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発育予測による四倍体無核ブドウ‘あづましずく’の成熟特性の解明
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Abstract
Development prediction models using meteorological data were created to examine the maturation characteristics of the tet-

raploid seedless grape ‘Azumashizuku’. °Brix at the full harvest time was estimated using a multiple regression equation with 
high-level significance. The predictors of the multiple regression equation were the accumulated actual sunlight duration in the 
maturation stage and yield. A significant correlation was found between the tartaric acid content at full harvest and the average 
temperature 3 to 17 days after the start of coloring. The day the sugar/acid ratio would reach 35 was predicted by the nonpara-
metric DVR method using solar radiation; the predictive accuracy is high. It showed that solar radiation had an important impact 
on the maturation of ‘Azumashizuku’ after the beginning of coloration.
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緒　　言

‘あづましずく’は，福島県農業総合センター果樹研究

所（旧福島県果樹試験場）で育成された四倍体無核品種で

ある（佐藤ら，2004）．‘あづましずく’は，1 回のジベレ

リン処理で無核化‘巨峰’と同等以上の大粒化が図られる

ことに加え，無核化‘デラウエア’より収穫期が早い極早

生品種である．葉は大型で 1 葉当たり葉面積は‘巨峰’の

2 倍以上で最大 1,000 cm2 に及ぶ（佐藤ら，2008a）．‘あづ

ましずく’の成熟日数は約 65 日であり，短期間のうちに

収穫期を迎えることから，品種特性に応じた栽培管理技術

を確立するためには，発芽から成熟までの発育特性を解明

することが必要である．ブドウでは，気象要因と発育の関

係，すなわちフェノロジー（生物季節）を理解することが，

植栽予定地の適地性を判断するうえで重要である．併せて，

品種ごとのフェノロジーに関する情報は植栽地での生産性

を推定するうえでも有用である．ブドウのフェノロジーと

しては発芽期，開花期，ベレゾーン期（着色開始期）およ

び収穫期が最も重要な発育区分である（Gregory・Robert, 
2000）．前報（佐藤・竹澤，2014）において，‘あづましず

く’の発芽期，開花期および着色開始期については気温に

より実用的な予測が可能であることを報告した．‘あづま

しずく’の収穫期は，育成地ではお盆と重なり，販売価格

は盆前後で 1.5 倍程度の開きがある．このような販売事情

から，盆前出荷が望まれるが，食味の伴わない果実を出荷

するリスクが高まる．食味を考慮した収穫適期を予測でき

れば，不良食味果実販売を避けるリスク管理が可能となる．

ブドウの食味を反映した収穫期判定指標としては糖度，酒

石酸および糖酸比がある．Morris ら（1980）は糖度 16°達
成日を指標として‘Concord’の積算気温による収穫期予

測を試みたが，生育日数（満開後日数）による予測より誤

差が大きく，酒石酸および着色を指標とした場合は糖度よ

りさらに誤差が大きかったとしている．

本報告では自根の‘あづましずく’原木を供試し，パラ

メトリックおよびノンパラメトリック回帰法により気象要

因と糖度，酒石酸および糖酸比を指標として‘あづましずく’

の成熟特性および収穫期予測法を検討したので報告する．
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材料および方法

1．気象要因による収穫期の予測

福島県福島市飯坂町の福島県農業総合センター果樹研究

所（以下，果樹研究所）育種ほ場に植栽された‘あづまし

ずく’原木 7 年生（2000 年次）を供試し，2000 年から，

着色開始 7 日後より 5 ～ 8 日間隔で 4 ～ 5 果房を無作為に

採取し成熟調査を行った．果皮色は各果房 10 粒を抽出し，

‘巨峰’用カラーチャートにより調査した．また，各果房

15 果粒を併せて果汁を搾汁し，果汁の酒石酸および可溶

性固形物含量（以下，糖度）を測定した．酒石酸は 0.1N
水酸化ナトリウム液にて pH 7.8（白石ら，2002）を終点と

した中和滴定値から酒石酸に換算した．糖度は糖度計

（PR-1，ATAGO）で測定した．糖度を酒石酸で除して糖酸

比を算出した．2000 年には果汁を 0.45 µm フィルター

（Advantec）でろ過し，ブロムチモールブルー（以下，BTB）
法を用いた HPLC（Gulliver Series，日本分光）による有機

酸分析に供した．すなわち，3 mM 過塩素酸を移動相とし

て強酸性陽イオン交換樹脂カラム（Shodex RSpack KC811，
カラム温度 60°C，昭和電工）により分離後，15 mM リン

酸水素ナトリウム水溶液を緩衝液として 0.2 mMBTB 液に

混合発色し，UV 検出器（Gulliver UV970，波長 445 nm，

日本分光）にて測光するポストカラム発色法により有機酸

含量（クエン酸，酒石酸およびリンゴ酸）を測定した．有

機酸は着色開始 7 日後より 5 ～ 8 日間隔で，着色開始後 35
日まで経時的に 5 回測定した．滴定による酒石酸の測定は

2001 年から開始した．収穫は，無作為採取した 4 ～ 5 果

房の 15 粒平均糖度が 16.0°を超えた日以降の最初の収穫

日を収穫開始期とし，以後 3 ～ 5 日おきに 10 粒の平均着

色指数が 8 以上の果房を対象とし，樹冠外周部から内部に

向けて 4，5 回に分けて収穫した．果実の収穫率が 50％を

超えた日を収穫盛期とした．

5 月中下旬に結果母枝先端の 2 結果枝を対象に無作為抽

出した 60 結果枝にラベリングし，他の結果枝と同様の着

房管理を行った．すなわち，結果枝当たり 1 花穂に摘穂，

花穂整形後，満開期に摘心し，満開後 5 ～ 10 日にジベレ

リン 50 ppm の 1 回単用処理を加えた．ジベレリン処理後

10 日より摘粒を行い，7 月初旬に被袋した．収穫盛期と見

込まれる収穫日に着果しているラベリングした結果枝の果

房を一斉収穫し，任意の約 20 ～ 40 果房を果実品質調査に

供した．

2001 ～ 2008 年の 8 か年の調査データを用い，有効積算

温度法およびノンパラメトリック回帰法を用いた DVR 法

（以下，ノンパラメトリック DVR 法）を用いて，着色開

始期を起算日として収穫盛期および糖酸比 35 到達日の予

測精度を比較した．併せて，着色開始日から盛期および糖

酸比 35 到達日までの日数とその期間の降雨日数との関係

を回帰分析により検証した．有効積算温度法の発育零点は

0 および 10°C（Morris ら，1980）とし，積算期間は起算日

から収穫盛期および糖酸比 35 到達日までとした．また，

2000 ～ 2008 年の 9 か年の調査データを用い，満開後 14
および 30 ～ 35 日の積算温度と満開期からの収穫盛期およ

び糖酸比 35 到達日までの日数との関係を回帰分析により

検証した．糖酸比は年ごとに着色開始期を起算日とする成

熟日数との単回帰式を求め，回帰式により各年の糖酸比

35 に達した日を推定した．ノンパラメトリック DVR 法に

よる推定は起算日から収穫盛期および糖酸比 35 到達日ま

での毎日の日平均気温，全天日射量および降水量を説明変

数とし，複数の気象要因による予測も含めて検討した．複

数要因によるノンパラメトリック DVR 法では加法モデル

により解析した．ノンパラメトリック DVR 関数の計算は

対話型ノンパラメトリック DVR 法プログラム（竹澤，

2002）を用いた．‘あづましずく’の兄弟品種‘ふくしずく’

（佐藤ら，2008b）原木（‘あづましずく’と同一樹齢）を

供試し，‘あづましずく’と同様の方法で 2006 ～ 2013 年

の糖酸比 30 到達日を求め，糖酸比 30 到達日を指標とした

成熟予測法について回帰分析およびノンパラメトリック

DVR 法により解析した．回帰分析ではベレゾーンから糖

酸比 30 到達日までの日数を目的変数とし，満開後 14 およ

び 30 ～ 35 日の平均気温，ベレゾーン開始後 2 ～ 20 日の

平均気温およびベレゾーンから糖酸比 30 到達日までの降

雨日数を説明変数とした．

ここで解析に用いた有効積算温度法およびノンパラメト

リック DVR 法は以下の式によるものである．

有効積算温度法

K = 

( )k
1 P O /ki ii= −∑  

 
 

( )D
01 T Tii= −∑  

 

( )M
1DVR Eii=∑  

 
( )0T Ti−∑  

K；発育ステージに達するのに必要な積算温度

D；

( )k
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1DVR Eii=∑  

 
( )0T Ti−∑  が K を超える日

T0；発育零点

有効積算温度法の式から

DVR(Ti) = Ti/K - T0/K
DVR(Ti)；平均気温 Ti の発育速度

ノンパラメトリック DVR 法は，予測しようとする生育期

の予測日を D 日とすると

DVI(M) = 

( )k
1 P O /ki ii= −∑  

 
 

( )D
1 T Ti 0i= −∑  

 

( )M
1DVR Eii=∑  

 
( )T Ti 0−∑  

DVI(D) = 1
DVI(M)；M 日目における発育指数（Developmental Index）
DVR(Ei)；i 日目における日平均気温や降水量などの環境

条件による発育速度（Developmental Rate）関数

加法モデルは DVR を 2 つの気象要因の DVR の和とし

たモデルである．すなわち

DVR(Ei) = DVR1(E1) + DVR2(E2)
として定義される予測関数 DVR(Ei) による予測法である．

ノンパラメトリック DVR 法は環境条件の測定値からノ

ンパラメトリック回帰法により，DVR(Ei) を求める手法で

ある．ノンパラメトリック回帰法は予測関数を滑らかにす

る制約条件のもとに予測誤差を最小にするアルゴリズムに

よる解析法である．対話型ノンパラメトリック DVR 法プ
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ログラム（竹澤，2002）は，平滑化スプライン法に 3 次の

B- スプラインを適用して開発されたプログラムである（竹

澤，2003）．予測の評価は以下の式で表わされる予測日と

実測日の差の平均二乗偏差（RMSE）を予測誤差とした．

予測誤差 = ( )2k
1 P O /k= −∑ i ii  

 
 

( )D
01 T Tii= −∑  

 

( )M
1DVR Eii=∑  

 
( )0T Ti−∑  

k；調査年数

Pi；i 年における予測日，クロスバリデーション法では

i 年を除いた回帰式による i 年の予測日

Oi；i 年における実測日

対話型ノンパラメトリック DVR 法ではクロスバリデー

ション法による予測誤差により関数を決定している．

予測誤差が観測日の標準偏差よりも小さく，調査期間に

おける最大予測誤差が 4 日以内の場合を実用的な予測法と

して判定した．

気象データは日平均気温および降水量は果樹研究所，全

天日射量は果樹研究所から 7.5 km 離れた福島気象台の福

島地点における観測値を用いた．

2．気象要因および収量と糖度および酒石酸の関係

果樹研究所育種ほ場に植栽された‘あづましずく’原木

7 年生を供試した調査 1 の 2000 ～ 2008 年の成熟調査デー

タを用いて着色開始期から収穫盛期までの成熟期間の気象

要因（日平均気温，降水量，日照時間および全天日射量）

の積算値と収穫盛期の糖度，酒石酸および糖酸比との関係

を単回帰分析により解析した．回帰式の予測誤差はクロス

バリデーション法によって決定した．酒石酸については，

2001 ～ 2008 年のデータを用いてベレゾーン後 2 ～ 20 日

までの平均気温との回帰分析を行った．

また，2005 ～ 2012 年の成熟調査データを用いて収穫盛

期の糖度と 10 a 当たり収量および積算日照時間による重

回帰分析を行った．収量は，投影法により原木の樹冠を三

角形の集合体として測定し，ヘロンの公式を用いて三角形

の面積を算出，その総和に 0.8 を乗じて（結果部占有率を

80％とした）結果部樹冠面積とした．原木の収量と結果部

樹冠面積から 10 a 当たりの収量を求めた．

果樹研究所育種ほ場に植栽された‘あづましずく’の兄

弟品種‘ふくしずく’（佐藤ら，2008b）原木 13 年生（2006
年次）を供試し，‘あづましずく’と同様の成熟調査デー

タを用いて，2006 ～ 2012 年の収穫盛期の糖度と 10 a 当た

り収量および積算日照時間による重回帰分析を行った．ま

た，酒石酸と，ベレゾーン後 2 ～ 20 日までの平均気温と

の回帰分析を行った．供試樹の‘ふくしずく’原木は自然

形 V 字長梢剪定仕立てとし，果実は満開後 5 日にジベレ

リン単用 100 ppm の 1 回処理を加えた．花穂整形は花穂上

部第 2 ～ 6 支梗から 1 または 2 支梗を残して切除する支梗

利用方式とし，無摘粒とした．7 月初旬に被袋した．5 月

上中旬に窒素成分で 10 a 当たり 3 ～ 5 kg として硝酸カル

シウム肥料（NO3-N：14.0％）を施用した．

3．糖酸比 35 到達日予測モデルの検証

2009 ～ 2013 年の 5 か年について，2001 ～ 2008 年のデー

タで得られた糖酸比 35 到達日のノンパラメトリック DVR
予測モデルおよび降雨日数との回帰式による予測値と実測

日を比較した．

結　　果

1．気象要因による収穫期の予測

‘あづましずく‘の着色開始日を起点とした収穫盛期ま

での生育日数は，着色開始日を起点とした糖酸比 35 到達

日までの生育日数と比較すると，2002 および 2004 年が 4
日，2003 年は 9 日ずれた．2001 ～ 2008 年の 9 か年平均で

は糖酸比 35 到達日が収穫盛期の約 1 日遅れであった（第

1 表）．

着色開始日から収穫盛期までの生育日数は，この期間の

積算温度および 10°C 以上の有効積算温度による予測では，

いずれも観測日の標準偏差よりも大きく，調査期間におけ

る最大予測誤差は 4 日以上であった（第 1 表）．満開日か

ら収穫盛期までの生育日数を目的変数とし満開から満開後

14 および 30 ～ 35 日までの積算温度を説明変数とする単

回帰分析では満開から満開後 32 ～ 35 日までの積算温度と

第 1 表　積算気温およびノンパラメトリック DVR 法による‘あづましずく’収穫盛期および糖酸比 35 到達日予測精度の比較

調査年

生育日数 収穫盛期の誤差 z 糖酸比 35 到達日の誤差

満開～ 
盛期

着色開始～ 
盛期

着色開始～ 
糖酸比 35

積算 
温度 x

10°C 有効 
積算 w

気温 
DVR

気温 +  
降水量 DVR

日射量 
DVR

積算 
温度

10°C 有効 
積算

気温 
DVR

気温 +  
降水量 DVR

日射量 +  
降水量 DVR

日射量 
DVR

2001 64 25 23 -4 -4  3  0  3 -5 -5 26  1  1  4
2002 69 28 24 -2  3  0 -1  0 -2 -1  0  0  0  1
2003 71 29 38 -3 -6 -1 -1  0  7  4  1 -1  1  2
2004 69 34 30  7  7 -6 -2 -6  3  4 -4 -1 -1 -3
2005 64 29 32  2  2 -1  0 -1  5  4 -4 -1  1  0
2006 66 30 32  3  3 -2  0 -2 -6 -6 -4  0 -3 -3
2007 62 23 24 -5 -5  5  3  5 -3 -1  3  1  1  3
2008 61 26 27 -2 -2  2  2  2 -1 -1 -6  1  3  2

平均 65.8 28.0 28.8
 標準偏差  3.6  3.4  5.2
 予測誤差 y 3.9 4.4 3.2 1.3 3.2 4.4 3.7 9.8 0.9 1.7 2.5

z 予測日―観測日，着色開始日から収穫盛期までの日数または糖酸比 35 到達日までの日数を予測した
y 2001 ～ 2008 年の期間の予測日と観測日の差の平均二乗偏差（RMSE）
x 着色開始日から収穫盛期または糖酸比 35 到達日までの期間の日平均気温の積算温度
w 着色開始期から収穫盛期または糖酸比 30 到達日までの期間の 10°C 以上の日平均気温の積算温度
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は有意な相関が得られたが，相関係数は 0.7 以下で低かっ

た．満開から糖酸比 35 到達日では有意な相関は認められ

なかった（第 2 表）．次に，着色開始日から糖酸比 35 到達

日までの日数は，この期間の積算温度および 10°C 以上の

有効積算温度による予測では予測の最大誤差が 6 日以上で

あった（第 1 表）．また，着色開始日から糖酸比 35 到達日

までの生育日数の満開から満開後 33 日までの積算温度に

よる予測では最大誤差は 10 日であった（第 3 表）．

一方，ノンパラメトリック DVR 法ではいずれの予測日

も最大誤差 4 日以下の予測モデルが得られた．収穫盛期で

は気温と降水量の加法モデルでのみ最大予測誤差 3 日以下

の予測関数が得られた（第 1 表）．糖酸比 35 到達日の予測

では日射量単独および気温および日射量と降水量の加法モ

デルで実用的な予測モデルが得られ（第 1，2，3 図），特

に気温と降水量の加法モデルで予測精度が高かった（第 1
表）．降水量との加法モデルでの気温 DVR 関数は，単一

第 2 表　満開後 14 および 30 ～ 35 日の積算温度と‘あづましずく’の満開から収穫盛期および糖酸比 35 到達日までの日数との

相関

観測日
積算温度

満開後日数 14 30 31 32 33 34 35

収穫盛期
相関係数 -0.045z -0.614 -0.654 -0.685 -0.696 -0.693 -0.690

有意性 nsy ns ns * * * *

糖酸比 35 
到達日

相関係数  0.443 -0.145 -0.216 -0.276 -0.323 -0.336 -0.339

有意性 ns ns ns ns ns ns ns
z 2000 ～ 2008 年の期間のデータを用いた単回帰分析の相関係数
y ns,* 回帰の分散分析により有意性棄却および危険率 5％で有意

第 3 表　‘あづましずく’における糖酸比 35 到達日の予測精度の検証

起点 予測モデル
予測根拠 
気象要因

DVR，回帰式 
算出期間 
（年）

誤差 z（日） 
調査年（年） 標準偏差 

（日）

予測誤差 y 

（日）
2009 2010 2011 2012 2013

着色開始 ノンパラメトリック 
DVR 法

気温・降水量 2001 ～ 2008 0 0 7 7 9 6.0
日射量・降水量 1 0 0 1 7 3.2
日射量 -1 0 0 2 1 1.1

単回帰式 降雨日数 x 3 0 4 -3 5 3.1
満開後 33 日積算温度 -10 5 -1 6 -1 5.4

着色開始から糖酸比 35 到達所要日数 35 21 29 23 31 5.8
z 予測日―観測日，着色開始日から糖酸比 35 到達日までの日数を予測した
y 2009 ～ 2013 年の期間の予測日と観測日の差の平均二乗偏差（RMSE）
x 着色開始日から糖酸比 35 到達日までの期間の降雨日数

第 1 図　降水量との加法モデルによる‘あづましずく’の糖

酸比 35 到達日予測の気温 DVR 関数
z  調査期間（2001 ～ 2008 年）における着色開始日から

糖酸比 35 到達日までの累積頻度
y 発育速度

第 2 図　降水量との加法モデルおよび単独モデルによる‘あづ

ましずく’の糖酸比 35 到達日予測の日射量 DVR 関数
z  調査期間（2001 ～ 2008 年）における着色開始日から

糖酸比 35 到達日までの累積頻度
y 発育速度
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の直線に近似した（第 1 図）．日射量 DVR 関数は降水量

との加法モデルでは単一の直線に近似し，日射量単独の

DVR 関数は 10 ～ 12 MJ・m-2 付近で変曲点を有する増加

曲線に近似した（第 2 図）．降水量 DVR 関数では，気温

および日射量いずれの加法モデルでも単調曲線に近似し，

気温加法モデルでは 30.9 mm，日射量加法モデルでは

14.4 mm 以上で DVR 値はマイナスとなった（第 3 図）．

次に，成熟期間と降雨日数との関係は，着色開始期から

収穫盛期までの期間は降雨日数と有意な相関は認められな

かったが，糖酸比 35 到達日までの日数では降雨日数と有

意な相関が認められた（データ略）．降雨日との回帰式は

y = 1.02x + 16.29（R2 = 0.582 p = 0.0003，R2 は自由度調整

済みの値，以下同じ）で 1 回の降雨で 1 日糖酸比 35 到達

日が遅延することを示した．

‘ふくしずく’の糖酸比 30 到達日はベレゾーン後 9 日以

降の平均気温と有意な相関が認められ，寄与率はベレゾー

ン後 16 日までの平均気温で最大であった（y = -2.43x + 
97.90，R2 = 0.755，p = 0.0032）．クロスバリデーション法

による予測誤差は 3.3 日で成熟日数の標準偏差 5.3 日より

小さかったが最大誤差は 5 日であった．また，糖酸比 30
到達日までの降雨日数と有意な相関が認められたが（y = 
0.74x + 27.25，R2 = 0.632，p = 0.011），クロスバリデーショ

ン法による予測誤差は 4.1 日，最大誤差は 8 日であった．

ノンパラメトリック DVR 法では気温で最大誤差 4 日以内

の予測 DVR 関数が得られ，予測誤差は 2.5 日であった（第

4 表）．気温 DVR 関数は 16.5°C を発育零点とする直線的

形状を示した（第 4 図）．

2．気象要因および収量と糖度および酒石酸の関係

‘あづましずく’の糖度の増加および酒石酸の減少は，

ロジステック曲線および指数関数に近似した形状を示した

（第 5，6 図）．これに対し，糖酸比の増加は直線回帰での

相関が極めて高かった（第 5 表）．果汁中有機酸濃度は着

色開始後 7 日の時点ではリンゴ酸が酒石酸より高かった

が，その後 7 日間で急減した．酒石酸は緩やかに減少した．

酒石酸／リンゴ酸（β比）は成熟に伴って増加した（第7図）．

酒石酸および糖酸比は，着色開始期から収穫盛期までの

第 3 図　気温および日射量との加法モデルによる‘あづまし

ずく’の糖酸比 35 到達日予測降水量 DVR 関数
z  調査期間（2001 ～ 2008 年）における着色開始日から

糖酸比 35 到達日までの累積頻度
y  発育速度

第 4 図　単独モデルによる‘ふくしずく’の糖酸比 30 到達日

予測気温 DVR 関数
z  調査期間（2006 ～ 2013 年）における着色開始日から

糖酸比 30 到達日までの累積頻度
y 発育速度

第 5 図　‘あづましずく’果汁中糖度 z の経時的推移
z  無作為採取した 4，5 果房から抽出した 15 粒合わせ

た搾汁液を測定した

第 6 図　‘あづましずく’果汁中酒石酸 z の経時的推移
z  第 5 図の糖度測定と同一の果汁を供試し，0.1N 水酸

化ナトリウム液による中和滴定値から換算した
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期間の日平均気温，降水量，日照時間および全天日射量の

積算値との間には有意な相関関係は認められなかったが，

糖度は降水量と負の有意な相関が認められ（y = 18.67 - 
0.010x，R2 = 0.55 p = 0.02），予測誤差は 0.7°であった（第

6 表）．また，2008 年を除き日照時間とは正の有意な相関

が認められ（y = 0.017x + 14.79，R2 = 0.58 p = 0.02），予測

誤差は 0.5°であった（第 6 表）．酒石酸は着色開始日から

3 ～ 17 日間の平均気温との有意な相関が認められた（第 8
図）．着色開始日から 7 日の平均気温の予測誤差は 0.05％
であった（第 6 表）．また，糖度は収量と成熟期（着色開

始期から収穫盛期）の積算日照時間による有意な重回帰式

が得られた（第 9 図）．なお，2005 ～ 2012 年の供試樹の

第 4 表　ベレゾーン後 16 日間の平均気温，成熟期間の降雨日

数およびノンパラメトリック DVR 法による‘ふくし

ずく’糖酸比 30 到達日の予測精度の比較

調査年

生育日数 糖酸比 30 到達日の誤差 z

ベレゾーン 
～糖酸比 30

ベレゾーン 
後 16 日 

平均気温 x

降雨 
日数 w

気温 
DVR

日射量

DVR

2006 43  1 -5 -4 -4
2007 41  1 -1 -4 -5
2008 41 -4 -1  2  6
2009 42 -4  1  1  1
2010 28  5  8  1  5
2011 40  0  4  3 -1
2012 33  3 -5  2  1
2013 42  4 -1 -1 -2

標準偏差 5.3
予測誤差 y 3.3 4.1 2.5 3.6

z 予測日―観測日，ベレゾーンから糖酸比 30 到達日までの

日数を予測した
y 2006 ～ 2013 年の期間の予測日と観測日の差の平均二乗偏

差（RMSE）
x ベレゾーンから 16 日までの期間の平均気温
w ベレゾーンから糖酸比 30 到達日までの期間の降雨日数

第 5 表　‘あづましずく’の着色開始後日数による糖酸比の回

帰式

調査年度 回帰式 相関係数 調査回数

2001 y = 1.40x + 3.33 0.998**z 4
2002 y = 1.94x - 11.7 0.996** 4
2003 y = 0.99x - 2.32 0.997*** 6
2004 y = 1.39x - 7.01 0.999*** 5
2005 y = 1.28x - 5.95 0.997*** 5
2006 y = 1.30x - 6.43 0.999** 4
2007 y = 1.83x - 9.66 0.994** 4
2008 y = 1.59x - 7.81 0.981*** 6

z ***，**，回帰の分散分析により危険率 0.1，1％で有意

第 7 図　‘あづましずく’果汁中有機酸 z の経時的推移
z  2000 年に，無作為採取した 4 果房から抽出した 15 粒

合わせた搾汁液を測定した

第 6 表　クロスバリデーション法による成熟期の気温，降水

量および日照時間による‘あづましずく’の糖度およ

び酒石酸の予測精度

調査年

糖度 
観測値 

（°Brix）

誤差 z
酒石酸 
観測値 
（％）

誤差

積算 
降水量 x

積算 
日照時間

着色開始後 
7 日平均気温

2000 16.4  0.7  0.4 ― ―
2001 17.7  0.1 -0.5 0.37  0.11
2002 17.6  1.3  0.2 0.43 -0.08
2003 16.0  0.3 -0.1 0.60  0.14
2004 17.7 -0.8  0.7 0.50  0.00
2005 16.4  0.4  0.7 0.49  0.00
2006 17.7  0.1 -0.5 0.60 -0.07
2007 18.2 -0.6 -0.8 0.50 -0.03
2008 18.6 -1.0 ― 0.46 -0.01

標準偏差  0.9 0.08
予測誤差 y  0.7  0.5  0.05

z 予測値―観測値，収穫盛期の糖度または酒石酸を予測した
y 予測値と観測値の差の平均二乗偏差（RMSE）
x  着色開始日から収穫盛期までの期間の降水量または日照時

間の積算値

第 8 図　ベレゾーン後の平均温度と収穫盛期の酒石酸との相関 z

z  ベレゾーン後 2 ～ 19 日の期間の単回帰分析結果を示

した
y  ns,* 回帰の分散分析で回帰性棄却および危険率 5％で

有意

調査期間は 2001 ～ 2008 年
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樹齢は 12 ～ 19 年生で，結果部樹冠面積は 108.1 ～ 138.4 m2

の範囲であった．また，1 m2 当たりの収穫果房数は 1.8 ～

3.4 果房であった．

‘ふくしずく’の糖度，酒石酸および糖酸比は‘あづま

しずく’と同様の経時的推移を示した．糖度は，収量と成

熟期間の積算日照時間による有意な重回帰式は得られな

かった．酒石酸は，着色開始日から 5 ～ 14 日間の平均気

温との有意な相関が認められた（第 8 図）．

3．糖酸比 35 到達日予測モデルの検証

‘あづましずく’の糖酸比 35 到達日は，気温と降水量の

加法モデルでは 2011 年以降は 7 日以上の誤差であった．

また，日射量と降水量加法モデルは 2013 年で 7 日の誤差

であった．これに対し日射量モデルでは 5 か年ともに 2 日

以内の誤差であった．また，降雨日数による予測では

2013 年で 5 日の誤差であった（第 3 表）．

考　　察

杉浦ら（1995）はナシの収穫期は開花後 33 日の平均気

温で予測できるとしている．根津・藤巻（1999）はモモで

は満開後 30 日の積算温度で収穫期予測ができると報告し

ている．しかし，本報では‘あづましずく’および‘ふく

しずく’においては，満開後 30 ～ 35 日の積算温度と収穫

盛期および糖酸比 35 到達日との有意な相関は認められな

かった．また，ブドウ果粒の内壁細胞の分裂期に相当する

と見込まれる満開後 14 日までの積算気温と成熟日数間で

も無相関であった．このことから，ジベレリン処理単用 1
回処理‘あづましずく’の成熟期は幼果期の細胞分裂数へ

の依存度は少ないと考えられた．

食味を伴った収穫期を予測するため，着色開始期を起点

として，糖度，酒石酸および糖酸比と気象要因の関係を解

析したところ，‘あづましずく’では，収穫盛期の糖度は

積算降水量または積算日照時間（2008 年を除く），収穫盛

期の酒石酸は着色開始日から 3 ～ 17 日の平均気温と有意

な単回帰式が得られた．収穫盛期の糖度は成熟期の積算日

照時間と収量により有意な重回帰式が得られたことから，

2008 年は収量が著しく低かったことが日照時間による回

帰式からの乖離の一因と推察された．四方ら（1995）は，

ブドウ‘シャルドネ’ではベレゾーン後の果実数を少なく

するほど糖度が高くなると報告している．また，ブドウ

‘Tokay’では剪定および摘房により，無剪定樹と比較して

糖度および着色は優れ，全酸は減少したことが報告されて

いる（Kliewer・Weaver, 1971）．本研究により‘あづまし

ずく’においても収量は糖度に強い影響を及ぼすことが明

らかとなった．なお，収量の変動要因として，樹齢 10 年

生ぐらいまでは樹冠拡大により収量が増加するため樹齢を

考慮する必要がある．供試樹は本研究の調査開始時には樹

冠拡大期は終了しており，解析期間（2005 ～ 2012 年）に

おける結果部樹冠面積の変動係数（平均値に対する標準偏

差の百分率）は 7 年間で 8.7％であった．これに対し 1 m2

当たりの収穫果房数の変動係数は 7 年間で 15.8％と結果部

樹冠面積の 1.8 倍で，1 m2 当たり収穫果房数が年次による

収量の変動の主要因と考えられた．これは主として結実不

良が原因であった．

収穫期の酒石酸と成熟期の温度との関係については‘安

芸クイーン’において着色開始後 4 ～ 11 日の低温処理に

より収穫時の酒石酸含量が高かったとする報告（Yamane・
Shibayama, 2006）があり，本調査でも，同期間の平均気温

と有意な相関が得られている．果粒中の酒石酸は果粒軟化

期（ベレゾーン）を境に減酸が始まる．これは，主として

呼吸基質としての消費，葉からの輸送低下，果実中の結合

型酒石酸の増加による遊離酸型の減少によるとされる（斎

藤・葛西，1967）．Shiraishi（2000）はブドウでは着色開

始期にリンゴ酸が急激に減少し，酒石酸／リンゴ酸（β比）

は成熟とともに増加することを報告しており，本研究でも

同様の結果が得られた．果粒軟化期のブドウ果粒では，果

肉細胞壁中のセルロースとキシログルカンが急速に減少

し，後者は分子量分布の低分子化を伴い，続いてペクチン

の低分子化を伴う（薬師寺ら，1999）．着色開始期から 7 日

の期間は，この時期に相当することから，このような代謝

の高まりを背景に主としてリンゴ酸が呼吸基質として消費

が高まるため，有機酸低下の温度依存性が高まるのではな

いかと推察された．なお，本調査での 2001 年以降の酒石

酸は滴定値からの換算値であるが，ベレゾーン後約 2 週間

までの平均気温と収穫盛期の酒石酸の相関は，ベレゾーン

後のリンゴ酸の消長を反映しているのではないかと推察さ

れる．

ノンパラメトリック DVR 法による‘あづましずく’の

糖酸比 35 到達日予測モデルを検証した結果，気温―降水

量加法モデルは2011～2013年で予測誤差が大きかったが，

日射量 DVR モデルでは 5 か年ともに 2 日以内の誤差で，

第 9 図　‘あづましずく’成熟期の積算日照時間と収量による

糖度の推定
z  s：着色開始期から収穫盛期の積算日照時間　c：収量

調査期間は 2005 ～ 2012 年
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予測モデルにより明確に予測精度が乖離した．また，降雨

日数との回帰式による予測でも 2013 年は 5 日の誤差を示

した．2011 年以降の DVR 値の計算では降水量の DVR 値が

生育遅延側に過大評価となった．坂本・奥地（1968）はウ

ンシュウミカンの可溶性固形物および酸は，降水量とは有

意な相関は認められなかったが，降水量から土壌浸透水量

を差し引いた土壌の乾湿度を表す値とは有意な負の相関を

認めている．このことは降水量の糖度および酸に対する影

響の程度は，土壌の乾湿度によって異なることを示してい

る．このことから，糖酸比に対する気温および降水量の影

響は補完的であり，植栽地の立地性や樹の生育状況により

容易に変動するものと判断された．一方で，糖度は成熟期

間の積算日照時間および収量と高度に有意な重相関が認め

られており，日射量 DVR 関数の検証結果と併せて考慮す

ると，‘あづましずく’における糖酸比 35 到達日の予測法

としては日射量 DVR 関数の実用性が高いものと推察され

た．なお，収穫盛期の予測では，実用的な日射量 DVR 関数

は得られなかった．これは，収穫日の判断が着色に依存し

たものであったため，糖酸比を反映した収穫判断となって

いなかったことが原因と考えられる．すなわち，成熟期が

低温で経過した 2003 年は糖酸比 30 以下でも着色が良好で

あり，成熟期が高温で経過した 2004 年は着色不良で収穫

が遅れており，実際，2004 年の日射量 DVR による予測誤

差はこれを反映した結果となっている（第 1 表）．以上の

ことから，ブドウ‘あづましずく’の収穫期判定は糖酸比

に基づいて行うことで精度良く予測できると考えられた．

果実の発育特性を考慮すると，開花期から収穫期までの

期間を成熟開始期で区分して成熟予測をすることが，果樹

の生理生態的成熟特性を反映した予測法と考えられる．佐

藤（1992）はナシ‘幸水’で裂果初発日以降を果実成熟期

と見なし，ノンパラメトリック DVR 法を適用して解析を

行い，変曲点を有した日射量 DVR 関数を得ている．本報

でのブドウ‘あづましずく’の日射量単独モデルの変曲点

はナシ‘幸水’の約 15 MJ・m-2 と比較して数 MJ・m-2 低

い値を示した．この結果は，個葉の光―光合成曲線に関す

るナシ（平田ら，1973）およびブドウ（天野ら，1972）の

報告での光飽和点の比較と一致しており，興味深いが，詳

細は‘あづましずく’個葉の光―光合成特性を検証する必

要がある．

ノンパラメトリック DVR 法は，ほ場での生態調査デー

タにより柔軟な予測モデルを効率的に作成することがで

き，気候に対する生態反応を探索する手法として有効で

あった．特に，発芽期（佐藤・竹澤，2014）や糖酸比のよ

うに最適な DVR 関数が変曲点を有する場合や複数の要因

による解析で優れていた．しかし，制御された実験的裏付

けがないことから，パラメトリックな統計的手法と同様に

モデル策定後の検証によりモデルの有効性を判定する必要

があることが明らかになった．

最後に，本研究で得られた成熟予測法の他品種への適用

性について若干の考察を加える．本研究は新品種‘あづま

しずく’の成熟特性を明らかにすることを目的としており，

‘巨峰’などの経済品種の成熟予測法については未検討で

ある．そこで，‘あづましずく’と兄弟品種の‘ふくしずく’

の成熟特性を比較検討した．ベレゾーン後の平均気温と酒

石酸の関係は‘あづましずく’と同様に有意な相関が認め

られた．しかし，‘ふくしずく’の糖度は，いずれの気象

要因とも有意な相関は認められず，気象要因からの独立性

が強いことを示した．‘ふくしずく’の 2006 ～ 2013 年の

平均糖度は 20.1°で同期間の‘あづましずく’の平均糖度

18.1°より 2°高く，‘ふくしずく’は遺伝的に高糖度の特

性を有することを示唆した．糖酸比による成熟予測につい

ては‘あづましずく’より‘ふくしずく’は酸が高いので

糖酸比 30 到達日を指標とした場合，2006 ～ 2013 年の 8
か年ではベレゾーンからの平均気温により実用的な DVR
関数が得られた．ベレゾーン後 16 日までの平均気温と高

度に有意な相関が認められることから‘ふくしずく’は酸

の低下が糖酸比増加の主因であると推察された．このよう

に‘ふくしずく’の成熟特性は明らかに‘あづましずく’

とは異なっていた．糖酸比を指標とした成熟予測から，果

実の成熟においては‘あづましずく’は日射量に対する感

受性が強く，‘ふくしずく’は気温に対する感受性が強い

ものと推察された．Gregory・Robert（2000）は糖酸比を

指標として Bordeaux 地方におけるブドウ‘Merlot’と

‘Cabernet Sauvignon’のフェノロジーを比較し，‘Merlot’
のフェノロジーは植栽地の気候に対して感受性が高いと

し，フェノロジーと植栽地の気候との関係は品種間差があ

るとしている．すなわち，‘ふくしずく’のフェノロジー

は‘あづましずく’より植栽地の気候に対する感受性が低

い品種と推察された．統計的遺伝解析では糖度，熟期，果

重などの量的形質の個体の表現型の分散は遺伝子型による

分散と環境による分散の和としてとらえる（山田，2011）．
この観点に立つと‘あづましずく’は環境分散が大きく，‘ふ

くしずく’は環境分散が小さい品種と考えられる．以上か

ら，ブドウではベレゾーン後の成熟特性について品種ごと

に検証したうえで成熟予測法を確立する必要があると考え

られた．

摘　　要

気象要因による生育予測法により四倍体無核ブドウ‘あ

づましずく’の成熟特性について検討した．収穫盛期の糖

度は成熟期の積算日照時間と収量により高度に有意な重回

帰式が得られた．収穫盛期の酒石酸含量は着色開始後 3 ～

17 日間の平均気温と有意な相関が認められた．糖酸比 35
到達日はノンパラメトリック DVR 法による日射量 DVR
関数で予測精度が高かった．このことから，‘あづましずく’

は着色開始期からは日射量の影響を強く受けて成熟するも

のと結論づけられた．



園学研．(Hort. Res. (Japan)) 13 (3)：203–211．2014． 211

引用文献

天野勝司・日野　昭・大東　宏・倉岡唯行．1972．果樹の

光合成作用に関する研究（第 1 報）環境条件が光合成

速度に及ぼす影響．園学雑．41: 144–150.
Gregory, V. J. and E. D. Robert. 2000. Climate influences on 

grapevine phenology, grape composition, and wine produc-
tion and quality for Bordeaux, France. Am. J. Enol. Vitic. 
51: 249–261.

平田尚美・林　真二・犬伏芳樹・田辺賢二．1973．光合成

と果樹の生産性に関する研究（第 2 報）ナシ樹の光合

成とそれにおよぼす肥料三要素，着果の影響．園学要

旨．昭 48 春 : 20–21.
Kliewer, W. M. and R. J. Weaver. 1971. Effect of crop level and 

leaf area on growth composition, and coloration of ‘Tokay’ 
grapes. Am. J. Enol. Vitic. 22: 172–177.

Morris, J. R., D. L. Cawthon, S. E. Spayd, R. D. May and D. R. 
Bryan. 1980. Prediction of ‘Concord’ grape maturation 
and sources of error. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 105: 313–318.

根津　潔・藤巻伸一．1999．モモ「あかつき」の成熟予測

モデルの作成．新潟農総研報．1: 53–54.
斎藤和美・葛西善三郎．1967．ブドウ果実成熟過程におけ

る酒石酸の消長．土肥誌．38: 329–332.
坂本辰馬・奥地　進．1968．温州ミカン果実の可溶性固形

物，酸に及ぼす降水量の影響．園学雑．37: 212–220.
佐藤　守．1992．地域に対応した気象要因によるナシ‘幸

水’の生育予測．東北農研．45: 195–196.
佐藤　守・岡田初彦・小野勇治・国澤高明・佐久間宣昭・

松野英行・瀧田誠一郎・山家弘士．2008a．四倍体無

核ブドウ新品種‘あづましずく’．福島農総セ研報．1: 
11–20.

佐藤　守・竹澤邦雄．2014．四倍体無核ブドウ‘あづまし

ずく’の発芽，開花および着色期の予測．園学研．

13: 193–201.
佐藤　守・山家弘士・國沢高明・佐久間宣昭・岡田初彦・

松野英行・瀧田誠一郎・小野勇治．2004．あづましず

く．品種登録 11590．
佐藤　守・山家弘士・國沢高明・佐久間宣昭・岡田初彦・

松野英行・瀧田誠一郎・小野勇治・大橋義孝・木幡栄

子．2008b．ふくしずく．品種登録 17102．
Shiraishi, M. 2000. Comparison in changes in sugars, organic 

acids and amino acids during berry ripening of sucrose- and 
hexose-accumulating grape cultivars. J. Japan. Soc. Hort. 
Sci.69: 141–148.

白石美樹夫・藤島宏之・平川信之．2002．ブドウ果汁の遊

離有機酸含量測定法に関する再考．福岡農総試研報．

21: 35–39.
杉浦俊彦・本條　均・菅谷　博．1995．ニホンナシの果実

生育と気温の関係について．農業気象．51: 239–244.
竹澤邦夫．2002．対話型ノンパラメトリック DVR 法プロ

グラム．農研機構職務作成プログラム　登録番号：P
第 7672 号 -1．

竹澤邦夫．2003．B- スプラインを用いたノンパラメトリッ

ク DVR 法．システム農学．19: 121–129.
薬師寺　博・桜井直樹・森永邦久．1999．ブドウ果粒軟化

期における果肉の細胞壁組成と分子量の変化．園学雑．

68 （別 2） : 200.
山田昌彦．2011．果樹の交雑育種法．p 14．養賢堂．東京．

Yamane, T. and K. Shibayama. 2006. Effects of changes in the 
sensitivity to temperature on skin coloration in ‘Aki 
Queen’ grape berries. J. Japan. Soc. Hort. Sci. 75: 458–
462.

四方康範・大川栄一・萩原健一．1995．多変量解析による

ブドウ‘シャルドネ’の果実品質に影響を与える要因

の検索．園学雑．64 （別 1） : 112–113.




