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香川県のブドウ栽培と
ブドウ産業について

1． はじめに

　「香川県の代表的な果樹とは何か？」。これ
は、1998年に香川大学農学部附属農場教員の
公募に応募しようと履歴書を書いているとき
に考えたことである。面積および収穫量でい
えばウンシュウミカンであるが、四国でウン
シュウミカンといえば隣県の愛媛県の方が名
前は通っている。モモもあるが、瀬戸内海の
向かいの岡山県の方が有名である。今ではキ
ウイフルーツの育種に力を入れているが、そ
の当時‘香緑’という品種はあったものの、
それ以外の品種はまだ世に出ていなかった。
ブドウも岡山県の方が有名である。他の地域
でほとんど栽培されていない果樹とすればオ
リーブがあるが、オリーブは香川県のものと
いうより小豆島のものという印象が強い。県
外の人の中には、小豆島が香川県に属するこ

とを知らない人もいる。
　香川県は温暖な地域で栽培されるウンシュ
ウミカンから冷涼な地域で栽培されるリンゴ
までたいていの果樹は栽培されているという、
果樹を研究している者にとっては非常に魅力
的な地域であった。ただ、何でも栽培できる
ということは、大産地が形成されにくいとい
う側面もあった。何でも栽培できるという利
点を生かして、香川県の先人は画期的な技術
を開発してきた。例えば加温栽培によるハウ
スミカンがある。また、カキ‘富有’の袋掛
けによる樹上完熟栽培もある。果樹ではない
が、イチゴのらくちん栽培、ハマチの養殖な
ど、ある意味、小回りが利くからこそできた
技術といえる。
　香川県の気象的特徴といえば、年間を通じ
て天気や湿度が安定しており、盛夏の降水量

図 1 ． 高松市の月ごとの気温（2013年）
気象庁ホームページのデータを基に作図。図中の円で囲った時期はブドウの着色期
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が著しく少なくなる瀬戸内海式気候がある。
毎年、梅雨明けすると香川県民は早明浦ダム
の貯水量が気になり出す。夏場に晴天が続く
ということは、水管理さえ気をつけていれば
高品質果実生産が可能となることを意味して
いる。実際、ウンシュウミカン、モモなどは
高品質のものが収穫できる。ところが、ブド
ウの着色系品種については古くから重大な問
題があった。「赤熟れ」という果皮の着色障
害である。私が大学生の頃、果樹学の講義で、
瀬戸内地域を含む西南暖地では、ブドウ果皮
の着色が始まる時期が夏場で最も高温となる
時期と重なるため（図 1）、着色が進まない
と習った。赤熟れについて講義してくれた先
生も学生の頃に教わった問題で、いまだに生
産者の頭を悩まし続けている永遠のテーマと
もいうべき問題である。
　夏に香川県のスーパーマーケットで見かけ
る地元産の着色系ブドウは、香川県より冷涼
な地域で栽培したものに比べると見劣りして
しまう（図 2）。図 2の赤熟れをしている方
のブドウは残念ながら香川県産で、色の濃い
方のブドウは長野県産である。私の母方の叔
父は山梨県で‘ピオーネ’を栽培しているが、
山梨県では図 2の赤熟れしているようなもの

は廃棄すると聞いたことがある。山梨県では
廃棄されるような果実程度ぐらいにしか香川
県では着色が進まないという現実に直面した
瞬間であった。このときほど「適地適作」と
いう言葉を重く受け止めたことはなかった。
　話は変わるが、私はかつて地元のテレビ局
の女子アナウンサーとブドウ‘ピオーネ’に
ついて話をする機会があった。その時、その
アナウンサーは自信たっぷりに、「ピオーネ
って、あの赤いブドウですよね。」と力強く
話した。図 2のような香川県産のブドウを見
たら、‘ピオーネ’が赤いブドウだと思って
しまうのも仕方がないと感じたが、少なくと
も‘ピオーネ’を赤いブドウだと認識してい
る人がいるのに軽いショックを受けた。
　香川県と同じく西南暖地に属する岡山県で
‘マスカット・オブ・アレキサンドリア’の
温室栽培が盛んになったのは、この品種が乾
燥気候を好むため、岡山県が成熟期間中に少
雨であることも理由の一つであるが、果皮が
着色しない白ブドウ品種であるため、赤熟れ
の問題が存在しないことが大きい。
　ブドウ果皮の着色は、 1）昼間が高温だと
抑制される、 2）夜温が高温だと抑制される、
3）昼夜の温度格差が大きいと改善されるこ
とが明らかになっている（Kliewer, 1970；
Kobayashi ら，1967； 森 ら，2004；Saure, 
1990；苫名ら1979）。アントシアニンは無色
のアントシアニジンが糖と結合すると発現す
るため、果実内の糖度が高いほどアントシア
ニン合成が進む。逆に言うと、果実糖度が低
いとアントシアニジンが配糖体になれないた
め、発色することはない。夜温が高いと呼吸
速度が早まるため、日中光合成で蓄えていた
糖がブドウ樹の呼吸で分解され、結果として
果実内の糖度が低下してしまう。光のない夜
に気温が低いと呼吸が抑制され、糖の浪費が

図 2 ． ブドウの赤熟れ果（左）と正常果（右）（望岡・
小林，2020）
（品種はどちらも‘ピオーネ’）
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抑えられる。香川県の夏場は、真夏日、猛暑
日、熱帯夜が連日のように続く地域で、赤熟
れが発生しやすい気候である。地球温暖化に
よって、これまでブドウ大産地として認識さ
れている山梨県ですら着色不良の問題が発生
してきている。香川県のブドウ栽培のことを
考えることは、今後の日本のブドウ栽培を考
えるときの参考になるものと思われる。

2 ． 香川県のブドウ産業について

　現在の香川県での主なブドウ生産地はさぬ
き市、高松市、綾川町、多度津町、三豊市で
あるが、その地域ではかつて養蚕が行われて
いた所も多い。今でもそれらの地域では点在
するクワの木を目にすることが多い。国産生
糸はやがて輸入生糸に押されて養蚕業は下火
となっていった。それに代わる産業としてブ
ドウ栽培へと変遷していった。香川県以外の
ブドウ産地の多くも同じような運命をたどっ
ている。
　香川県のブドウ栽培は、明治34年に高松市
で始まり、昭和30年頃栽培面積が増加した。
古くは‘デラウェア’が主力品種であったが、
その後、‘巨峰’、‘ピオーネ’のような大粒
品種へと切り替わった。現在でも‘デラウェ
ア’、‘ピオーネ’の生産量は多い。着色不良
問題の解決策の一つである白ブドウ品種の栽
培は、‘マスカット・オブ・アレキサンドリ
ア’、‘ネオ・マスカット’から始まり、近年
では‘ロザリオ・ビアンコ’、‘瀬戸ジャイア
ンツ’、‘シャインマスカット’が導入されて
いる。
　大半の品種はジベレリン処理による無種子
果であるが、ジベレリン処理は手作業であり、
処理時期の見極めを誤ると種子が抜けきれず
商品価値を落とすこと、大粒果実生産のため、
収穫までの間に複数回摘粒をしなければなら

ないことなど、生食用ブドウは手間がかかる
ため、生産者の高齢化に伴い、耕作放棄ブド
ウ園が増えている。2011年～2020年の10年間
で収量は2．8％の減少（2020年の収量は
1，380t）、作付面積は18．9％の減少（2020年
の作付面積は163ha）となっている。耕作放
棄地対策として、一部のブドウ園ではオリー
ブに作目転換を行っている。

3 ． 香川県のワイン産業について

　ブドウ産地としてブドウの生産量が増加し
てくるのに伴い、加工品としてのブドウ果実
の活用が求められ、1988年に四国最初のワイ
ナリーであるさぬきワイナリーが志度町（現
さぬき市）に、県内産ブドウの加工利用の目
的で作られた。工場は翌1989年に完成し、白
ワイン、ロゼワイン合計20，000本のワインが
製造された。当初は‘デラウェア’、‘マスカ
ット・ベーリーA’が主流であったが、ワ
イン専用品種も試験栽培され、国内の他の産
地では馴染みの薄い品種によるワインも醸造
されている。
　1998年には年間100，000本のワインが製造
されるようになった。2005年から、高温でも
着色の優れる‘香大農 R- 1 ’を導入し、極
めて濃厚な色調となるワイン「ソヴァジョー

図 3 ． ‘香大農 R- 1 ’ワインであるソヴァジョーヌ・
サヴルーズ
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ヌ・サヴルーズ（Sauvageonne Savoureuse）」
が2006年に製品化された（図 3）。「芳しき野
生の乙女」という意味のフランス語である。
香川大学はこの名前を商標登録し（登録番
号：4873342）、さぬきワイナリーは商標使用
料を支払って、ワインを製品化することとな
った。
　‘香大農 R- 1 ’は果実、ワインともに機能
性成分量の数値が高く（表 1）、ワインは
‘カベルネ・ソービニョン’ワインよりもポ
リフェノール含量が多い。赤ワインに含まれ
るポリフェノールは、身体の酸化を予防する
効果があるとされており、元来、ポリフェノ
ールは渋み成分であるため、ポリフェノール
含有量が多いとフル・ボディタイプのワイン
となり飲みにくくなるのが通例である。しか
し、ソヴァジョーヌ・サヴルーズは渋みの少
ないのど越しの良いワインとなった。渋みの
少ないポリフェノールを多く含んでいるので
あろう。‘香大農 R- 1 ’の育種親であるリュ
ウキュウガネブで醸造したワインは、タンニ
ン含量は高かったが、タンパク質との反応性
が低く、渋みの少ないことが報告されており
（塩崎ら，2011）、ソヴァジョーヌ・サヴルー

ズはその形質が導入されたものと考えられた。
　赤ワインを飲んだことのないような若者や
女性にも好まれており、ワイン初心者のため
の入門編的なワインであると位置づけている。
　2015年度にさぬきワイナリーで醸造された
ワイン・ブドウの品種構成比は、‘香大農
R- 1 ’：‘マスカット・ベーリーA’：‘デラウ
ェア’：‘甲州’：‘ランブルスコ’＝32．0：
26．0：19．8：11．3：10．9となっており（図 4）、
今後はオンリー・ワン製品として‘香大農
R- 1 ’の比率向上をめざしている。加工用品
種は生食用品種のような無種子果処理は不要
で、摘粒などの手間も省力化可能であるため、
耕作放棄ブドウ園への導入が検討された。し
かし、単価は生食用品種と比べると低いうえ、
生産者の高齢化により栽培面積拡大が困難だ
という問題を抱えている。
　その対策として、生産者の高齢化により栽
培放棄を考えていた園地を、さぬきワイナリ
ーが栽培管理する方法を一部始めている。ま
た、地元住民によるボランティア組織を整え、
収穫の手助けをしてもらっている。これらの
ことは、しっかりとしたまとめ役が存在して
成り立つ。

表 1 ． ‘香大農 R- 1 ’果実（上表）と香川大学ワイン（下表）の特徴

（　）内の数値は‘香大農R- 1 ’果実またはソヴァジョーヌ・サヴルーズを100としたときの比数
香川産業技術センター、酒類総合研究所調べ
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4 ． ブドウ‘香大農R- 1 ’について

　‘香大農 R- 1 ’は亜熱帯地域であるトカラ
列島、奄美、沖縄に分布する野生ブドウのリ
ュウキュウガネブ（Vitis ficifolia Bunge var. 
ganebu Hatusima）（中川ら，1991）を種子
親に、高級ブドウの‘マスカット・オブ・ア
レキサンドリア’（Vitis vinifera L.）を花粉
親にして1989年に交雑したもので、農林水産
省に種苗登録を申請し、2006年 2 月27日に正
式に登録された（品種登録番号第13646号）
（望岡，2014）。西南暖地でも着色の優れるブ
ドウ品種作りをと考えたときに、亜熱帯地域
の沖縄でも色濃く着色するリュウキュウガネ
ブが赤熟れの問題を解決するのではないかと
考え、育種親に用いた。また、リュウキュウ
ガネブは現地では落葉せず、芽は無休眠で、
新梢が伸長すれば順次着花していく無限的四
季成り性を示すことから、温度管理が整えば
周年収穫も可能で、新たなブドウ栽培に活用
できるのではないかと考え、選定した。
　ただし、リュウキュウガネブは 1果粒が
0．3g 程度しかなく（望岡，1996）、果肉がご
くわずかしか存在せず、「果皮と種子だけ」

の果実のように感じる。‘マスカット・オブ・
アレキサンドリア’は 1果粒10g ほどの大粒
品種である。大粒と小粒のブドウを交雑した
ときにできる交雑種は、両親の果粒の大きさ
の中間値にはならず、小粒の形質に引っ張ら
れる傾向にある。‘香大農 R- 1 ’の果粒は
1 g 程度であったが、着粒数が多いため300g
以上の果房となった。栄養条件が良ければ
500g ～800g ほどの大房にもなる。肝心の高
温着色性はどうであったかというと、初成り
（初めて結実すること）は高温障害が出るよ
うな40℃を超えるガラス室の中であったが、
果皮色は濃い黒紫色となった。このことから、
高温による赤熟れは発生しない品種であるこ
とが明らかとなった。
　着色開始直後のポット植え‘香大農 R- 1 ’
株を、昼夜温を30℃、25℃、20℃一定にした
恒温室でそれぞれ栽培したところ、果皮中ア
ントシアニン含量は、25℃で栽培した株に着
生した果実が最高値を示したが、20℃条件下
で栽培した果実の果皮中アントシアニン含量
は30℃条件下のものより低い値となり、改め
て‘香大農 R- 1 ’は高温下での果皮着色が

図 4 ． さぬきワイナリーで醸造されるワイン・ブドウの品種構成比（望岡・小林，2020）
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優れることが明らかとなった（表 2）（Poudel
ら，2009）。高温でも着色性の優れる品種作
りは目的を達したのである。
　じつは、リュウキュウガネブを育種親に用
いて新品種作りをしようとしたのは、高温条
件下でも着色の優れる生食用品種作りがもと
もとの狙いであった。そのため、ワイン用品
種との交雑ではなく生食用品種と交雑したわ
けである。‘香大農 R- 1 ’は前述のように
1 g 程度の果粒重しかなく、これは小粒品種
の‘デラウェア’よりも小粒であったため、
生食用としての利用をあきらめ、加工用とし
て活用した苦肉の策であった。日本原産野生
ブドウを用いた醸造用品種の品種登録につい
ては山梨大学がパイオニアであるが、野生ブ
ドウの中でも果粒が大きい（といっても 1～
2 g 程 度であるが）ヤマブドウ（Vitis 
coignetiae Pulliat）を用いているため、交雑
種は既存のワイン用品種並みの大きさである。
　リュウキュウガネブを用いて本格的なワイ
ン用品種を育種しようと、ワイン・ブドウで
ある‘カベルネ・ソービニョン’（Vitis 
vinifera L．）と交雑したところ、数年前から
結実するようになり、果実には‘カベルネ・
ソービニョン’のような香りがあったが、本
品種の果粒は 1～ 2 g の小粒であるため、こ
の交雑種は 1 g 未満の果粒で、果房も小さく、

普及困難であると判断した。
　‘香大農 R- 1 ’はワイン以外に、ジュース、
ノンアルコール・ワイン、菓子、ジャムへの
加工も行われている。加工の種類に関わらず、
‘香大農 R- 1 ’を用いた製品にはすべて図 5
の香川大学ブランド・シール「Kagawa Univ. 
Original Cultivar R- 1 」を貼ることとした。
このシールのデザインも特許登録をした（特
願2013－20580）。

5 ． ‘香大農 R- 1 ’の栽培法、野生ブドウを

利用した新品種育成の動向など

　‘香大農 R- 1 ’は芽の休眠が浅く、自発休
眠打破のための低温要求量が少ない。このこ
とは萌芽に低温を必要としないことから、熱
帯や亜熱帯での栽培が考えられる。沖縄本島
でも‘ピオーネ’の栽培が行われているが、
高温による赤熟れの問題があるため、露地栽
培では 8月以降の果実品質は劣化する。その
ことから果実の収穫は 7月までとする所が多
い（私信）。台風による被害や病虫害の心配
はあるが、ブドウ栽培地の拡大につながって
いきそうである。
　また、新たな栽培法として屋上緑化への利
用も考えられる。ビルの屋上は日当たりが良
く、周囲が熱しにくく冷めにくいコンクリー
トであるため、日中に熱せられた周辺は夜間

図 5 ．  ‘香大農 R- 1 ’を用いた製品に貼る香川大学
ブランド・シール

表 2 ．  ‘香大農 R- 1 ’果皮中フェノール化合物含量
に及ぼす温度の影響（着色開始から37日後の
数値）（Poudel ら，2009）



8 百十四経済研究所 調査月報No．422
2022．5

でも高い温度がしばらく維持される。ブドウ
の葉が繁茂することにより日影ができ、ビル
の温度が高まるのをある程度抑える。このこ
とについては、今年度よりある場所で実証実
験をすることとなっている。どのようなデー
タが得られるか楽しみである。
　今まではヤマブドウなど北方系野生ブドウ
による品種育成が中心であったが、西南暖地
に自生する野生ブドウを利用した新品種育成
を目にするようになってきた。大分県では産
学官連携でエビヅル（Vitis ficifolia Bunge 
var. lobata （Regel） Nakai）と既存の栽培品
種を交雑して育成した 6系統を品種登録申請
している。また、岡山県倉敷市も産学官連携
で地元の高梁川流域にのみ分布するシラガブ
ドウ（Vitis shiragai Makino）と‘マスカッ
ト・オブ・アレキサンドリア’を交雑して新
品種を育成中である。エビヅルもシラガブド
ウも南方系野生ブドウで、果皮中のアントシ
アニン組成は複雑である（望岡ら，1995）。
これらの交雑種は地元の野生ブドウを用いて
いることから、その地域の気候に適合した品
種となることが期待される。
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