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ウメ‘開運’

　センター内のウメ品種園には１０４品種、約２００本の梅が植栽されています。‘開運’は

遅咲きの品種で３月上旬に咲き始め、３月中旬に見ごろとなります。花は淡紅色の大輪で花弁

は大きく波打ちます。運を開くということで、人気のある品種です。
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研修リポート　

「果樹の剪定－カキ等－」

日時：平成２７年１２月１５日　９時３０分～１２時３０分

　　　　　　　　　　　　　　１３時３０分～１６時３０分

講師：愛知県尾張農林水産事務所農業改良普及課稲沢駐在室

技　師　　　村　瀬　　亘

　今回は、「果樹の剪定－カキ等－」の研修を紹介します。

　果樹の剪定の研修は、カンキツ類とカキ等を毎年交互に行っており、本年度はカキ等を対

象にした研修でした。

　「マツの手入れ」とともに人気のある研修で、午前・午後いずれもほぼ定員いっぱいの受

講者となり、曇り空ながら暖かい天候に恵まれての開催となりました。

　庭木や果樹を管理するうえで、整枝・剪定は必要不可欠な作業ですので、その技術を習得

したいという方は多いようです。

　講師は、尾張農林水産事務所農業改良普及課稲沢駐在室で、果樹を担当しておられる村瀬

技師です。

　先ずは、雨天実習場で、テキストに基

づいて剪定方法の基礎を学ぶ講義です。

　枝の呼び方の話に続き、果樹剪定の基

本についての説明から始まりました。

　「果樹の剪定で一番大切なことは、樹

の特性を理解することです。特性により

剪定方法は全く異なります。」

　「モモやウメは花芽と葉芽が別々です

ので、枝の途中で切っても残った花芽に

花が咲きますが、カキは枝の先端部分の

芽から伸びた新梢に花が着くことが多い

ので、先端部分を切ってはいけません。」

雨天実習場での講義で果樹剪定の基礎を学ぶ

　剪定の時期については、落葉果樹で

は落葉後の冬季が基本ですが、「カキ

は切口が凍って枯れ込むことがあるの

で、厳冬期の剪定は避けた方がいいで

す。」　

　続いて、具体的な枝の切り方の話に

　 移り、テキストには、切り返し剪定と

間引き剪定の切り方や切った翌年の姿

が図示されています。

　「切り返し剪定は、切ったところか

ら翌年強い枝が出るので、枝を伸ばし

て骨格を作るときに行うもので、果樹

　説明しながら剪定の見本を示す村瀬講師 の場合、基本的に切り返し剪定は行い

ません。枝の本数を減らして樹を落ち
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着けるための間引き剪定が基本です。」

　次に、のこぎりやはさみで枝を切ると

きの位置や角度などの説明があり、剪定

による枯れ込みの進行や切口の乾燥など

の悪影響を防止するための留意点につい

て説明を受け、改めて納得された方も多

かったと思います。

　切る枝の選定では、平行枝、車枝など

とともに徒長枝（立ち枝）について説明

があり、「上向きの枝は養分を引き込む

力が強く枝葉を茂らせますが、良い果実

を着けにくいため剪定します。ただ、側

枝の更新などに利用することもあります。」

　テキストに基づき剪定の基本を学んだ 相談しながら剪定作業を行う受講生

後は、果樹園へ移動して実習です。

　現場では、まず講師が樹の傍らに立ち、それぞれの枝や周囲の状況に応じて、剪定の是非

や理由を説明しながら、剪定の見本を示されました。

　「初めにのこぎりで不要な枝を切り落とした後、はさみで細枝を切り落とします。」

　「太い枝を切ると樹が暴れやすくなり

ます。樹を強くし過ぎず、弱らせず、『

生かさず殺さず』でうまく実を成らせる

ことが大切です。やってみてください」

　受講生はポイントを聞き逃すまいと熱

心に耳を傾けますが、いざ自分で剪定し

ようと思うと、枝ぶりは千差万別で、ど

の枝をどの位置で切ろうか迷ってしまい、

ハサミを入れるのを躊躇してしまいます。

　「現在の枝ぶりや剪定後の状況を想定

して、自分でつぶやきながら作業すると

勉強になりますよ。」

　参加者たちは「俺ならここで切る」と

か「その枝は残した方がいい」などそれ 剪定後の枝ぶり

ぞれの思いを出し合い、相談しながら作

業は進み、次第にすっきりした枝ぶりに変貌していきました。

　実習を終えると、再び雨天実習場へ戻り、質疑応答です。

　ブドウの剪定方法や、カキが熟さずに落果する原因、施肥・根切りの必要性、隔年結果の

解消法などの質問が出ました。

　落果の原因はヘタムシが原因の場合が多く、施肥については弱った様子がなければ必要は

なく、根切りも通常は行わないなどと回答されました。

　また、隔年結果については、結果枝を調整したり、実の数を調整することで解消できる旨

の回答をいただき、午前の研修は終了しました。

　午後は、天気が心配されましたが、何とか研修終了まで持ちこたえ、午前と同様の内容で

無事に終了しました。　皆さん、お疲れ様でした。
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　―調査研究の現場から―

　愛知県植木センターでは、植木生産の効率化、技術の向上などを図るため、調査研

究を行っており、今年度は次の３課題に取り組みました。

　・樹木種子の保存方法及び経年発芽率の調査（Ｈ２４～２７）

　・コニファー類の樹形・樹勢の回復についての調査（Ｈ２５～２７）

　・剪定切口の保護・回復についての調査（Ｈ２６～２８）

　ここでは、今年度で終了する課題のうち「樹木種子の保存方法及び経年発芽率の調

査」について、実施状況を紹介します。

　なお、終了課題の成果については、平成２８年度末に植木センターのＨＰに掲載す

る「植木センター報告」で詳細を紹介する予定です。

樹木種子の保存方法及び経年発芽率の調査(H２４～２７）

1　調査目的

　　近年、緑化木を生産する方法として実生繁殖を利用する生産者が多くなってきま

　した。生産者にとって実生繁殖は苗を大量に生産するには都合がいいのですが，種

　子の確保に苦労することが多いと思います。

　種子採取では、まず良質な形質を持つ採種木（親木）を確保しなければなりません

　し、結実したとしても十分な量ではないかもしれません。また、採種時期が早けれ

　ば未熟により発芽力が低下し、遅ければ野鳥に食われてなくなるか落下して病虫害

　の加害を受けるかもしれません。さらに、高所での採種作業は危険を伴う場合もあ

　ります。これらを乗り越えなければ種子採種はできません。

　この対策として、採種した種子を保存し翌秋のは種用として使うことができれば、

　採りまきと合わせて２年分の種子採取が１回で済み、省コストで計画的かつ安定的

　な植木生産の一助となります。この種子の保存方法について調査しています。

２　調査方法

　　採りまきした種子と、ほぼ１年間低温保存後には種した種子の発芽状況を比較検

　　討しており、現在とりまとめ中です。

定温器保存

冷蔵庫保存

区分 水分量 温度設定

低温乾燥処理 砂200ｃｃ：水道水なし ２度ｃ

低温湿層処理　わずかな水分 砂200ｃｃ：水道水10ｃｃ ２度ｃ

低温湿層処理　適当な水分 砂200ｃｃ：水道水30ｃｃ ２度ｃ

区分 水分量 庫内温度

低温乾燥処理 砂200ｃｃ：水道水なし 平均4～6度ｃ

低温湿層処理　わずかな水分 砂200ｃｃ：水道水１0ｃｃ 平均4～6度ｃ

低温湿層処理　適当な水分 砂200ｃｃ：水道水３0ｃｃ 平均4～6度ｃ
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３　調査の経緯

４　調査状況

　　　　　　　は種状況 　　　種子保存に使った川砂の水分条件

　　　　定温器での保存状況 　　　　保存中に発芽したハクウンボク

　　　採りまき（対照区）トサミズキ、ハクウンボク 　　　左；定温器保存　　　右；冷蔵庫保存
    ユズリハの保存種子発芽状況　26.3.14

　　　採りまき種子の管理状況 　　保存種子の管理状況

年

月 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12 1～3 4～6 7～9 10～12

種子採取　　採りまき

採りまき発芽調査

種子保存

保存種子は種

保存種子発芽調査

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
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トピックス　「緑化木生産４０年の推移」

　愛知県では、毎年、調査員による聞き取りや市町村の協力を得て、緑化木の生産状況を調
査し公表しています。
　調査は昭和５０年から行われており、４０年が経過しましたので、この間の記録を整理し
て、その動向をまとめてみました。
　現在の調査は、生産戸数、生産面積、生産本数、出荷本数について行われておりますが、
ここでは出荷本数の推移に着目して、生産状況の傾向を探ってみたいと思います。
　なお、長年の間に調査対象樹種や区分方法などが変化していますが、現行調査の区分に
合わせて集計して推移を表していますので、ご承知いただきたいと思います。
　全体の出荷本数については、図－１及び図－２のとおりで、昭和５０年代は若干の増減は
あるもののほぼ横ばい傾向が続き、その後増加に転じましたが、平成３、４年頃をピークに
減少に転じ、現在に至っています。
　昭和３０～４０年代の記録はありませんが、おそらく日本経済の高度成長と相まって、公
共土木事業や緑化ブームによる膨大な需要に応えるための出荷が続いていたものと推測され
ます。
　昭和４０年代終盤からの日本経済は、安定成長期に入り、やがてバブル経済期を迎えまし
たが、平成３年のバブル崩壊以降は経済停滞期と呼ばれ、好不況をくりかえして現在に至っ
ております。
　こうした日本経済の動きに呼応するように、バブル崩壊以降、緑化木生産は減少傾向が続
いています。

図－１

図－２ 図－３

　緑化木の区分毎に増減の傾向を見ると、図－３のとおりで、昭和５０～５４年の平均を
１００とした指数で、低木性樹木と常緑広葉樹は大きく増加した後、減少に転じ、針葉樹と
落葉広葉樹は調査開始以降、現在まで減少傾向が続いています。
　低木の増加は、バブル経済期における道路・公園等の整備や団地の造成など公共需要の増
加に呼応したものと思われます。
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　次に区分毎に主要な樹種の動向を見てみます。
　針葉樹では、マキ類やカイヅカイブキが安定した出荷量を維持していますが、クロマツと
ヒマラヤスギは大幅に減少しています。（図－４）
　マキ類は昭和５８年まで針葉樹類と生垣用に区分されていましたが、ここでは現行の区分
に合わせ、合算して針葉樹に区分しました。
　当植木センターで春・秋に実施している植木市場の取引数量の調査では、カイヅカイブキ
は近年著しく減少していますが、生産状況調査では５００千本程度で推移しています。
　クロマツは、調査開始以降、平成３年まで大きく減少し、以降も漸減傾向が続いています。

図－４

　常緑広葉樹では、サザンカが昭和５０年代終盤から常緑広葉樹全体の半数前後を占めてお
り、平成５年以降減少傾向にあるものの、近年も大きなウェイトを占めています。（図－５）
　ちなみに、昭和５７年に発売されて大ヒットした「さざんかの宿」は、少なからず、その
後の需要を後押ししたものと思われます。
　カシ・シイ類は、平成４年以降１，０００千本前後を維持してきましたが、近年は減少傾
向にあります。
　また、昭和５８年まで生垣物に区分されていたカナメモチは、昭和５９年から調査の対象
から外れ、レッドロビンが平成１３年から調査対象になっています。

図－５

　落葉広葉樹は、調査開始以降、大きなウェイトを占めていたカエデ類の‘苗木’の出荷本
数が急激に減少したため、落葉広葉樹全体の出荷本数を押し下げましたが、平成以降は安定
した出荷が続いています。（図－６）
　コブシ類とハナミズキは昭和５９年から調査対象に加えられ、安定した出荷が続いていま
す。
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図－６

　低木性樹木では、平成５年から調査対象に加えられたアベリアは減少傾向にあるものの大
きなウェイトを占めています。（図－７）
　同じく平成５年から対象に加えられたカンツバキは、平成２０年以降４００千本を超える
出荷を維持しています。
　昭和５４～５６年に出荷が突出したツゲ類は、昭和５８年までは常緑広葉樹と株・玉物に
区分されていましたが、５９年からは低木性樹木のツゲ類に区分されており、その影響で昭
和末期に大きく増加したと思われます。
　植木市場の調査で、株・玉物の大半を占めるサツキ・ツツジは、生産状況調査ではウェイ
トは低く、近年は減少傾向にあります。

図－７

　以上、４０年間の出荷本数の推移をごく簡単にまとめてみましたが、グラフで明らかなよ
うに前半の２０年は多くの樹種で大きな増減が見られますが、後半の２０年はほとんどの樹
種で緩やかな減少傾向が続いています。
　今後の需要の動向について容易に推測はできませんが、経済の活性化による公共需要の増
大や景気の拡大による個人消費の増大などに期待し、生産技術を始めとした生産体制が継承
されることを願うところです。

千本

千本

8



緑化木の主要害虫　№12

　ツゲノメイガ
チョウ目（鱗翅目）ツトガ科

若齢幼虫による食害 H23.7.26 セイヨウツゲ 中・老齢幼虫による食害 H22.7.28 セイヨウツゲ 老齢幼虫 H23.4.22 セイヨウツゲ
（体長5㎜）

１．発生樹種

　ツゲ、イヌツゲ、セイヨウツゲ

２．害虫の特徴（発生時期、形態等）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

生垣の被害状況 H22.8.9 セイヨウツゲ

　３月上旬から若齢幼虫が出現し、中・下旬には30㎜を越える老齢幼虫も混在するようになります。
　年3～4回の発生とされますが、幼虫が出現する全期間で若齢から老齢までの幼虫が混在するため、正確
な発生回数は把握できません。
　老齢幼虫は、体長35㎜に達し、頭部は光沢のある黒色、胴部は全体黄緑色で暗褐色の縦線や黒点が連続
します。

３．被害の特徴

　若齢幼虫は、新葉を重ねるように綴って、葉の表皮と葉肉を食害するため、葉は白くかすれ状になり、
よく目立ちます。少し成長すると新梢や新葉に糸を張って巣を作り、体を乗り出して葉を食害しますが、
気配を感じるとすばやく隠れます。摂食量は多く、多発すると葉は食べ尽くされて丸坊主になります。

４．対策

　若齢～老齢の幼虫が混在していることが多く、発生時期の特定が難しいので、若齢幼虫の食害による白
くかすれた葉が目立つようになったら、直ちに薬剤散布をします。
　ツゲ類は枝が密生しており、薬液がかかりにくいので、内部まで念入りに散布することが大切です。

《お知らせ》
　愛知県植木センターは、従来(一社)愛知県農林公社が指定管理者として管理・運営を行ってまいりまし
たが、平成２８年４月１日からは（公財）愛知県林業振興基金が新たな指定管理者として業務を引き継ぐ
こととなりました。
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