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Summary

　‘AkizukiP　is　a　new　cultivar　of　Japanese　pear（Pッr配s　pッ7びo♂‘αNakai）released　in1998by

National　Institute　of　Fruit　Tree　Science，MAFF．It　originated　from　the　crossing　between

‘162－29’（‘Niitaka’×’Housui’）and‘Kousui’，made　in1985．It　was　selecもed　as　a　promising

treein1991，andhadbeensubjectedt・thel・caladapta后ilitytestas‘Tsukuba47・，c・nducted

at36experiment　stations　of34prefectures　in　Japan。It　was　designated　and　registered　as

－Nashi　Nourin　No．19’in　August21，1998and　also　registered　as　No、9401under　the　See〔1and

Seedlings　Law　of　Japan　in　October18，2001，

　Tree　is　vigorous、It　blooms　as　same　time　as‘Kousui’and　cross・compatible　with‘Kousui’，

‘Housui’，‘Gold　Nilisseiki”and‘Niitaka’，but　iロcompatible　with℃hikusui’．It　ripens　between
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‘Housui’and‘Niitaka’．Itisresistanむtobユackspotdisease（五伽rηα7めα漉惚如Japanese

pearpathotype）andals・practicallyresistantt・scab（γε昂麟απαεん‘e・」α）underthestandard

spraying　program．Fmit　is　oblate　i【1shape　with　russet　skin，about500g　weight　on　an　average、

Fruit　quality　is　excellent　as　same　as‘Kousui’and‘Housui’、Most　of　harvested　fruits　retains

calyx，

Keywords：new　cultivar，Japanese　pear，Pツr配sρツ7ヴo麗α，r“sset　skin，fruit　breeding

緒　　言

　‘幸水段は，果実は小さいが当時の赤ナシ品種にはみ

られない優れた肉質であったために命名，公表当時から

注目され，徐々に普及していった（梶浦，1959）．これ

に引き続き　‘新水’（梶浦ら，1967）及び‘豊水P（梶浦

ら，1974）が命名，公表され・‘幸水’とあわせて三水

と呼ばれるようになり，赤ナシの品種構成に大きな変化

を生じることになった．その後噺水Pは黒斑病に罹病

性であること，花芽の着生と維持が困難であること，果

実肥大が不十分で収量が上がりにくいことなどによっ

て栽培が減少した．これに対して‘幸水’及び豊水’

は順調に栽培面積の増大を続け，それぞれ1987年，1993

年には‘二十世紀ドを凌駕するに至った．現在では6幸

水’及び‘豊水’の2品種だけで栽培面積全体の60％を

占めるようになっている（農林水産省，2000）．

　一方，1975年頃から果物狩りを目玉とする観光農園や，

宅配便を利用した直売方式が広まり始めたが，これに伴っ

て営業期間を延長する必要が生じたために品質優良な

中～晩生品種への要望が高まった．‘豊水’の後に続い

て収穫できる品種の中で‘新高’（神奈川県農事試験場，

1927）が1980年頃から徐々に栽培面積を伸ばしている，

　‘新高’は高知県の地域特産的商品として全国的に知

られているが，大果になるものの果実品質は・幸水P及

び豊水・にくらべると劣っているために豊水・程
度の果実品質をもち1‘新高’に替わる，あるいは‘豊

水’との間を補完する品種が求められていた・、この要求

に適う新品種として1g82年には・新星・（町田ら，1984）

が育成，公表されたが，この品種は育成後になって収穫

期が前進する傾向を示し，年次によっては豊水’とほ

とんど収穫期が重なることもある．このため‘新星に

替わって‘豊水’以降に収穫できる品質優良な赤ナ襲

品種が求められていた・この要望に応えるために・幸水’

程度の優れた果実品質をもち，‘豊水’と‘新高’の間を

補完する品種として・あきづぎを育成したので，その

経過と特性の概要を紹介する．

謝　辞　本品種の育成に当たり，系統適応性検定試験を

担当された関係公立試験研究機関の各位並びに多年に

わたり実生育成，特性調査等にご協力を寄せられた歴代

職員，研修生諸氏に心から謝意を表します．

育成経過

　‘豊水’に続いて収穫できる中～晩生の，黒斑病抵抗

性で品質優良な赤ナシ品種の育成を目的として‘162－29’

×‘幸水’の交雑を行った（Fig．1）．種子親として用い

た　‘162－29’は果樹試験場（現　独立行政法人農業技術

研究機構果樹研究所）が噺高’×‘豊水の交雑によっ

て育成したやや晩生の赤ナシ系統で，大果で肉質が優れ，

黒斑病抵抗性である．

　1985年に交雑を行って実生を養成し，1987年に実生選

抜圃場に定植した，個体番号は「293－25」である．1990

年に初結実し，果実の外観及び品質が優れていたこと，

果実の大きさが適度であったこと，成熟期が目的に適っ

ていたことなどから1991年に一次選抜した．翌1992年度

から　‘ナシ筑波47号’の系統名を付してナシ第6回系統

適応性検定試験に供試し，埼玉県園芸試験場，鳥取県園

芸試験場をはじめとする全国の主要なニホンナシ産地

を構成する34都県36カ所の関係試験研究機関で特性の検

討を行ってきた．その結果，豊水’と新高・の間に収

穫できる果実品質が優れた赤ナシ品種としての特性が

明らかになり，平成9年度落葉果樹系統適応性。特性検

定試験成績検討会（1998年1月）で新品種候補にふさわ

しいとの合意が得られ，平成9年度果樹試験研究推進会

議（1998年2月）において新品種候補とすることが決定

Niitaka

162－29

Akizuki Housui

Kousui

Fig，1　Pedigree　of－Akizuki’．
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された．1998年3月に新品種候補として命名，登録の出

願を行った．同年8月21日付で農林水産省育成農作物新

品種命名登録規程に基づき，‘あきづぎ　と命名され，

一なし農林19号’として登録，公表された．また，2001

年10月18日付けで種苗法に基づき品種登録された．登録

番号は第9401号である．

　本品種の系統適応性検定試験を実施した場所及び当

場の育成担当者は以下のとおりである．

　系統適応性検定試験実施場所：宮城県園芸試験場（現

　宮城県農業園芸総合研究所），秋田県果樹試験場天王

分場，山形県立砂丘地農業試験場，福島県果樹試験場，

茨城県園芸試験場（現　茨城県農業総合センター園芸研

究所），栃木県農業試験場，群馬県園芸試験場，埼玉県

園芸試験場（現　埼玉県農林総合研究センター園芸支所），

千葉県農業試験場（現　千葉県農業総合研究センター），

千葉県原種農場（現　千葉県農業総合研究センター育種

研究所），東京都農業試験場，神奈川県園芸試験場（現

神奈川県農業総合研究所），長野県南信農業試験場，新

潟県園芸試験場（現　新潟県農業総合研究所園芸研究セ

ンター），富山県農業技術センター果樹試験場，石川県

農業総合試験場（現　石川県農業総合研究センター），

福井県農業試験場，愛知県農業総合試験場園芸研究所，

岐阜県農業総合研究センター（現　岐阜県農業技術研究

所），三重県農業技術センター（現　三重県科学技術振

興センター農業研究部），兵庫県立中央農業技術センター

農業試験場但馬分場梨試験地（現　兵庫県北部農業技術

センター），鳥取県園芸試験場，島根県農業試験場，岡

山県立農業試験場（現　岡山県農業総合センター），広

島県立農業技術センター果樹研究所，山口県農業試験場，

徳島県果樹試験場県北分場（現　徳島県立農林水産総合

技術センター果樹研究所県北分場），愛媛県立果樹試験

場，高知県農業技術センター果樹試験場，福岡県農業総

合試験場園芸研究所，佐賀県果樹試験場，長崎県果樹試

験場，熊本県農業研究センター果樹研究所，熊本県農業

研究センター球磨農業研究所，大分県農業技術センター，

鹿児島県果樹試験場北薩支場

　育成担当者（担当期間）：町田　裕（1985～1986），壽

和夫（1985～1986，1991～1998），佐藤義彦（1985～1994），

阿部和幸（1985～1996），栗原昭夫（1986～1991），緒方

達志（1987～1989），齋藤寿広（1989～1998），寺井理治

（1994～1998），西端豊英（1996～1997），小園照雄（1985

～1992），福田博之（1992～1993），木原武士（1993～1996），

鈴木勝征（1996～1998）

特性の概要

1．育成地での成績に基づく特性

（1）樹性及び生理，生態的特性

　樹勢は強く，枝梢は太く，長さは中であるが節間長は

短い．皮目の大きさ，多少ともに中で，枝梢の色は淡緑

褐色を呈し，新梢の毛じの量は中である．短果枝の着生

は中である，えき花芽の着生は育成地における調査では

多いが，系統適応性検定試験の成績を勘案すると少～中

と判定されるので‘幸水壁より少ない．花芽の形は楕円

で小さく，鱗片の色は赤褐である．成葉の形は卵で大き

さは中，成葉先端の形は鋭，基部の形は楕円である．葉

縁の鋸歯の角度は鈍である．どん葉は赤褐色を呈し，毛

じは少ない．葉柄は長さ，1太さともに中であるが，葉柄

比率は大きい．一花そう当たりの花数は中で，花弁の大

きさも中である．開花直前の花らいは白色で，開花後の

花弁の色も白色である．花弁の形は卵で切れ込みは少な

く，花弁の数は多い方であるが‘幸水慶よりは少ない．

花梗の毛じは少ない．雄ずいの数は中～多で‘幸水’よ

りは少なく，‘豊水’と同程度である．開やく前のやく

の色は淡紅で‘幸水’に似ており，花粉は豊富である、

　発芽期は中で開花期は‘幸水’と同様に晩である．

‘筑水壁とは交雑不和合性を示すが，‘幸水’，‘豊水P，

‘ゴールドニ十世紀’及び‘新高’とは高い和合性を

示した．また，S遺伝子（自家不和合性遺伝子）ホモ接

合体（寺井ら，1999）である‘312－9（S2S∂’，312－6（S3S3）・

及び‘266－27（S48mS4薗m）’との交雑結果から，本品種のS

遺伝子型はS3S4と推定された（Table1）．育成地にお

ける果実の成熟期は9月22日前後で‘豊水’より遅く

‘新高’より早い．結実性は‘幸水’と同様に多いが，

自家結実性は低い．早期落果，後期落果ともに無～僅で，

芯腐れ，みっ症状，裂果の発生はいずれも認められない．

果実の貯蔵性は中で約14日間であり，‘豊水’と同程度

Table1．Cross　comp＆tib且ity　of‘Akizuki’

Cross　combination

♀ ♂

Fruit　set
（％）Compatibiliしy

Chikusui
Kousui
Housui

Gold　Nijisseiki

Niitεlka
Akizuki
Akizuki
Akizuki

Akizuki
Akizuki
Akizuki
Akizuki
Akizuki

312－9（S2S2）

312－6（S3S3）
266・27（S45mS4’m）

10，7
100

96，7

83，3

83，3

93，3

　0

20，0

10w
high
high
high
high
high
low
lOW

（National　Instituしe　of　Frui七Tree　Science，1999）．
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である，落葉期は中で，育成地では11月5日頃である，

　黒斑病，黒星病などの主要病害に対しては通常の防除

で問題は認められておらず，特に問題となる虫害も見ら

れない．

（2）果実特性

　果実の形は扁円で果形指数は中である．梗あは広いが

深さは中で，ていあは深さ，広さともに中である．有て

い果が多数混在する．平均果重が約5109で‘豊水Pよ

りも大果であるが‘新高’よりは小さい．果皮が黄赤褐

色を呈する赤ナシで，中程度の大きさの果点が密に分布

し，果面の粗滑は中である．果梗は長さ，太さともに中

で，肉梗は見られない．果芯は短紡錘形を呈し，大きさ

は中である．心室数は5．6室で多い方であるがp5幸水’

の7，0室よりは少ない．果肉は白色で軟らかく，果肉の

粗密は密である．切り口の褐変程度は中である．甘味は

高く，屈折計示度は12．5％で‘豊水’の12，2％より僅か

に高い，果汁のpHは4．97であり，‘豊水監の4．70と　5幸

水’の5．26との中間であるが，食味上はあまり酸味を感

じない．渋味は無く，香気は少ない．果汁の量は多い．

種子は卵形を呈し，数は多く，大きさは中である．

2．各地におげる試作結果

　1992年度からナシ第6回系統適応性検定試験に供試し

て果樹研究所を含む全国37場所において特性を検討した

結果をTable1，2に示した．平成9年度の樹齢が5～6

年生であり，一部の場所では高接ぎで検討している．ま

た，対照品種にっいては樹齢が著しく異なる樹を調査に

用いている場所も少なくない，接木苗を養成して検討し

ている場所では，ほとんどの場所で平成7年が初結実で

あり，実質的に調査が可能であったのは平成8，9年の2

力年のみであるので今後さらに注意深く観察を継続す

る必要がある．これまでに明らかになっている特性は以

下のとおりである．

　樹勢は中～強の範囲にあるが強いとする場所が多く，

若木で比較すると　‘豊水’，‘新高’より樹勢が強い．枝

の発生密度は多いと評価する場所がほとんどで‘新高’

より多く，‘豊水’と比べても多い．短果枝の着生は石

川県，鳥取県ではやや多いと評価しているが，ほとんど

の場所では中～少ないと評価している．えき花芽の着生

は宮城県，果樹研究所は多いと評価しているが，その他

の場所では中～少ないと評価している．・新高・は短果

枝の着生が多く，えき花芽も中～多いとする場所が多く，

　豊水’は短果枝は中，えき花芽が多いとする評価であ

るので，本品種の花芽の着生は両品種に比べて少ないと

評価された．

　果実の形は鳥取県，徳島県，熊本県で円と評価してい

る以外は扁円との評価であり，‘豊水’，‘新高’の果形

をいずれも円と評価する場所が多いことから，果形によ

る識別は容易と思われる．果実の揃いは中～良の評価が

多く，三重県，高知県，佐賀県ではやや不良と評価して

いるが，現在の段階では特に大きな問題にはなっていな

い．果実の日持ち性の評価は場所で一定しないが，概ね

10～M日前後であって‘豊水’と同程度であり，この時

期に収穫される果実の日持ち性としては平均的と思わ

れる．みっ症にっいてはこれまでに兵庫県で平成8年度

に軽微な発生を認めたとしているが，それ以外の場所で

の発生は報告されていない。

　開花中央日は平成8，9年度の平均を見ると宮城県，

秋田県，新潟県では5月上旬，長崎県，熊本県（果樹研

究所，松橋町）では4月上旬であるが，それ以外の場所

では4月中～下旬の範囲にある，また，収穫中央日は徳

島県が8月末で最も早く，山形県，福島県，栃木県，新

潟県，岡山県では10月であるが，概ね9月中～下旬と思

われる．全場所の成績の単純平均では，‘あきづぎ　の

開花中央日は4月21日，収穫中央日が9月21日であるの

に対し，‘豊水’が4月19日，9月13日，6新高’が4月

17日，10月8日であり，開花期は‘豊水’よりも遅く，

収穫期は‘豊水’と‘新高Pの間である．同様に開花中央

日から収穫中央日までの期間を果実の生育期間と考え

ると，‘あきづぎが154日であるのに対し，‘豊水’，

‘新高壁はそれぞれ148日，175日である．しかし，熊本

県（果樹研究所）では豊水’より4日早く収穫してお

り，石川県では同日，三重県，兵庫県では1日遅れの収

穫であるほか，わずか数日遅れて収穫している場所も数

ヵ所あることから，今後収穫期が変動する可能性を否定

できない．

　結実開始後の年数が短いために収量についての評価

は不十分であり，場所によっては調査果数が1～2果と

いう成績も見受けられる．このため表中で収量をカッコ

書きしてある場合は2年間のどちらかまたは両方が結実

数が極端に少ないか，あるいは対照樹の樹齢が著しく異

なる場所の成績を参考値として示したものである．樹齢

がほとんど同一である場所の成績を抽出して比較して

みると　・あきづぎの1樹平均収量は15．5kgである．こ

れに対して豊水’，‘新高’の平均収量はそれぞれ14．3kg，

13，3kgであり，本品種の初期収量は両品種に比べて高く

なっている，

　平均果重は約380～5309の範囲にあるが，平均では442

gで，この平均果重は‘豊水’の4099より大きいが

　‘新高’の6169よりは小さい値になっている．果肉硬



Table　2－1．　　Characteristics　of

　壽ら：ニホンナシ新品種

‘Akizuki’（1997）．

‘あきづき” 15

District 　　　　　　　TreeCultivar
　　　　　　　age

Vigour

Density

　　of

shoot

　　　　　　　　AxillarySpur
　　　　　　　flower　budformation
　　　　　　　　for皿aもion

　　　　　UnifomityFruit
　　　　　　　ofshape
　　　　　　fruit

Shelf

life

（d好）

Wa七er

core

Miyagi

”入裂Y｛a”－

’マ論ぎ邑砧1”

’言西冒菖益i燕ぎ”

’1もを罫ざ痘一”｝

（1鴨皿a）

’iI）互f盃i”甲

（Tsukuba）

冒テるal嬉i”’”

－忌証f｛爵a一”

曹6弼議”

’う≡）葺yδ’”’”

’虻颪露茄ぎ”

’画響ま1…5””

一貢玉iぎ巨毛ゑ’一

”う砺菰ゑ””一

りiも五亜a舜ガ”

Akizuki　6
　Housui　　23
冒理ユユ圭鴫…し＿＿9．．

Akizuki　6
　Housui　　　15

冒耳ユ匡』ヒ趣＆＿工、2．．

Akizuki　6
．耳9辿誕．．、14、．

Akizuki”　5

Housui　　5
．球1二閥丸典9＿＿4．一

Akizuki　6
　Housui　　6
圃理重∫曳婆9＿＿o、．

Akizuki　6
　Housui　　6
　理；ユ』亀婆…ち＿．駐．曽

Akizuki　6
　Housui　　6

．．理；ユ主婆…し＿．（i．．

Akizuki　6
　Housui　　6
．理ユユ』」磁鼻．一一騨5『冊

Akizuki　6
　Housui　　6
－耳i』1．t趣多．．一．5．．

　Akizuki　6
　Housui　　14
　．理1ス圭唾邑．呈＝了と．

　Akizuki　6
　Housui　　　11

冒一耳1重－t典邑．．．．旦．．

　AkizukiT－6
　Housui　　　25

　H≦」墾典塾、．塾q．

　Akizuki　5
　Housui　　5
　廻1並』麩畦邑．．．至．

　Akizuki　6，

　Housui　　6
　．四1』乳』ヒ磁ζ卜．．．．窪一甲

　Akizuki　6

　Housui　　5
　Niitaka　6

Strong　　　Dense　　　Mediu皿

Hediu皿　Dense　Many
F．．－冠9聾．．F一匙週－．．．．．亜鯛y．．．一

Mediu皿　　　Hedium　　Mediu皿

Strong　　　Hediu皿　　Mediu皿

聖亟こ皿．．．．煙9壁聰．冒麺鎚y．．．．

F．strong　F．dense　Few

奥（亟皿．．一P9旦旦亀＿1塗旦（翼里冒

F．strong　Dense　　Few

Medium　　　Dense　　トIediu皿

亙一。曽理9すk＿』9E＿一、．鍾亀塾Y．＿

Strong　Dense　Mediu皿
Mediu皿　　　Dense　　瓢any

塑（塁興匹＿耳9翌＿　　．些亀qy．．．．

Str。ng　Dense”琶edi皿

謎ediu皿　　　Dense　　　斑ediu皿

髄亀亀畦冒　　　一耳9璽＿．．墨鯛y．．．．

F．str薦F．denseFew

Mediu皿　　　Dense　　Hediu皿

璽．．ロ運a丞．．冒．耳9F－．．．冒．墨軍｝￥．．－．

F，strong　F．dense　Few

F．strongF．denseMany
塵〔亜り翼し＿煙9皿．興冒．F．

F．strong　Dense

F．strong　卜lediu皿

奥（亜り耳真．．．．E』重豆理．．一

F．stron言　Few

Mediu皿　　　Dense

皿壁母1堕．．．F銀．．．．

駈ediu皿　　　F．dense

F．storng　Dense
F．．．亀trp塑9．Eg翌．．＿＿

　　　　　　　　Hediu皿

Mediu皿　　　Dense

．翼旦亟亀皿．．．．翠9F＿＿．ロ

　Strong　　F．dense

F．strong　ト1ediu皿

．耳廻毛q皿胃．．．耳二fg翌．．．

Strong　晩diu皿
Mediu皿1　　Mediu皿

堕（逗り皿．＿耳e亘．．．＿

瓢ediu皿　　　酊ediu皿

Medium　　Nediu皿

F．stro㎎F．dense　F．皿any

　　皿興ヱ．
葺巨w

F．皿｛my

竺鯉y．．．．

Few

Mediu皿

旦e¢麺．
一
F
∫

few

Mediu皿

聖亟皿．

瓢ediu皿

Mediu皿

　聖1鯉￥＿＿．

F。few
Many

　蛭型旦￥．－－．．

Few

Mediu皿

墨膿＿．

Hedi㎜
Mediu皿

Nany

Hany

．耳壁皿．．甲胃

Few

Hediu皿

．聖童興．

Mediu皿

．塾聾製．

Few

F．皿any

、垣9垂皿、

匠ediu皿

匿any
．煙鎮x．

匿any

紅any
冒垣員越x＿

Few

斑ediu皿

．L旦鎚y．
Few

Medium

、暫9皿興．

Medium

Many

．煙鎮典．

Few

Mediu皿

一煙壁y一『F

Mediu皿

F．few

．甑蟹．．．

Few

駈ediu皿

．題9旦≦皿．

Few，・

F．many

．奥皿鑓．

匿ediu皿

駈any
、翼鑓麺．

Hediu皿

Nediu皿

Medil皿

　Oblate　　F．goodz　　　10～14　　None

　Round　　　Good　　　　　　10　　　　腫ediu皿

．Bp皿¢．．旦99P直．処留3旦、．F蟹．．．

　Oblate　　Goo〔l　　　　　　　　　　　　None

　Oblate　　Good　　　　　　　　　　　　None

．ρP旦．磯．、畦99“．＿　　　　．翼9鵬．．

　Oblate　　　Good　　　　　　　　　　　　　None

．皐9皿d　．β99旦＿　　　　．翼P塑．．
Ob薫邑’Medi皿　マ尾iす一N。ne

　Round　　　Mediu皿　　　　5～7　　　Many

．旦9皿哩＿．（｝Q9旦．．．　　ユ．窪㌍2昼．．．郵P旦β．冒

　Oblate　　Good　　　　　10～14　　None

　Oblate　　Good　　　　　　　14　　　　None

嘗9塾旦、尾tgロ．冒（圭qg旦＿＿　　甲≧名8．　　．廻P藍e．．

Oblate　G。od　10～1耳一None
　Round　　　　〔｝ood　　　　　　　14　　　　Many

曽耳9璽硅（1曽曽．．（ま99重＿＿　　．≧2多＿＿甲箪P皿畦．．

　Oblate　　　Good　　　　　　　　30　　　　　None

　Round　　　　Good　　　　　　　　　　　　　None

．皐9蔓退（些餉．ーロ壁Q9垂冒．　　　　　　　　　　．廻P皿亀曹曹

Oblate　Go。d　Y6二iガNone
　Round　　　〔｝ood　　　　　　　7　　　　None

．9P旦．匙te．．甦99旦．．．　20．．．．球P塑．．

Oblate　G。。d　’ジ10　N。ne

『6豆威邑’i65ざ…　’一i6一’一’愈薦”

　Round　　　　Good　　　　　　　　g　　　　None

－P虹＝atg．　．9PP旦．．．　　　　↓9．．．　．旦∫と逗9．．．

Obla七e　G。。d　石～7　None
　Round　　　Good　　　　　　　　　　　　Mediu皿

．Bg亜廻．．．．旦qg旦、、．　　　、理熈．．

　Oblate　　駈e虚iu皿　　　　　　　　　　　None

　Round　　　斑ediu皿　　　　　　　　　　　Few

．胸鰹直．．、塵萸皿、　　　．興9鵬．．
Oblate　F．9。。d　石6”…N。ne

　Round　　　Hediu皿　　　　　39　　　　Few

．．耳9聖亟．．L99P旦．．≧．βQ．．．．理煕．．

　Oblate　　Medium　　　　　14　　　　None

　Round　　　F．goo〔1　　　　7～10　　　Many

．耳P蔓塾旦．．　．（｝qg旦．．．．　　．≧29．．．．　．坪P壁e．．

　Oblate　　F．good　　　　　10　　　　None

　Round　　　Good　　　　　　14　　　　None

　Round　　　　Gooα　　　　　　　21　　　　None

F．皿eans‘‘fairly”

Tmeanstopworkedtree．
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Table　2－2．　　Characteristics　of　‘Akizuki’　（1997）．

District　　Cultivar
Tree

age

　　　　　　Density

vigour　　　of

　　　　　　　shoot

　　　　　　　　AxillarySpur
　　　　　　　flower　budformation
　　　　　　　　fomation

　　　　　Unifor皿ityFruit
　　　　　　　ofshape
　　　　　　fruit

Shelf

life

（d町）

Water

core

Fukui　　　　　Akizuki

　　　　　　　　　曽耳9遇亀旦1胃甲

Aichi　　　　Akizuki

　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　．週工ユ圭丞β．

Gifu　　　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

Mie　　　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　Ni　itaka

Hyogo　　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　．四∫∫』亀典3曽．

Tottori　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　．．理1二曳典…レ．

Okayama　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　Niitaka

Ya】naguchi　Akizuki

　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　卿理曇二冒t丞β．．

Tokushima　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

Kochi　　Akizuki
　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　Niitaka

Fukuoka　　　　Akizuki

　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　Niitaka

Saga　　　　　　Akizuki

　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　冒理；ヱ』虹典邑．

Nagasaki　　Akizuki

　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　．適丞墨．t典塾．

Kuma皿oto　Akizuki
（Matsubase）Housui

　　　　　　　　　　Niitaka

Kuma皿oto　　　Akizuki

．（些皿a）＿＿耳P辿亀旦1．．

Oita　　　　　Akizuki

　　　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　　　Niitaka

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　6

．GP冊

　6

25

23

　6

　6

　6

　6

　6

　6

　5

14

　6

　6

　6

　6

　6

　6

T－6

　　6

T－6

T－6

11

11

　　6

　　6

　　7

　　6

　　6

　　5

　　5

　　5

　Strong　　　Dense

冒F，．ミtrg』墜寛巳P多皇旦e．．．

　Strong　　　F．dense

　Strong　　　Dense

．奥塵皿．．

　Strong　　　Dense

　Mediu皿　　　瓢ediu皿

　Strong　　　Dense

　｝1ediu皿　　　Dense

隔ヱ．，一亀七rpng．Eg亘．．．冒

Few

塾艇皿．
Hediu皿
Medium

　　　　　　　．E3∫曼旦甦婁9．延a塾y＿＿

　　　　　　　　　　　　　　Few

　　　　　　　　　　　　　　Mediu皿

　　　　　　　　　　　　　　F．few

　　　　　　　　　　　　　　Mediu皿

　　　　　　　　　　　　　曽F．覧皿典y．．

F．s七rong　F．dense　F．few

猷edium　　 Dense

亙（≧（箕皿．『．罫旦皿．

　Strong　　　Dense

Medium　　 Dense

旦墨延qp9．．．、腫撃皿ロ皿．．

Strong　Dense
Mediu皿　　Dense

匙で9P旦．、、P皇墾e．．．

Strong　F．few
　Strong　　　Dense

Mediu皿　　 Few

紅edium　　　Mediu皿

．典豊（塾皿．冒曽、煙9壁皿冒．

　Strong　　F．dense

Medium　　　Dense

．翌．、．亀trp里、垣豊堂皿．

Nediu皿
Medium

駈edium

Strong

Mediu皿

酊ediu皿

Mediu皿
Dense

Few

Dense

Mediu皿

．亘迎鍛呪．

F．many

Many

塑理．．

Few

Mediu皿

Mediu皿

F．few

墨哩皿．

醒ediu皿

F．皿any

．些鎚y．．．

Mediu皿

Hediu皿

翼塗口y．．．．

F．few

　　　　　　　赦ediu皿

　　　　　　　Mediu皿

　　　　　　　鵯E3重」野1＿

Strong　　Dense

Strong　　 Dense

登『塗螂曽．一『E釧曽曽曽．．冒

Strong　　Dense

蛋並ヒqp9冒．．、ρ壁過畦冒冒

F．Strong　Dense

F．strong　Dense

F．weak　　 Few

瓢ediu皿

F．皿any

典胆y．．

Few

Mediu皿

皿製．．．．

Mediu皿

P越蔓塾y．．－－

Few

Mediu皿
Many

Mediu皿
Few

Few

Many

．晦聖、．

Few

Medi㎜
Mediu皿

Kediu皿

．L鵬肥．

F．few

甑ny
．F，皿餌y．

F．few

hediu皿

厨晦聖．．冒

Few

Many

．翼鎮￥＿

Few

F．皿any

．垣鎚￥．．．

Few

．F3！匙亀q￥ロ

F．few

F．皿any

、垣鎮麺．

Few

近any
一蛋鯉￥『．甲

F．few

Few

瓦ediu皿

．軽9旦典．

Medi皿
Many

．奥聖．

Few

．翼鍼．．

Mediu皿

F、many

駈any

Oblate　　　Mediu皿　　　　　7～10

．耳P3奥．．聖¢麺．．．て霊1Ω．

　Oblate　　Good　　　　　　　10

RoundGood7
．恥甑虞．．．建qg亟．＿　

20

0blate　　皿ed〔liu皿　　　　　7

Round　　　Good　　　　　　10

Round　　　F．bad

Round　　　　Bad

冒翠P迎旦．．　Good

　Oblate　　Good　　　　　　　10

Round　Medium　　　5
．Rρ唖¢．．．β9P旦．．．．、忽磁亙．

Round　　　〔｝ood　　　　　　　14

Round　Mediu皿　　　6
Roun〔l　　　Good　　　　　　25

0blate

　Oblate　　　Good
Oblate

　Oblate　　Good　　　　　　　10

Round　　　Good

Round　　　　Good

Oblate　　　F．bad

Round　　　F．good
、息9迎塾〔重．．　並9¢二皿．

　Oblate　　Mediu皿

Round　　　トIediu皿

．耳蔓嘩｝¢．．　．垣9盈麺．

　Obla七e　　　F．ba〔1

Oblate　　Good

Round　　　Goo〔1

．耳9皿旦．．．甦99旦．．．

Round　　　Good

Round　　　Hediu皿

Round　　　〔｝ood

Oblate　　Good

．Bg皿重．．Good

Oblate　　Mediu皿

Round　　　　Good

Round　　　　Good

28

10

　7

10

10

20～25
．了烈ρ．

　　14

None

None

None

Many

．聾Ω塑、

None

None

None

Few

．勤理．

None

None

None

None

Few

贋one

None

腫one
None

None

聾one
None

Few

None

None

醍one
Few

Few

None

None

None

競one
Few

None

四〇ne

None
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TabLe3－1．Flowerin呂andharvestt血e，yieldandfruitqualityof‘Akizuki（Heanof96and’97）．

District　　　Cultivar
Da七e　of　　　Harvest

ful　l　bloom　　ti皿e

Fruit
　　　　　　　Yield名developing

period　　（kg／tree）

Fruit　　Flesh
　　　　　　　　　　Sweetness
weight　firmess
　（9）　　　（1bs．）　　（Bx．）

Acidity

（pH）

斑iyagi　Akizuki
　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．輿ユ．立典、、

Ak痂”　Akiz磁i

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．典．敏塾．．

Y㎝agatぎ曲i独i

　　　　　　　．耳9墨唾＿

Fuku諦颪Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．輿塾噸．．

Ibaraki　　　　Akizuki

（Iwa皿a）　　　Housui

　　　　　　　．輿並典．．冒
1
も
互
滋
r
磁
i
z
磁
i

（Tsukuba）　　Housui

　　　　　　　．典．継β．．

『うる顧言i”敵iz血i

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．興、塾塾．．

’誰痂ゑ一’Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．騨．t麺＿

Chiba　　　　　Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　、輿∫．隻顧．．．

Tokyo　　　　　Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．胆主麺＿

Kanagawa　　　Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　、典．t典．．．

Nagano　Akizuki
　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　唖並．典．

Niigata｝曲iz磁i
　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　興上．典．

Toyama　Akizuki
　　　　　　　　Housui

　　　　　　　．騨．膣璽．

’iも蔽義昭”Akizuki

　　　　　　　　Housui

　　　　　　　　Niitaka

May5　Sep．26
May　　2　　　　Sep，17

．春1）ヱ，．29一一　．Qg㌻」曹曹蓬9

May　ll　　　Sep。16

May　　7　　　　0ct．　1

．惚x、、7．．．Qg㌻遇．

May5　0ct．17
曽惚x冒．呂一．．Qg払．．a曽

Apr、30　　　0ct．　1

Apr．28　　　Sep．22

．合Pヱ，．艇．、．Qg多』坦．

Apr．27　　　　Sep．22

Apr．25　　　　Sep．18

冒4P曵。薗呂2F冒冒．Q並騨．4．

Apr．23　　　　Sep．25

Apr．23　　　　Sep．15

．合P藍，甲攻ρ曹憎．Q些．．亀．

Apr．27　　　0ct．　1

APr．24　　　Sep．23

騨合P二。『211P．　曽、Qg多』．．旦．

Apr．19　　　Sep．21

Apr．17　　　Sep．11

曹合P工．．．！3F　　．Qg土』．Pβ門

Apr．17　　　Sep．12

Apr。14　　　Sep。　9

『合PJ二．9毛名β　　．亀9P』旦呂．

Apr．20　　　Sep．26

Apr．19　　　Sep．　8

曽ムPヱ，．垣．．Q⑳『．ヱ9

Apr，17　　　Sep．14

Apr．17　　　Sep．　7

騨春P；＝，．屯2、　　．ミ9Pご24．

Apr．27　　　Sep．22

Apr．23　　　Sep、18

．合貼処、．qgt2坦．

May3　 0ct．2
May　　2　　　Sep．22

．鯉，蓋q．、qq㌻3坦、

Apr．24　　　　Sep．26

Apr．22　　　　Sep，18

曹春PR．一a1．　　．Qg土」．．亀冒

Apr．27　　　　Sep．21

Apr．25　　　　Sep．21

Apr．22　　　　0ct．14

145

139

冒坦o．．

129

148

．亀了a曹冒

166

冒こ昌o．．

155

148

一唖ロ曹

149

147

．鞠．ロ

156

146

．＝輿．『

158

153

．賃9辱卿

156

148

嘗t79ロー

149

149

一隻了Qロ．

160

143

一匙75冒．

151

144

『屯Q㊧冒ロ

149

149

．ユ．＆2騨『

153

144

．ユーヱa－－

156

150

一亀a5．一

148

150

176

　（4．9）　420　4．1
（86．2）　351　4．7

．熾亀5）曽　．旦昼冒亀．曹曹a＝9－9

　（0．7）　359　5．0
（50．4）　386　4．4

．盤．亀＝了）．　冒蝿冒．．昏12．甲

　18．4　　　　460　　　4．0

．姻ち4）、　、蝿、、．44．、

　27．8　　　　　436　　　　4．3

　11．3　　　　386　　　 4．3

冒！、旦＝呂＿蚤旦4．．．4＝4．．

　46．7　　　　　531　　　　3．8

　22．9　　521　　4．1
．旦旦＝8＿鍛．．．4＝5．．

　13．3　　　　482　　　 4．1

　15．8　　　　　453　　　　4．0

　玉冊旦し9一一　冒煕．．．与＝4．．

　　9．4　　　　　516　　　　4．4

　　7．6　　　　408　　　　3．9

　1亀4－－　冒5ユ．a．．．臥7．一

9喜4．3　522　4．1
　　　　　　　　469　　4．1

　　　　　　　．6至冒q曹一曽4＝7、－

　23．8騨甲520　4．5
　31．9　　　　　425．　　　4。0

冒、鉱㊧．．．．照．冒冒臥§ロ．

　（3．8）　　　　　437　　　　　4、0

　（26．6）　　　　349　　　　4．0

．翅も婁）冒　ロ鑓ヱ曹曹－5＝呂冒冒

　　6．3　　　　468　　　3．5

　（29．2）　　　　403　　　　3．5

曽【冒旦t与）．　．隅．　甲4＝9曹ロ

　　5．工　　　　470　　　　3．8

（190．4）　459　4．8
．（24旦．曹al．　－輿冒－一麺甲

　　12，1　　　　　444　　　　4．0

　　マ．8　　　　391　　　4．2

　．至甲．『q．曽　冒5βa冒一旦㌦8．

　　10．6　　　　　　485　　　　　4．4

　　（6．1）　419　3。7

　！騨踊一－　．鋤一一『麺冒

　　20．5　　　　　465　　　　4．5

　　（2．1）　　　　467　　　　4．1

　　3。8　　　　　609　　　　3．7

12．1　　　　　4．76

12．6　　　　　4．52

、旦七2＿蛋ヱ亀、
12．6　　　　　4．71

12．6　　　　　4．50

胴∬曽覧9．9　一垂鎚．

13．8　　　5．0

、ユ旦違．．　．全旦巨．

13．7　　　　　4．81

13．4　　　　　4．42

．1a㌧a．．　、虹β．

12．8　　　　　4．97

　12。6　　　　　4．67

．迄9．、　．4』豆β．

　12．1　　　　　4．93

　12。0　　　　　4．69

．旦㌧4．．　．蚤食a．

　12．4　　　　4．87

　12．7　　　　4．61

．ユ盆過．、　、垂鍾．

　13．6　　　　　4．94

　14．3　　　　4．80

冒！旦㌧1．　　　一蚤』」亀q－

　12．3　　　　4．90

　12．3　　　　4．61

．焦了、　．全鎚．

　11．8　　　　　5．09

　12．4　　　　　4．59

．1鎚．　、全鍍．
13．4　　　5．0

13．9　　　4．4

．迄婁ロ　冒凱1．．

　13．4　　　　 5．25
　13．3　　　　　4．75

．1忽ロ2、　－一昏二P旦冒．

13．0　　　4．8

12．2　　　4、7

．1ユ，騨亀需　閥4匝冒

　13．2　　　　　4辱85

　13．3　　　　　4．74

．ユa4．　．全鎚．

　12畢4　　　　　5．05

　12．2　　　　4．85

11．9　　　4．8

z　Data　in　parenthes　are　shown　for　reference，　because　of　unusual　growth　ol’difference　of

　　tree　age，　and　so　on．
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Table　3－2．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　果樹研究所報告　第1号　2002

Floweringandharvestti皿e，yieldandfruitqualityof ‘Aki　zuki’　（Mean・of　’96　and　’97）．

District

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frui　t　　　　　　　　　　　　　　　Fruit　　F　l　esh
　　　　　　　　　Date　of　　　Harvest　　　　　　　　　　　Yi　eld呂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sweetness
Cultivar　　　　　　　　　　　　　　　　　　developing　　　　　　　　　weight　firmness
　　　　　　　　　ful　l　bl　oom　　t　ime
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　period　　（kg／tree）　　　（9）　　　（lbs）　　　（Bx．）

Acidity

（pH）

Fukui　　　　　Aki　zuki　　　Apr。23　　　　Sep．16　　　　147

．．．．．乙．．．．．．．．耳9巫」亀退i胸＿轄曽4P；ト雪2Q．．ロ．．ミ9P」ユ『2一．．一隔亀40．ロ

Aichi　　　　Akizuki　　　Apr．17　　　Sep．18　　　155

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．17　　　　Sep．15　　　　152

．．＿．．．．．．．．．Ni並典9＿．．合Pエ．．乱3．．．．．Qgt’ユ．6、．．．．坦7．．

Gi　fu　　　　　　Aki　zuki　　　　Apr．17　　　　Sep．18　　　　155

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．16　　　Sep．　1　　　139

＿一．．一罹輔一．一騨．理1ユ、丸唾多．．．．．きP工．。．屯9、＿．ミ9P3．．3＿一冒毛Q呂槽．

Mi　e　　　　　　　Aki　zuki　　。Apr．16　　　　Sep．　7　　　　145

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．14　　　　Sep．　6　　　　146

．、．一、、．＿一．．韓憂蔓ユ．丸典ζ～．層冒ロ冒合P上．冒t3．一一．．ミ9P3』1≦4＿一．亀塁5．哺

Hyogo　　　　　Aki　zuki　　　　Apr．26　　　　Sep．19　　　　147

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．24　　　　Sep．18　　　　148

ロ．．．．．．．．．ロ．ロロ廻iユ．虹塞参嘗＿一合P上。曽22．．一冒冒Qg多』卿一4圏聯．．．亀1｝5ロ．

Tottori　　　Aki　zuki　　　Apr．23　　　　Sep．21　　　　152

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．19　　　Sep．15　　　　150

．．．．．一．．．．、一薗曽理iユ曹虹＠唾｝一＿一真P上．．屯『Z一．ロロロQg1｝3．需呂．．一り．1」75．幽

Okaya皿a　　　　Aki　zuki　　　Apr．21　　　　0ct．　2　　　　165

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．20　　　　Sep．24　　　　158

．．、．．．．．．．．．．．ゆ．虹典、＿．合P上．．坦．．、、．Qg量．5＿．．奥．．

Ya皿aguchi　　Aki　zuki　　　Apr．19　　　　Sep．22　　　　157

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．16　　　　Sep．　5　　　　143

．．．一．＿．．、＿興．丸典．＿一合P上．．屯2＿．．、Qg㌻』．．a＿．．t了4、、

Tokushima，　Aki　zuki　　　Apr．11　　　Aug．29　　　　141

．．．、．．、．＿＿耳9漿逗＿一．．合P上．．毛2、＿．墨9P」、．9．．＿埴1．．

Kochi　　　　　Aki　zuki　　　Apr．14　　　　Sep．20　　　　160

　　　　　　　　　　・Housui　　　　Apr．11　　　　Sep．　4　　　　147

、．．．一．．．．．．、旦莫㌻盛亀＿．．鯉2．旦＿．璽七45＿一．坦t、

Fukuoka　　　　Aki　zuki　　　Apr．17　　　　Sep．29　　　　166

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．14　　　　Sep．　2　　　　142

．．．．．．．．．．＿．逼1二．虹典裂．．、冒4P上．餉屯β＿．．Q¢㌻3冒冒Z躍＿申t7弓．．

　Saga　　　　　　　Aki　zuki　　　　Apr．13　　　　Sep．25　　　　166

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．　8　　　　Sep．　6　　　　152

＿．、．一．＿＿騨．t典＿一．4P上．．．与＿．．、Q匹．．5．、＿坦4．．

Nagasaki　　Aki　zuki　　　Apr．　5　　　Sep．21　　 170

　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．　8　　　　Sep．　7　　　　153

．．．．．．、．．．．＿堕．塾争＿．．合P工．．．β．、、．．Qg多3ユ．t．．．．．坦9．．

　Kuma皿oto　　　Aki　zuki　　　Apr．　9　　　　Sep．　3　　　　148

（Hatsubase）　Housui　　　　Apr。　7　　　　Sep．　7　　　　154

．．＿．．．．＿瞳．塾塾．．．、．合P上。．．昏．．．．．Qg鳳亀．．．．、亀92．．

　Kulna』noto　　　Aki　zuki　　　Apr．12　　　　Sep．　7　　　　149

．（R迎＠）．＿冊．耳9］4旦璽工．．冒冒．．4P工．．毛Q．．．．冒ミ9P』冒薗4．．．、．t4｛1ロロ

　O　ita　　　・　　Aki　zuki　　　Apr．16　　　　Sep．26　　　　164

　　　　　　　　　　　Housui　　　　Apr．15　　　　Sep．　6　　　　145

　　　　　　　　　　　N　i　i　taka　　　Apr．13　　　　0ct．12　　　　183

　　　　　5．4　　　　388　　 5．1　　　　11．7　　　　4．97

．．．．」．q乞2＿．＿遡一．．、生冬＿＿．1ユ．．．て＿．．．．4＝ヱヱ．

　　　　　13．3　　　　　485　　　4．8　　　　　13．1　　　　　4．9

　　　　　16．0　　　　411　　　4．3　　　　12．4　　　　4．85

．．＿一ユ．a＝5．．＿．．7銀．＿豊追．．＿．．．1β．。．2．＿＿与2！．．．

　　　　　（2．9）　　　379　　　　　　　　　14．4　　　　5．05

　　　　　（5．1）　323　　　　13．5　　4．85、
＿＿工．2t9）．．．．．．β昼．5．＿＿．．．．．、、12r．亀．＿，．．425一．．

　　　　　　6。5　　　　　　429　　　　5．2　　　　　　12．3　　　　　　5．01

　　　　　　8．5　　　　　424　　　4．8　　　　　12．4　　　　　4．78

＿．．ユ．q澄．、．．．．、邸＿、ヱ㌧Q．．．．．．．12r．2．．．．＿与二2旦．

　　　　　13．4　　　　　　376　　　　3．8　　　　　　12．1　　　　　4．92

　　　　　21．9　　　　　416　　　3．5　　　　　11．6　　　　　4．78

．＿．．ユ．亀し2．＿＿蝿．．．．豆4．．＿、．1P，、て＿．．．、与2坦．

　　　　　18．0　　　　　475　　　　4．5　　　　　　12．2　　　　　　5．12

　　　（250．8）　　　　496　　　3．9　　　　　12．9　　　　　4．67

．．．．（2旦β）＿，．．邸＿．麺．＿＿．1β，．2＿，．、52P昆．

　　　　　　　　　　　　　472　　　4．8　　　　12．3　　　　5．05

　　　　　　　　　　　　　441　　　4．7　　　　　13．0　　　　4．75

一一＿一一一一一…「一Pヱヱ＿旦監5一一…旦・旦一一顕一

　　　　　11．3　　　　　475　　　3畢8　　　　　12．5　　　　　4．9

　　　　　26．5　　　　　375　　　　3．9　　　　　13．2　　　　　4．7

＿＿．．＆＝1．．．．一．．顕＿．凱2＿＿．1ユ，．q．．＿一．52P＿

　　　　　　3．0　　　　　399　　　4．5　　　　　12．4　　　　　5．20

＿．＿一．．＿．．．．．処．．．、圭9＿＿．12r．9．．．．．．．42費．

　　　　　　8．3　　　・　383　　　6．2　　　　11．9　　　　4．85

　　　　　　3．0　　　　389　　　5．5　　　　12．2　　　　4．75

．、＿＿2，．a＿．．．、47垂．．＿錨＿一＿其2豊．一．．＿一旦㌧距．．

　　　　　（2．1）　　　　559　　　2．6　　　　　13．0　　　　　5．05

　　　　　　6．1　　　　　　325　　　　4．4　　　　　　11．6　　　　　4．65

＿．．．．Qt1）．＿．．鎚．＿5．監8』．．一＿1ユ，．5．．．．．、．5」＿

　　　　（33．9）　505　4．2　　12．9　　4．86
　　　　　15．8　　　　　338　　　3．8　　　　　12．3　　　　　4．82

．、．．．姻＝4）．．＿一照．．．．生9．．．＿、12．・．4＿＿一与2P旦、

　　　　　38。5　　　　　　564　　　　3．8　　　　　　13．8　　　　　4．70

　　　　　　　　　　　　　　396　　　　3．4　　　　　13．5　　　　　4．82

一一＿一一＿一一r一盤＆一一圭7…一一1a・£一一一一与2！4－

　　　　　　8．1　　　　　　389　　　　3．8　　　　　　13．5　　　　　　4．80

　　　　　13．6　　　　　　447　　　　3．0　　　　　　12．7　　　　　4．70

＿一＿．旦監与．一．．』．．鎚．亀＿．旦t9．＿．．．12r、呂＿．．．、42β旦．

　　　　　　5．8　　　　428　　　3．7　　　　13．5　　　　4．97

．．．．．、∫塑）＿．．、鐙．亀＿、旦㌧Q．．．．．、．些．亀＿．、＿4辺．

　　　　　（7．0）　418　4．3　　13．1　　5．19
　　　　　10．0　　　　　　368　　　　5．3　　　　　　12．8　　　　　4．98

　　　　　　8．3　　　　　　655　　　　6．9　　　　　　12．3　　　　　　5．25
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度は平均で4．41bs，果汁の屈折計示度は12．7％，果汁の

酸度はpH4，95である．これに対し，それぞれ‘豊水’

が4．31bs，12，5％，pH4．72，‘新高段は5．41bs，12．3％，

pH4．97である．本品種は‘新高’と比べて明らかに品

質が優れ，豊水’と比べて果肉硬度，果汁糖度ともに

同等であるが，食味が優れると評価する場所が多い．ま

た，酸味が少ないために‘豊水Pよりも品質が安定して

おり，東北各県においても安定した成績が得られている．

3．適地及び栽培上の留意点

　試作の結果では成熟期が最もおそい山形県立砂丘地

農業試験場では収穫中央日が10月17日となっており，

‘豊水’より1週間程度おそい，しかし，果実品質，収

量ともに他場所に比べて遜色がなく，また，系統適応性

検定試験参加場所の中で最も北に位置する秋田県果樹

試験場天王分場でも果実品質は他の場所と同等の成績

を得ている．一方，九州各県においても　‘豊水’と同等

か，それ以上の果実品質であることから，我が国のニホ

ンナシ産地の全域で栽培が可能であり，本品種本来の特

性を発揮すると期待される．

　系統適応性検定試験において実質的には果実調査を2

力年間しか行っていないので，特性が十分に解明されて

いないことが懸念される．しかしながら，これまでに大

きな問題になりそうな欠点は指摘されていない．試作の

結果では短果枝，えき花芽ともに豊水’，5新高’に比

べて着生が少なく，また，短果枝から中果枝状の枝が発

生する傾向が認められるために，短果枝の維持も容易な

方とはいえないので花芽の確保には注意が必要である．

えき花芽の着生は多くないと評価する場所が多かった

ものの，枝の発生量が多いので整枝，勇定方法を工夫す

ることによって必要量の花芽を確保することが可能で

ある．整枝，勇定にあたっては枝が脆いために折れるこ

とがあるので，着葉期間内の，枝が柔軟な時期に誘引を

実施して曲げ癖をっけておくことが望ましい．なお，果

実肥大が良好であり，試作の結果でも初期収量は　豊水’，

　‘新高’よりも高いので，収量の面で不利になる可能性

は低いと思われる．

　本品種は有てい果の割合が高い点で‘豊水’，5新高’

などと異なっている．有てい果は‘二十世紀’では子花

に結実した果実に多く，このような果実は品質が劣るた

めに嫌われる，しかし，本品種の果実品質にはへたの有

無の間で有意な差異は認められない（Table4）、

　みっ症の発生にっいては報告が1件のみであり，これ

までの調査の結果では大きな障害になっていない．また，

一部の場所で果実に軽度のす入りが認められたとの報

告があり，これらの点にっいては今後も慎重に観察を続

ける必要がある．

摘　　　要

1　酢あきづぎ　は1985年に果樹試験場（現　果樹研究

所）において‘162－29’に一幸水’を交雑して育成した

実生から選抜したやや晩生の赤ナシ品種である．1993

年に一次選抜し，1994年からナシ第6回系統適応性検

定試験に‘ナシ筑波47号　として供試した．その結果，

1998年8月21日付けで6あきづぎ　と命名され，なし

農林19号として登録，公表された．また，2001年10月

18日付けで種苗法に基づき第9401号として品種登録さ

れた．

2　樹勢はやや強く，短果枝，えき花芽ともに着生はや

や少ない．開花期は‘幸水’とほぼ同時期で，‘筑水’

　とは交雑不和合であるが他の主要品種とは和合性で

　ある．豊水’と　‘新高’の間に成熟し，病虫害に対

　しては通常の防除で対応できる．

3　果実は扁円形で平均果重が5009程度と　‘豊水段よ

　り大きいが‘新高汁よりは小さい．果肉は軟らかく，

甘味は6豊水’程度で酸味が僅かにあり，食味は良好

　である．芯腐れ，みっ症などの生理障害の発生は少な

　い．有てい果が多数混在する．

　　　　　　　　引用文献
1）梶浦実，1959．梨新品種「幸水」にっいて，

　／
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2）梶浦実・金戸橘夫・町田裕。小崎格，1967，
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日本ナシの新品

Table4．Effect　of　calyx　retention　on　qualiしy　of‘Akizuki『fnlit（Mean±S．E．），

Fruiしweight（g）　　Flesh　firmness（lbs）　　Sweetness（％〉　　Acidity（pH）

Fruit　wi七h　calyx　　　　　503±37

Fruit　withouL　calyx　　　470±37

t－test　　　　　　　　　　　　　　n，s，z

4．0±0．5

3，7±0．3

n，S，

13．3±0．2

13．7±0．3

nβ，

5．17±0．02

5．12ニヒ0，08

n，S，

＝Notsigniεicant．



20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　果樹研究所報告

　種5新水’にっいて，園試報，A6169－76，

3〉梶浦実・金戸橘夫。町田裕・前田誠・小崎格・田代俊生・岸

　本修・清家金嗣，1974．ニホンナシの新品種・八幸・と　・豊

　水’にっいて．果樹試報．A1：H2．

4）神奈川県立農事試験場．1927．日本梨品種改良成績，pp104．

5）町田裕・梶浦一郎・佐藤義彦・壽和夫・小崎格・清家金嗣・

　金戸橘夫，1984．ニホンナシの新品種・新星・について．果

第1号　2002

　　樹試報，AU19－13．

6）農林水産省農産園芸局果樹花き課．2000．平成10年産果樹栽

　　培状況等調査，

　7）寺井理治・佐藤義彦。齋藤寿広・阿部和幸・壽和夫，1999．

　　ニホンナシの自家不和合性遺伝子（S遺伝子）型の決定に有

　　用なS遺伝子ホモ接合体の同定．果樹試報、32：31・38．






