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福岡農総試研報B-4
Bull. Fukuoka Agric. Res. Cent. B 4 : 7～10 (1984) 

カンキツの高接更新技術の改善に関する研究

第 4報 i：司接樹の結実開始時期並びlニ結実誌について

吉田 守＠栗山隆明. f大迫三徳＠山下幸雄＠大庭義材

Studies on the Improvement of Top-Grafting on Citrus Trees as 

a Method of Changing Varieties 

4) The Influence of Fruiting Time 呂nd Quantity of Fruit on the Fruit 

Quality and Yield of Top-Grafted Citrus Trees. 

Mamoru YOSHIDA , Takaaki KURIYAMA , Mitsunori SHIMOOSAKO 

Yukio YAMASHITA and Yoshiki OBA 

Summary 

'l'he influence of the time of first fruiting and the number of fruit on the quaや

むty and yield of top-grafting trees was investigated. 

1) The Yoshida navel orange which began to bear two years after gr且fting, showed 

a severe alternate bearing tendency and tho Miyauchi Iyo showed the highest yield 

at the time when the tree began to bear, however the yield decreased year by year. 

In the Yoshida navel orange which began to bear three years after grafting, the 

yield of the first fruiting year was low but greatly increased after the second year. 

2) In the case of the Early Satsuma mandarin, thinning the fruit to a ratio of 20 

-25 leaves per fruit 日howed the highest yield, and these trees produced high quality 

fruit 号very year. 

3) Fro立1 the results obtained here, top-grafting trees should be set to bear three 

years after grafting. llesides, the appropriate number of fruit per tree should be kept 

to promote the bearing of the top-grafted trees. 

緒 言言 1 .高接樹の結実開始時期と収量

7 

高援による品種更新は柑冠の回復が早く、早期よ

り結実し、 qヌミも多いc また、平生溢ナMでは高接更

新棋の果実はi若木より：どま成した樹の果実より品質が

優れらなどの手lj点がある。しかし、高楼更新樹の早

；拐事LJ~、特に‘宮内伊予柑’は接木翌年より結ださ

せみと、数年後には樹勢が極端に衰弱し、収量も少

なくなり、大きな問題となっている。そこで、本報

では、高接更新樹の結実開始時期ならびに結実初年

目の結実量が収量、果実品質lζ及ぼす影響について

検討したので、その結果を報告する。

供諦樹は 20年生の普通温州、iを中間台木とした‘吉

田ネーブノレ’、 ‘宮内伊予柑’を用いた。試験区は

材料及び方法

(A）接木2年目結実開始13:＇吉出ネーブ、 jレ’つ富

内伊予柑’ (B）接木3年呂結実開始包‘吉田ネー

フソレ3 の2区とした。接木2年目結実開始区は山門

郡山川町の現地ほ場で、 1977年4月lζ腹接（大津

式）を1ート〉た。接木3年目結実開始区は場内で、 19

78 iTミ4月lζ主枝接（切援）及び張主枝楼（切接と腹

楼）を行なった。

2.早生温州の結実量と品質

供試樹は20年生‘南柑4号’を中間合木として、

‘害者津早生’を大津式により、 1977年4月iζ高侵し

た。試験涯は葉果比10～15葉豆、 20～25菊IR、30～



8 福l渇県農業総合試験場研究報告 B （園芸） 第 4号

大玉となり、不作の様相を呈し結実が不安定であっ

た。

20～25葉区では、結実初年目、 2年目とも結実は

良好であり、収最も多く、 L～Mクラスの果実が大

半であり、安定した結実が見られた。

30～40葉区では、市古長初年目の果実が170gと大き

くなりすぎ、 2年目は逆lζ果実が96gと小さく、 S

クラスの果実が大半であった。

着色は、給三貯万年目、 2年毘ともに20～25葉区が

最も良く、ついで、結実初年自では 10～ 15葉豆、 30

～40葉涯の！伎であり、 2年目では30～40葉宮、 10～

15葉区の）｜闘であった。着色は葉果比が20～25葉で最

も良く、これより多くなっても少なくなっても悪く

なる。特lζ、葉巣比が多くなった場合lζ着色は最も

悪くなった。また、果形指数も着色と同様の傾向が

認められた。果肉歩合は、結実初年目が 10～ 15葉

区、 2年目が30～40葉区で高くなり、葉果比の影響

40葉誌とし、接,;f.:3年［3の結実持iζ校'i.JIJiζ設定し

た。また、接木4年目（結実2年目）の葉果比の設

定は行わず、無摘果とした。調査は、接木3年目及

び4年目の結実最、葉果比及び、果実の品質について

行った。

1 .高接樹の結実開始時期と収量

接木2年目結定開始区の‘自国ネーフツレ’は結実

初年呂の結渠過多のためか、揺を手結果がひどく生産

が不安定となり、結実4年目では結実初年目i乙対し

て 102%の収量であった。 ‘宮内伊予柑’では結実

初年目の収遺が最も多く、その後年々減少し、結実

4年目の収泣は結実初年自に比べて65%であった。

接木 3年 ~3結実開始区では、結実初年目の収量は

少なかったが、結実2年目の収量は急増し、初年自

に対し 250%以上の増加であった。なお、高接の方

法では張主技接の収量が多かった。

果実の品費については、采形、

着色、果肉歩合、糖度、クエン

酸含量のいずれにも一定の傾向

が認められなかった。

2.早生i高山111の結実量と品質

結実初年目（篠木3年目）の

築果比の平均は、 10～15葉区が

14枚、 20～25甥きが23枚、 30～

40葉区が41枚で、あった。結実2

年目の葉果iーとは、 10～15葉起が

197枚、 20～25葉区が21枚、 30

～40葉区が15恢＼前年の葉果

比とi設になった。

10～15葉区では、結実初年目

は結実過多で果実が 110gと他

の区に比べ小さく、結実2年目

は逆に結実量が極端に少なく、

試験結 果

kg ト一一＠古田ネぃブル トー＠主枝接区

70 t －附伊予柑 トーo革命主枝接区
kg 

60 ト～～M 60 

1 50 ・v、1 so1 
本 本
当40

'i~ilf 
り

~I('. 30 
量

20 

10ト 10ト

。接木
。

／／ ／／ II 接木 ／／ 主 亜
2 3 4 5 3 4 接枝 主

年目 ／／ ／／ ／／ 年日 ／／ 校接

第 1凶高椋2年目からの 累計収量
結！だと 第 2出i高接3年げからの

結廷と収法（吉田ネーブル）

lメ今 )I!：形指数

第 1表高接開始H寺；Hfjと果実品質（吉田ネーブル）

実出
木

(1981.12.16) 

議［色 果肉歩介
精 l•::.i+

糖酸上ヒクエン椴＊
ヌ1;1•::

~ %%  

援ヰ；2年tJ品；＇i'it’M 105.3 9.6 261.7 78.6 10.3 1.675 6.1 

桜木；） 'I H結実｜又（］：校Jt'）〆 107.6 9.7 269.5 73.6 10.2 1.578 6.4 

(illil'.校抜） 103.7 9.6 267.8 79.0 10.0 1.658 6.0 

it) ＊｛土井i汁100cc•11の g j乏
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第 2表 高接樹の葉采比と年次Jj!J収最Oil生｛frd）十I) (1979～1980) 

；！収1,1;( 1 11 'iり）累 H
：よ l果、ドIJ.＇立葉県； iヒ 収逗
kg II kg 

10～151'.¥); 17 1.87 110.0 14.0 2.0 o.：対
14:3.0 197.0 

2. IS 
(71) (7.85) ( 8.4) (l:oO) (9.05) 

20～25" 
31 4.20 

i:l5.5 23.0 
33.5 :3.五品

107.0 20.8 
7.78 

(44) (5.自9) (47.0) (Ei.O:l) (10.92) 

30～40" 
14 2.38 

170.0 41.3 
39.5 :3.1'9 

96.0 15.2 
6.17 

(24) (4.11) (68.3) (ii.!i6) (10.67) 

lU （）はおYX初年はめ菜数l ，伐Jn枚出りの＊数、 m~，t

第3表 i両被樹の葉県：比と果尖111111質（早丹市けI'll

[>( 
志If ＇.）ミ

年次
来形Jrl'l& 県内歩合 レしtIL

，
 

味

82. 8 11 . 3 8. 32 0. 98 11. 5 

77.0 10.8 7.31 1.57 6.9 

初年ね 9 141.9 132 80.9 11.2 8.08 1.03 10.9 
ゾiレ～ワs:fl''

ド；J 9 1伐i.7 126 79.2 12.0 8.34 1.26 9.5 

初Ii:1 7 178.3 125 76.7 10.6 7.33 1.18 9.0 
m～40菜

2w11 s 95.4 121 so.9 1i.2 7.86 i.20 9.3 

注）初'IHは1979作ll)J5 11, 2；ドII は1980{!11 JJ 11げにiillil合：の

10～15葉
初年｜！ 130 

2 '1二「！ 117 

が認められた。

可溶性固形物含量は、結実初年呂では葉果比の小

さい方が高く、 2年Eでは20～25葉区が高かった。

全糖も同様であった。クエン酸は葉果比の大きい方

が高かった。乙の乙とから、 20～25葉区が安定して

優れており、 10～15葉区、 30～40葉区は隔年結果性

が高く、品質的にも不安定であった。

考 寂
刀工

高接更新樹の樹冠回復は早く、品種によっては接

木しな翌年から結実がみられ、収量も多い。筆者ら

が実擦に行った謁査でも、高接更新した‘宮内伊予

柑’は接木翌年より結実し、収量も多かったが、結

実開始後収量は年々減少し、樹勢が衰弱したり、ま

た、 ‘吉田ネーフツレ’ではひどい隔年結果を起した

りして問題となっている。

高接更新は一時に樹冠全体を更新するので、地上

部を一挙lζ失なうことになる。津田ら5）は、高接ぎ

のため中間台木の地ヒ部を切り詰めると、ネ艮の活力

はりjり詰め後2:i車関で低下が認められ、 7月下匂の

新梢緑化期iζ最も低くなり、 11月上旬の生育終了期

に切り詰めの軽い区、力枝を残した区はほぼ切り詰

め前の水準に回復したが、強く切り詰めた区では70

9ぢ程度の＠］複にとどまったと報じている。さらに、

2年次の根の活力は表層根（地表ドO～lOcm）の回

復は認められたが、切り詰めの5郎、区の中層根 (10

～20cm）では回復が遅れたとしている。また、筆者

らは高接ぎ10カ月後lζ根群を調査した結果、高接ぎ

による根群への影響は小根や細根震に大きく認めら

れ、特l乙、深層部の細根量が少なかったことを認め

た。これらのことから、高接初年自に地上部の回復

はかなり進むが、地下部は地上部の切り詰めにより

綬の活力カ河丘下し、結線の腐敗、脱落が進み、新根

の発生は少ないものと考えられる。さらに、高楼2

年目では、地上部の回復とともに、地下部では根の

活力が回復し新根も発生して、細根量は回復lζ向う

ものと考えられる。この時期lζ、地上部lζ結実させ

ると新根の発生が抑制され、地下部の回復は遅れ、

隔年結果や樹勢低ドの原因になるものと考えられ

る。着果負担と根群量について、津田ら6）や広部ら2I 

は若果過多により根の活力低下、新線の発生が持制

されるとしている。したがって、高接 2年目は結実
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,('c¥せずに新梢を多く発生させて肴葉数を増加させ、

松詳の回復をはかることが没要と考えられる。

i司接更新樹の結廷は接木3年11からの結だが樹勢

[uJ訟のためには必1さであるが、コりに結実初年目の

；まもその後の収i去に大きく記押することが認め

んれた7）。 早生温リf十日立、 午：本弔生’、‘興津早

it’ともに1牒土ヒが20～25葉、 ‘／j色刷、｜’では 30

～35枚、 6宮内伊f柑’では 80～ 100枚が必要と考

えりれ、これ以下ω認浪比では隔if*i"i果や樹勢低下

の！J~~困となり、さりに策実品質が不交定となる ζ と

が泌められた 1）.。このように高接柑の結実過多は新

根のだ生を抑制し、小根や細根ちまが少なくなり 2）、

樹吟の衰弱を招き、隔年‘結果の以内となるので、高

接樹では、特iζ結実過多をさけ叔詳の邑復をはかる

必＇fさがある J

これらのことから、高接更新税では接木後の樹冠

のは復は比較的に早いが、根群の回複は地上部f）の切

り占めが強くなるほど遅くなるので、結実は接木3

年目より開始し、しかも、着巣過多にならないよう

にすることが必要である。

摘 華客

高接更新樹の結実開始時期及び結実量と収量、品

質について検討した。

1 j安木2年目結実区の‘古間ネーブール’は隔年

結果がひどく、 ‘宮内伊予柑’の収量は結実初年目

が最も多く、その後年毎に減少した。接木3年目結

実区の‘古田ネーフノレ’では結実初年目の収量は少

なかったが、 2年目の収量は急増した。

2.早生位j、i'Iの結実量では、葉巣比10～15葉区で

翌年の結実カ極端に少なくなり、また、 30～40葉IZ:

では結実初年目の果実が大きくなりすぎた。葉果比

20～25葉区は初年目、 2年目とも結実良好であり、

収量も多かった。また、果実の品費も 20～25葉区が

毎年安定して優れていた。

3.以上のことから、高接更新樹では、接木の翌

年は結実をひかえて樹勢回復に努め、結実は接木3

年目より開始し、さらに、結果過多にならないよう

適正結果に努めることが連年結果と生産安定上必要

である。
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