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Effects of Heading-back, Lateral Shoot Pinching, Culture Soil, and Gibberellin Paste Treatment on 
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Abstract 

This study aimed to assess the effects of heading-back, lateral shoot pinching, culture soil, and gibberellin paste treatment on 

the growth of peach nursery stock for use in the tree joi凶 trainingsyst巴m.The main shoots of stock subjected to heading-back 

treatment at 100 cm above the ground were longer than those of untreated stock (controls). However, no difference in the trunk 

length was observed. Further, the treated stock wer巴easyto bend and hard to break when位aining；吐ms,heading-back the 

treatment was considered a suitable propagation method for peach nursery stock to be used in the仕・eejoint廿ainingsystem. 

Longer main shoots and trunks were observed in stock subjected to pinching悦 atmentof the lateral shoot with up to 2 leaves 

than in those subjected to pinching treatment of the lateral shoot with up to 5 leaves. Thus, the pinching treatment with up to 2 

leaves was considered a suitable raising method. Longer main shoots and trunks were observed in stock grown in Akadama 

compared to Masa soil. Therefore, Akadama soil was considered a suitable raising method. The main shoots and仕unksof stock 

treated three times with gibberellin paste were longer than those of stock treated either once or twice. However, the lowest rate 

of fine roots was observed in stock treated three times with gibberellin paste. In contrast, the second longest main shoot and 

trunk of stock treated twice with gibberellin paste showed no difference in the rate of fine roots when compared with the 

controls. Therefore, treatment twice with gibberellin paste is considered a suitable raising method. 

Key Words : Akadama soil, fine root, Masa soil, raising method，仕unklength 

キーワード：赤玉士，育苗法，真砂土，細根，主幹長

緒面

モモの高品質果実生産には，熟練した経験に裏づけられ

た精密な管理技術が求められる．そのため，広島県内のモ

モ産地では生産者の高齢化が進む中で栽培技術の継承が進

まず後継者不足も問題となっており，栽培面積は年々減少

してきている．一方，市場では県内産のモモが不足してい

る状況にあり，生産の拡大が期待されている．従って，県

内におけるモモ生産の維持および拡大のためには，高齢の

生産者でも管理が容易で，新規の生産者でも高品質果実を

効率的に生産できる単純・省力的な栽培技術の確立が必要

となっている．
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このような状況の中でモモの整枝では，生産者が高齢化し

た産地における作業性と安全性の改善のために，一文字形整

枝の研究が取り組まれてきた（赤阪， 2009）.一文字形整枝

は，すべての結果枝が自然な立ち姿で楽に管理できるように

配置されており，脚立を全く必要としないため，従来の仕立

て法と比較して安全で，きつい作業を伴わずに栽培管理が行

える．しかし，主枝の先端部と基部における新梢の生育など

の樹勢の違いの解消には課題が残されていた．

一方，樹体ジョイント仕立ては，神奈川県農業技術セン

ターが，ナシを対象として初めて開発した技術で、ある（柴

田， 2011；柴田・川嶋， 2005）.その仕立て法の特徴は，複

数樹の主枝部を連続的に接ぎ木で連結し，見かけ上直線状

の集合樹として仕立てる整校法であり，骨格校の早期確立

や樹冠構造および樹勢の均一化，作業動線の直線化が可能

となる．このため，早期成園化，勢定の簡易化，栽培管理

の省力・効率化など従来の仕立て法では困難であった果樹

特有の課題について，高度な技術や大きなコストをかける
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ことなく解決できる実用性の高い仕立て法として，全国的

に注目されている．モモの一文字形整枝の樹形は，主校の

配置などがナシの樹体ジョイント仕立ての樹形に近く，樹

体ジョイント仕立てを応用すれば，さらなる栽培管理の単

純・省力・低コスト化が見込まれた．

そこで，一文字形整枝の樹形を基本に，樹体ジョイント

仕立てを組み合わせてモモへの適用方法を検討した．まず，

樹体ジョイント仕立ての樹形を早期に確立するためには，

主幹のより長い大苗を育成する必要がある．主幹のより長

い大古を育成できれば，植栽間隔を広くとることが可能と

なり，開園時の苗木必要本数を削減して導入コストを抑制

できる．現在，モモの樹体ジョイント仕立ての樹形として

は，主幹の高さ 155cm，植栽間隔 160cmを想定しており，

隣接樹と接ぎ木する部分の長さも必要となるため，樹体

ジョイント仕立てに整校する大苗については，主幹長

330cm以上であることが条件となる．また，モモの樹体

ジョイント仕立ての大苗の条件としては，ほ場定植時に主

枝誘引する際の折れにくさ，将来の側枝更新のための主校

上の葉芽の着生，育苗翌年から着果させるための結果枝候

補となる副梢および副々梢の着生も望まれる．そこで，本

報では，モモの樹体ジョイント仕立てに用いる苗木の育成

方法について検討した．

モモは，経済樹齢が短い（石田， 2000）ことから，これ

までにも改植時の未収益期間の短縮を目的として，移植が

容易で，育苗した翌年に着果を可能とする大苗を育成する

方法が検討されてきた（木村ら， 2003；柴山・赤阪， 2006a,

2006b）.本報では，これらの知見を参考に，樹体ジョイン

ト仕立てに適した大商の育成を目指し苗木の切り返しの

有無，副梢の摘心，培養土の種類，ジベレリンペースト塗

布処理についてそれぞれ検討した．

材料および方法

1. 苗木の切り返しがモモ苗木の生育に及ぼす影響

広島県東広島市安芸津町の広島県立総合技術研究所農業

技術センター果樹研究部（以下，果樹研究部）において，

2009年2月22日に不織布ポット（側面：透水性遮根型不

織布，底面：貫根型不織布，円筒形，口径35cm×深さ 30cm,

グンゼ）に植えつけたモモ‘あかつき’（台木：‘おはつも

も’） 2年生苗6樹を用いた．ポットの培養土は，真砂土

（中粗粒質の花崩岩風化土）と樹皮堆肥を体積比で2対 1に

混合し， ld当たり石灰質肥料（CaC03: 89.3%) 1 kgお

よび熔性リン肥（P205: 20%) 500 gを添加したものを使用

した. 1樹当たりの培養士の容量は 17Lとした．不織布

ポットは，約 10cm耕起した育苗圃に設置した．育苗聞の

土質は細粒黄色土であった．かん水は，ポット内の地表下

15 cmに設置したテンシオメーターの値がpF2.0に達した

時点で20mm (1樹当たり 1.9L) の自動かん水とした．

処理区は，植え付け時に苗木を切り返さない無処理区と，

地上lOOcm付近の葉芽で切り返す処理を行う切り返し区の

2区とし，反復数は各区3樹とした．それぞれ頂芽から発

生した新梢を垂直方向に誘引した．樹体ジョイント仕立て

に整校した場合に主幹および接ぎ木部となる地上170cm未

満の部分から発生した副梢は2週間間隔で発生を確認する

とともに2葉で摘心し，副々梢および副々々梢が発生した

場合は再度2葉で摘心した．樹体ジョイント仕立てに整校

した場合に主校となる地上170cm以上の部分から発生した

副梢は2週間間隔で発生を確認し， 5葉で摘心し，副々梢

が発生した場合は，翌年の結果枝とするためにそのまま放

置した．施肥は，リン硝安カリ（N:P205・K20= 16: 10: 14) 

を4月29日～ 9月 16日まで窒素成分で l樹当たり 2gを

2週間間隔で施用した．

新梢長は， 2009年4月 15日～ 11月 15日まで約 1か月

間隔で測定し，その節数と節間長，前年校長および主幹長

は， 2009年 11月 15日に調査した．

2. 副梢の摘心がモモ苗木の生育に及ぼす影響

果樹研究部において， 2010年3月4日に不織布ポットに

植え付けたモモ‘あかつき＼ ‘清水白桃’および‘日川白

鳳’（台木：‘おはつもも’）の 3品種について 2年生苗を各

6樹用いた．

処理は，樹体ジョイント仕立てに整枝した場合に主校と

なる地上 170cm以上の部分から発生した副梢について行

い， 2011年4月27日から 2週間間隔で発生を確認し，発

生確認時に 5葉および2葉展葉した副梢に対して， 5葉で

摘心する 5葉摘心区および2葉で摘心する 2葉摘心区の 2

区を設けた．すなわち，品種と摘心方法の 2要因を組み合

わせて合計6区を設定し，反復数は各区3樹とした処理

を行った部分に副々梢が発生した場合は，翌年の結果枝と

するためにそのまま放置した．その他の管理は前述の切り

返し区に準じて行った．

新梢長は， 2010年4月6日～ 11月6日まで約 1か月間

隔で測定し，その節数と節間長，前年校長，主幹長，副梢

および副々梢の総枝長，結果校候補枝数および花芽率を

2010年 11月6日に調査した．

3. 培養土の違いがモモ苗木の生育に及ぼす影響

果樹研究部において， 2012年2月22日に不織布ポット

に植えつけたモモ‘あかつき’（台木：‘おはつもも’） 2年

生苗 12樹を用いた．

処理は培養土に真砂土を用いた真砂土区および小粒の赤

玉土を用いた赤玉土区の 2区とし，反復数は各区6樹とし

た．それぞれの培養土は樹皮堆肥との体積比で2対 1とな

るように混合し， 1m3当たり石灰質肥料（CaC03: 89.3%) 

1 kgおよび熔性リン肥（P205: 20%) 500 gを添加して使用

した．なお，その他の管理は，前述の 2葉摘心区に準じて

行った．

新梢長は， 2012年4月 11日～ 11月 11日まで約 1か月

間隔で測定し，その節数と節間長，ならびに葉芽の着生間

隔，前年校長，主幹長，副梢および副々梢の総校長，結果

枝候補枝数，花芽率および校発生間隔を， 2012年 11月 11
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日に調査した．器官別乾物重は，落葉後の 2012年 11月 30

日に各区3樹を解体し，地上部および地下部に分類し，地

下部についてはさらに細根（直径 1mm以下の根）とそれ

以外に分類し， 60°Cで 14日開通風乾燥後に乾物重を秤量

した．また，地下部乾物重のうち細根乾物重が占める比率

を細根率として算出した．

4. ジベレリンぺース卜塗布処理がモモ苗木の生育に及ぼ

す影響

果樹研究部において， 2012年2月22日に不織布ポット

に植えつけたモモ‘あかつき’（台木：‘おはつもも’） 2年

生苗を 24樹用いた．

処理区は，無処理区， l回塗布区， 2回塗布区および3回

塗布区の4区とし，反復数は各区6樹とした. 1回塗布区

は発芽期の 2012年4月 11日にジベレリンペースト剤（ジ

ベレリン協和ぺースト，ジベレリン 2.7%，協和発酵バイ

オ） 100 mgを苗木の頂芽基部に塗布した. 2回塗布区は l

回塗布区と同様の処理に加えて， 1回目の処理から 2か月

後の 6月 11日にも新梢先端の頂芽基部に同剤 lOOmgを塗

布した.3回塗布区は2回塗布区と同様の処理に加えて， 2

回目の処理から2か月後の8月 11日にも新梢先端の頂芽基

部に同剤 lOOmgを塗布した．なお，その他の管理は，前

述の赤玉土区と同様とした．

新梢長は， 2012年4月 11日～ 11月 11日まで約 1か月

間隔で測定し， 1か月当たりの新梢伸長量を算出した．新

梢の節数と新梢節間長，ならびに葉芽の着生間隔，前年枝

長，主幹長，副梢および副々梢の総校長，結果枝候補枝数，

花芽率および校発生間隔について， 2012年 11月 11日に調

査した．器官別乾物重は，落葉後の 2012年 11月 30日に各

区3樹を解体し，地上部および地下部に分類し，地下部に

ついてはさらに細根（直径 lmm以下の根）とそれ以外に

分類し， 60°Cで 14日間通風乾燥後に乾物重を秤量した．

また，地下部乾物重のうち細根乾物重が占める比率を細根

率として算出した．

結果

1. 苗木の切り返しがモモ苗木の生育に及ぼす影響

切り返し区は，無処理区と比較して，新梢長が 4lcm長

く，節数が 13節多かった（第 l表）．節間長は処理区間で

有意差が認められなかった．一方，処理開始前に前年枝の

切り返しを行った切り返し区は，無処理区と比較して前年

校長が 43cm短かったが，樹体ジョイント仕立てに整校す

るための地上 155cmの折り曲げ位置には，枝齢の若い新梢

部分を充当することができた．なお，主幹長は処理区間に

有意差が認められなかった．

第1表モモ‘あかつき’苗木における切り返しが枝梢の生育
に及ぼす影響

新梢長z 新梢節数新梢節間長前年校長主幹長
処理区

(cm) （節） (cm) (cm) (cm) 

無処理 146 

切り返し 187 

56 

69 

2.6 

2.7 

143 

100 

289 

287 

t検定Y 材 料 nふ ** n.s. 

z調査は2009年 11月 15日に行った
Yt検定により，＊＊は 1%,＊は5%水準で有意差あり， n.s.は有
意差なし（n= 5～6) 

第2表 モモ‘あかつき’ ‘清水白桃’および‘日川白鳳’苗木における副梢摘心方法の違いが枝梢の生育に及ぼす影響

処理区 主幹の生育

品種 副梢摘，心方法
新梢長z 新梢節数新梢節間長前年校長
(cm) 

あかつき 5葉摘心 217 

2葉摘心 229 

清水白桃 5葉摘心 219 

2葉摘心 226 

日川白鳳 5葉摘心 217 

2葉摘心 257 

品種（A) あかつき 223 

清水白桃 223 

日川白鳳 237 

副梢摘心（B) 5葉摘心 217 bY 

2葉摘心 237 a 

分散分析X 品種（A) n.s. 

副梢摘心（B) ＊＊ 

交互作用（A×B) ＊ 

z調査は2010年 11月6日に行った（n=3) 

Y同一項目の異符号聞に有意差あり

（節） (cm) (cm) 

75 2.9 93 

79 2.9 94 

71 3.1 91 

71 3.2 94 

76 2.9 98 

85 3.0 96 

77 a 2.9 b 94 

71 b 3.1 a 93 

80 a 3.0 ab 97 

74 2.9 94 

78 3.0 95 

＊ ＊＊ n.s. 

n.s. n.s. n.s. 

n.s. n.s. n.s. 

副梢および副々梢の生育

主幹長 総校長
結果枝

花芽率v
候補枝数w

(cm) (cm) 
（本）

（%） 

310 933 24 82 

324 910 20 81 

311 953 23 63 

320 733 15 78 

314 946 24 81 

354 1214 27 73 

317 b 921 b 22 a 81 

315 b 843 b 19 b 70 

334 a 1080 a 25 a 77 

312 b 944 24 a 75 

332 a 952 2lb 77 

可ド ＊ ＊＊ n.s. 

＊＊ n.s. ＊ n.s. 

＊ ＊ ＊＊ n.s. 

X二元配置分散分析による効果差異の有意性を示す．料および＊は，それぞれ lおよび5%水準で有意差あり， nふは有意差なし
w葉芽および花芽が着生した 15cm以上の校（中果枝および長果枝に相当）を結果枝候補とした

V結果枝候補の枝の節数当たりの花芽が着生した節数の比率，角変換後に統計処理
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第3表 モモ‘あかつき’苗木における培養土の違いが枝梢の生育に及ぼす影響

主幹の生育 副梢および副々梢の生育

処理区 新梢長z 新梢節数新梢節間長前年校長 主幹長 総校長
結果枝

花芽率W 枝発生間隔v

(cm) （節） (cm) (cm) (cm) (cm) 
候補校数x

（%） (cm) 
（本）

真砂土 251 70 3.7 102 352 1259 23 62 12 

赤玉土 273 81 3.4 102 373 1378 25 64 11 

t検定 *y n.s. ＊ n.s. ＊ n.s. n.s. n.s. n.s. 

z調査は2012年 11月 11日に行った
y t検定により，料は 1%，叫主 5%水準で有意差あり， ns.は有意差なし（n= 6) 

x葉芽および花芽が着生した 15cm以上の枝（中果枝および長果校に相当）を結果枝候補とした
w結果枝候補の枝の節数当たりの花芽が着生した節数の比率，角変換後に統計処理
v主幹の新梢長を結果枝候補校数で除した値
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第1図 モモ‘あかつき’苗木におけるジベレリン塗布処理が

新梢長に及ぼす影響
z縦棒は標準誤差（n= 6) 

Y図中の矢印はジベレリンベーストの処理時期を示す

2. 副梢の摘心がモモ苗木の生育に及ぼす影響

2葉摘心区は， 5葉摘心区と比較して新梢長が 20cm長

かった（第2表）．処理区間で前年校長に有意差がないこと

から，主幹長も 2葉摘心区で20cm長くなった新梢の節

数と節間長，副梢および副々梢の総枝長および花芽率は処

理区間で有意差が認められなかった．結果枝候補校数は， 2

葉摘心区で5葉摘心区と比較して 3本少なくなった．また，

品種間では，新梢の節数および結果枝候補枝数は，清水白

桃’で少なく，主幹長および総校長は‘日川白鳳’で大き

い傾向であった．新梢節間長は， ‘あかつき’と比較して

‘清水白桃’で‘長かった．その他の調査項目については，品

種間および処理区間で有意差が認められなかった．

3. 培養土の違いがモモ苗木の生育に及ぼす影響

赤玉土区は，真砂土区と比較して新梢長が22cm長く，

主幹長も 21cm長かった（第3表）．新梢の節数，前年枝長

および副梢および副々梢の総校長は処理区間で有意差が認

められなかった．新梢の節間長は赤玉土区で 0.3cm短かっ

た．また，樹体の器官別乾物重は，地上部重，地下部重，

第4表モモ‘あかつき’苗木における培養土の違いが樹体の
器官別乾物重に及ぼす影響

器官別乾物重z (g) 細根率x
処理区

（%） 
T-R率

地上部 地下部 細根

真砂土 758 437 118 27 1.7 

赤玉土 854 486 141 29 1.8 

t検定Y n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

Z細根は直径 1mm以下の根とし，解体調査は2012年11月30

日に行った
y t検定により，紳は 1%，＂は 5%水準で有意差あり， n.s.は有
意差なし（n= 3) 

X地下部乾物重のうち細根乾物重が占める比2容を細根率と
し，角変換後に統計処理

細根重，細根率および下R率を調査したが，処理区間で有

意差が認められなかった（第4表）．

4. ジベレリンペース卜塗布処理がモモ苗木の生育に及ぼ

す影響

ジベレリンペースト塗布処理を行った区の翌月の新梢伸

長量は， 7月の無処理区と 2回塗布区で有意差が認められ

なかったことを除いて，無処理区と比較して有意に長く

なったが，塗布処理後2か月目の新梢伸長量には有意差が

認められなかった（第 l図，第5表）．なお， 7月の 2回塗

布区および3回塗布区の新梢仲長量の平均値は 81.2cmで

あり， 6月に塗付処理を行っていない無処理区および l回

塗布区の新梢伸長量の平均値69.4cmよりも有意に長かっ

第5表 モモ‘あかつき’苗木におけるジベレリンベースト塗

布処理が 1か月当たりの新梢伸長量に及ぼす影響

新梢伸長量（cm)z 

処理区
5月 6月 7月 8月 9月 IO月

無処理 12.2 bY 68.1 a 70.3 be 62.8 a 21.3 b 1.9 a 

l回塗布 37.0a 65.7 a 68.4 c 61.9 a 19.7 b 1.6 a 

2回塗布 41.3a 67.3 a 79.1 ab 60.8 a 21.5 b 1.4 a 

3回塗布 41.8a 62.3 a 83.3 a 56.3 a 70.0 a 3.8 a 

z 2012年の各月 11日に新梢長を調査し，調査前 1か月当たり
の新梢伸長量を算出した

Y同一項目の異符号聞に有意差あり（Tukey法， n=6,p豆0.05)
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第6表 モモ‘あかつき’苗木におけるジベレリンベースト塗布処理が枝梢の生育に及ぼす影響

主幹の生育

処理区 新梢長z
葉芽の

新梢節数新梢節間長着生間隔x 前年枝長
(cm) （節） (cm) (cm) (cm) 

無処理 238 cY 78 a 3.1 c 3.6 b 101 a 

l回塗布 255 bc 80 a 3.2 bc 4.0 ab 101 a 

2回塗布 273 b 81 a 3.4 b 4.0 ab 102 a 

3回塗布 319 a 85 a 3.8 a 4.5 a 103 a 

Z調査は2012年 11月 11日に行った

Y同一項目の異符号聞に有意差あり（Tukey法， n=6, p孟0.05)

x新梢長を葉芽の着生した節数で除した値

副梢および副々梢の生育

主幹長 総枝長
結果枝

花芽率v 校発生間隔u
候補枝数w

(cm) (cm) 
（本）

（%） (cm) 

339 c 1296 a 24a 60 a 10 b 

356 bc 1360 a 23 a 64 a 11 b 

375 b 1378 a 25 a 64 a 11 b 

422 a 1363 a 24 a 64 a 14 a 

W 葉芽および花芽が着生した 15cm以上の枝（中果枝および長果枝に相当）を結果枝候補とした
v結果校候補の枝の節数当たりの花芽が着生した節数の比率，角変換後に統計処理
u主幹の新梢長を結果校候補校数で除した値

第7表 モモ‘あかっき’苗木におけるジベレリンベースト塗

付処理が樹体の器官別乾物重に及ぼす影響

処理区
器官別乾物重z (g) 細根率X 市

下R率
地上部 地下部 細根 (%) .., 

無処理 705 aY 465 a 141 a 30 a 1.5 a 

l回塗布 817 a 526 a 150 a 28 ab 1.6 a 

2回塗布 854 a 486 a 141 a 29 ab 1.8 a 

3回塗布 823a 470a 103a 22 b 1.8 a 

z解体調査は2012年 11月30日に行った
Y同一項目の異符号聞に有意差あり（Tukey法， n=3,p豆0.05)

x地下部乾物重のうち細根乾物重が占める比率を細根率と

し，角変換後に統計処理

た．また， 9月の 3回塗布区の新梢伸長量は 70.0cmであ

り， 8月に塗付処理を行っていない他の処理区の新梢伸長

量の平均値20.8cmと比較して有意に長かった．そのため，

3回塗布区の新梢長が 319cmで最も長かった（第 6表）.2 

回塗布区の新梢長は 273cmで， 3回塗布区と比較して有意

に短く， 238cmの無処理区と比較して有意に長かった. 1 

回塗布区の新梢長は 255cmで， 2回塗布区および無処理区

のいずれとも有意差は認められなかった．また，前年枝は

すべて約 lOOcmで切り返したため，前年枝長は有意差が認

められなかったことから，主幹長についても 3回塗布区が

422cmで最も長かった. 2回塗布区の主幹長は 375cmで，

3回塗布区よりは有意に短く， 339cmの無処理区と比較し

て有意に長かった. 1回塗布区の主幹長は 356cmで， 2回

塗布区および無処理区のいずれとも有意差が認められな

かった．新梢の節数については，処理区間で有意差が認め

られなかった．その結果，節間長は 3回塗布区が 3.8cmで

最も長く，次いで、2回塗布区が 3.4cmで， 3.1cmの無処理

区より長かった. 1回塗布区は 3.2cmで， 2回塗布区およ

び無処理区のいずれとも有意差が認められなかった．一方，

新梢上の葉芽の着生間隔は， 3回塗布区が無処理区と比較

して 0.9cm長かった．

副梢および副々梢の生育は，総校長，結果枝候補枝数お

よび花芽率では処理区間で有意差が認められなかった．し

かし，枝発生間隔では， 3回塗布区において無処理区と比

較して 4cm長かった．樹体の器官別乾物重は，地上部重，

地下部重，細根重および下R率で処理区間に有意差が認め

られなかった（第7表）．しかし細根率は，無処理区と比

較して 3回塗布区で 8%低くなった．

考察

苗木に対する切り返しせん定を行うことで葉芽の数が減

り，養分競合が少なくなり，新梢が長くなることが知られ

ている（土田ら， 2011）.本報においても，切り返し区の新

梢長が長くなった（第 I表）．しかし，切り返し区では前年

枝の切り返しを行っているため，主幹長では処理区聞に有

意差が認められなかった．そのため，より長い主幹長の苗

木を育成するという観点では切り返しの必要性は認めら

れなかった．

一方，本報においては，育成した苗木を樹体ジョイント

仕立てに整校することが目的のため，ほ場定植時に大苗の

主幹を地上155cm付近で、曲げて水平誘引して主校としなけ

ればならない．柴田（2011) はナシの樹体ジョイント仕立

て専用苗の育苗について，地上 1.2m より高い位置で切り

返すと定植時に大苗の主幹が曲げにくく，水平に誘引する

際に折れやすくなり，作業性が低下し，直線状主枝の確立

が難しくなることを指摘している．その観点から判断する

と，折損しやすい枝齢の境目付近を避け，前年枝に比べ柔

軟な一年枝の部分で曲げることができる切り返し区が優れ

ると考えられる．

モモは，頂部優勢が弱く，基部の枝が優勢になりがちで

ある（島村， 2000). そのため，育苗時に副梢を 5葉摘心で

管理することで，主幹長が長くなる（柴山・赤阪， 2006b).

そこで，本報では新梢先端の伸長を促し，より長い主幹長

の首木を育成するために， 5葉よりも早期の 2葉で摘心す

る処理が苗木の生育に及ぼす影響を比較検討した その結

果， 2葉摘心区は5葉摘心区と比較して新梢長が長くなり，

主幹長も長くなった（第2表）．また，副梢および副々梢の

総枝長では有意差が認められず，樹体の器官別乾物重にも
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有意差が認められなかった．結果枝候補枝数は2葉摘心区

で少ない傾向であったが，定植時の主枝長から推定すると，

残せる結果枝数は最大でも 15本程度と考えられるため， 2

葉摘心区の着生数は21本となっており，十分な着生本数が

確保できていると考えられた．また，‘日川白鳳’の2葉摘

心区で，副梢および副々梢の総枝長および結果枝候補校数

が多くなるなど，他の品種と比較して旺盛な生育となった

が， 2葉摘心区において新梢長および主幹長が長くなり，樹

体ジョイント仕立ての古木として優れるという点では， 3

品種とも同様な傾向であった．

5葉摘心では，副梢の基部にある 2芽は育苗年には全く

発芽しないため，側枝の更新のための芽を側枝の基部に確

保できるという利点もある（柴山・赤阪， 2006b）.一方， 2

葉摘心では副梢の基部にある芽が再発芽するため，最も主

枝に近い副梢の基部における葉芽は， 5葉摘心より少なく

なる．しかし， 2葉摘心は5葉摘心と比較して再発芽時期

が遅くなるため摘心回数が少なくてすみ，特に下部の副々

梢が長大になりにくいという利点を重視し， 2葉摘心によ

る副梢管理を採用している主幹形仕立ての事例もある（島

村， 2000）.また，本試験では2葉摘心区の副梢および副々

梢のうち 95%で葉芽が着生していたことから（データ略），

葉芽の着生位置は 5葉摘心の場合よりも主枝からの距離は

若干遠くなるものの，葉芽は十分に確保できており，当面

の大きな問題とはなりにくいと考えられた．これらのこと

から，樹体ジョイント仕立てに用いる苗木の副梢管理方法

としては， 2葉摘心が優れると考えられた．

広島県内では，ブドウの根域制限栽培（今井， 1991）に

代表されるように，安価で大量に入手しやすく排水性が優

れる真砂土が多様な樹種で培養土として用いられており，

モモの育苗用の培養土としても，柴山・赤阪（2006a,2006b) 

は真砂土を用いている．また，和歌山県の木村ら（2003)

は山土をモモの育苗用の培養土としており，各地域におい

て身近で入手しやすい排水良好な砂壌土または壌土が使用

されている実態がある（中元ら， 2009）.しかし，真砂土や

山土は全国的に流通しておらず入手の難しい地域も多い．

一方，赤玉土は団粒構造を持つため，通気性，透水性に優

れ，その団粒内間隙により保水性にも優れた資材であると

評価されている（早野ら， 1999）.そのため，赤玉土は産出

地である関東を中心として，ナシの根圏制御栽培（大谷・

八巻， 2010）の例にあるように，果樹の培養土としても用

いられている．赤玉土は園芸用土として全国的に流通して

おり，試験地でも市販されている．そこで，本報では真砂

土が安価に入手できない地域における育商用培養土として

赤玉土による代用を想定し，真砂土と赤玉土の培養土の違

いが，樹体ジョイント仕立てに用いる苗木の生育に及ぼす

影響について検討した．

その結果，赤玉土区は，真砂土区と比較して新梢長が長

く，主幹長も長いうえに，新梢の節間長が短く，より大き

く充実した苗木を生産で、きた（第3表）．副梢および副々梢

の枝発生間隔，ならびに下R率および細根率においても，

処理区間の有意差が認められず（第4表），赤玉土区におい

て生産された苗木に，生育上の問題点は見当たらなかった．

これらのことから，赤玉土は樹体ジョイント仕立てに用

いる苗木の育苗培養土として，真砂土よりも生育が優れる

ことが明らかとなった．従って，真砂土の入手が難しい地

域においては本育苗法の培養土として赤玉土を利用するこ

とが望ましい．但し，本試験地などの真砂土が大量かっ安

価に入手できる地域においては，費用対効果の計算を行っ

たうえで，培養土の選択を行う必要がある

ナシでは，ジベレリンペースト剤を短果枝の基部に塗布

処理することで，新梢伸長が促進することが明らかにされ

ており，実用化されている（藤井ら， 2006）.また，モモで

は花芽着生の抑制による果実肥大の促進と摘果労力の削減

(Southwickら， 1995）および‘清水白桃’の落果抑制（福

田ら， 2011）を目的としたジベレリンの散布処理が検討さ

れており，その効果が確認されている．さらに，モモ樹に

ジベレリンを散布処理することで当年枝の伸長が促進され

ることも確認されている（Mizutaniら， 1997；矢野， 2004).

このようにモモにおいてもジベレリン処理が生育に影響

し，新梢伸長の促進にも効果が認められることから，本報

ではナシの事例に基づき，モモ苗木の頂芽基部へのジベレ

リンペースト塗布処理が，新梢伸長を促進する効果につい

て検討した．

本報においては，一部の処理区を除いて塗布処理実施後

1か月目の新梢伸長量は，塗布処理を実施していない区と

比較して有意に長くなったが， 2か月目の新梢伸長量には

有意差が認められなかった（第 l図，第5表）．そのため，

モモ苗木の頂芽基部へのジベレリンペースト塗布による新

梢伸長の促進効果の持続期間は，いずれの処理時期につい

ても，塗付処理後 1か月程度であると考えられた．このこ

とから，塗布回数が多い 3回塗布区で最も新梢長が長く，

次いで2回塗布区で無処理区より新梢長が長くなったと考

えられる．また， 6月と 8月のいずれの処理時期について

も，処理 1か月後の塗付処理を実施した区の新梢伸長量の

平均値は，塗付処理を実施していない区の新梢伸長量の平

均値よりも有意に長く，いずれの処理時期についても 1か

月後には処理効果が認められることが明らかとなった．し

かし 7月の新梢伸長量については無処理区と 2回塗布区

で有意差が認められず， 6月の塗布は他の塗付時期と比較

して新梢伸長促進効果が小さい傾向となっており，最終的

な新梢長についても l回塗布と 2回塗布で有意差が認めら

れなかった．モモにおける新梢先端の内生ジベレリンは， 5

月下旬に高くなるが， 6月および7月には新梢伸長は継続

しているにも関わらず遊離型ジベレリンレベルが低くな

り，その要因としては活性型ジベレリンの消費あるいは不

活性型ジベレリンへの代謝，体内での希釈などが考えられ

る（尾方ら， 1990）.このことから， 6月に塗付したジベレ

リンは，樹体内で消費，代謝および希釈などが行われたこ
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とにより，新梢伸長の促進効果としては小さい効果となっ

たと考えられる．なお， 3回塗布区は他の処理区が8月以

降に新梢の伸長が停滞していく中で， 3回目の 8月の処理

により新梢伸長が停滞せず促進されたため， 2回塗布区と

の新梢長の差が大きくなったと考えられる．

一方，モモは陰芽からの新梢の発生が少なく，主校基部

が禿げ上がりやすい性質があり，側校更新のためには主枝

上の葉芽の確保が重要となる．本報においては苦木の主幹

を樹体ジョイント仕立ての主枝として利用することを想定

しているため，新梢上の葉芽の着生間隔が長い 3回塗布区

（第6表）は，無処理区と比較して将来の側校確保という観

点から短所になると考えられる．

副梢および副々梢の生育は，総校長と結果枝候補枝数お

よび花芽率では処理区間で有意差が認められなかった（第

6表）．一方，本報では，育苗を行った翌年にほ場に定植し，

定植当年に副梢に着果させることを目標としている．その

ため，定植時には主枝上に lOcm程度の間隔で副梢（結果

枝）を確保する必要があると考えられるが， 3回塗布区は

無処理区と比較して結果校候補枝の着生間隔が 14cmと長

く，翌年における主枝長当たりの着果できる果実数が少な

くなるため，ジョイント仕立て用の苗木として望ましくな

いと考えられた．

モモの根群は，収穫後に第二次伸長をはじめ，養水分の

吸収範囲を拡大し，翌年の養分を蓄積する（石田， 2000).

本報において，器官別の乾物重は地上部重，地下部重およ

び細根重，ならびに下R率では処理区間で有意差が認めら

れなかった（第7表）．しかし細根率では，無処理区と比

較して 3回塗布区で低くなった. 3回塗布区では，他の処

理区で新梢の伸長が停滞している中で8月以降にも新梢が

大きく伸長しており，新梢が光合成産物の主な転流先とな

り，第二次伸長の時期の細根の発生量が少なくなったと推

察される．そのため，翌年の生育への影響を考慮すると， 3

回塗布区は無処理区と比較して樹体ジョイント仕立て用の

苗木として，望ましくないと考えられた．

これらのことから，ジベレリンベーストの塗布団数が多

く新梢長が最も長かった3回塗布区では，新梢上の葉芽の

着生間隔や結果枝候補枝の発生間隔が長くなったり，細根

率が低下したりするなど無処理区と比較して望ましくない

生育状況であることが明らかとなった．そのため， 3回塗

布区に次いで新梢長が長く確実な処理効果が見込める 2回

塗布区が，モモの樹体ジョイント仕立てに用いる苗木の育

成に適した処理と考えられた．なお，ジベレリンペースト

剤2回塗布処理の経済性について試算したところ，塗付処

理に際してはジベレリンペースト剤の費用と塗布作業にか

かる労賃のコストが新たに増加するが，苗木などの育成資

材費のコスト削減効果の方が大きくなることから，実用性

は認められると考えられた．

以上の結果から，モモの樹体ジョイント仕立てに適した

苗木を育成するには，苗木の切り返しは地上 100cmで行

い，将来主校となる部分の副梢は2葉摘心で管理し，培養

土は赤玉土を用い，発芽期とその2か月後に頂芽の基部に

ジベレリンペースト剤を塗布処理することが適していると

考えられた．

摘要

モモの樹体ジョイント仕立てに用いる苗木の育成法につ

いて検討した．苗木の切り返しについて，切り返しの有無

による育苗後の主幹長には有意差が認められなかった．し

かし樹体ジョイント仕立てに整枝する際に，主幹を棚面

に水平に引き倒した時の屈曲部の枝折れを未然に防ぐに

は，地上 lOOcmの高さで苗木の切り返しを行うことが望ま

しいと考えられた．副梢の摘心について， 2葉摘心は， 5葉

摘心と比較して主幹長が長くなることが明らかになった．

培養土について，赤玉土は，真砂土を利用した場合より苗

木の主幹長が長くなることから，赤玉土が適すると考えら

れた．ジベレリンペースト剤の塗付回数について， 3回塗

布した場合に最も主幹長が長くなったが， 8月に最後の処

理を行った3回塗布では，細根率が低く，翌年に結果枝と

なる枝および葉芽の着生間隔が長すぎた．このため， 2回

塗布が最適と判断された．
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