~の と1". 担I!

障害にj!l!f.;.目する可能tl.7夕日書jまっていることカ苛H告さ

れている け .活色が良好な料tlをJ守つ rJ村平生」

は速やかな若色により i盛期jの収穫が可能であり，浮

)~に遭遇する可能性カマl~ く ヨiJ: 7むと!TIrtl-二 つなカすると考

えられる， さらにこの特性は，成熟時J!J]が !i~ij ~l~tな夏

均一に当たる胞設栽i古においても 有利に働くと考えら

れる.

r 1村IT1A'.Jの北実糖度は 「興i!lt3号」に比ベャ

子[i:ljかった. クエン椴合計は 「興i'lt:)万」と 同1iUえ

であることから，芯色が I7-いものの till~ 111. "j:. ，'!r'，lffiとは

認めj!liく ，興N'3号」と IfrJ1JUこよ11とI，:"W，却iで、あると

考えられる.この他の栄笑の判七1:としては r興;:It

3 号 」に比べ-Q~ -M指数が大きくやや前工1"- なため， 1黄

後がほぼl司じ果実では果実主がやや経くなる.

言日夕、11り長で発見されたウンシユウミカン "11'111T(として

は， lぬ~I::. "I"I磁である r j ー/山Ji，lHj J (111河11281!，.J;HJ)以

~三 2 例仁|である:， ) . r -':.+J 'i'.;cl:.Jの:}Z#)jが， /[--}主，

ウンシュウミカン，'，MAをよt直す機会になり，りんとし

てのブランド)j向上につながることを則侍する
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Summary 

A new Satsuma manclarin cultivar of ‘Kamimura-wase' was c1iscoverecl as a bucl mutation kincl of‘Okitsu・N0.3'

in Konan City. Kochi Prefecture. The varietal characteristic of ‘Kamimura-wase' compared with‘Okitsu-No. :3 . is 

as follows. 

1 . The leaf ancl lhe flower ar巴 alittle small. 

2 . The promotion of coloring of the p巴elis early， ancl when lhe orange color fruit is completely coloring， is thick. 

3 . Fruit shape is a little flat. 

4 . A citric acicl contenl is the same though lhe sugar concenlration is a little high tenclency in the fruit quality. 

Key worcls: bucl mutation， coloring， early ripening， Satsuma manclarin 
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