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令和２年６月 26 日 

佐渡南部おけさ柿情報（No.3） 

Ｊ Ａ 羽 茂 営 農 課 

JA 佐渡小木営農農機課  

JA 佐渡赤泊営農農機課  

今年は奇形果に注意！丁ねいな摘果を！ 

～摘果・新梢管理を実施してください～ 

１ 生育状況等について 

（１）  本年の開花は、昨年に比べ５日～６日程度遅く、平年並みの開花

となりました。６/11 に梅雨入りしましたが、その後の好天候が続

き、雨が少ない状態となっています。  

（２）  葉色（SPAD 値）は、６/25 時点で平年並～やや濃く推移しており、

開花後の初期生育は良好です。  

（３）  「刀根早生」は樹勢の低下により着らい数が少ない園地が一部見

られますが、「平核無」では前年並になっています。  

（４）  今年は奇形果の発生

が目立つ年となっていま

す。果実の状況をよく確

認しながら丁寧に仕上げ

摘果を行ってください。  

 

 

年次 着らい時期調査

平均 平均 母枝当 母枝当 着らい

母枝長 新梢長 葉数 着らい数 新梢率

平核無 R２ 18.4 12.2 26.5 10.2 79.0

（６園平均）R１ 18.1 14.8 25.7 10.2 85.3

平年 17.2 15.6 26.5 9.8 80.6

刀根早生 R２ 14.0 9.3 22.7 8.8 80.0

（３園平均）R１ 17.6 14.1 25.6 11.7 85.9

平年 16.3 14.3 26.7 10.1 80.3

年次 発芽期 展葉期 新梢停止 開花期

始め 盛り 終り 5/25 6/10 6月25日

平核無 R２ 3/28 4/18 5/17 6/2 6/4 6/6 35.6 46.8 53.5

（６園平均）R１ 4/4 4/21 5/18 5/28 5/30 6/1 35.8 47.1 53.4

平年 4/7 4/21 5/16 6/2 6/4 6/6 35.5 45.7 52.1

刀根早生 R２ 3/27 4/16 5/15 6/2 6/4 6/6 36.8 50.4 55.3

（３園平均）R１ 4/3 4/21 5/16 5/27 5/29 6/1 37.4 48.9 53.9

平年 4/7 4/22 5/16 6/2 6/4 6/7 32.9 47.1 52.8

葉色（SPAD値）
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２ 夏期栽培管理について  

（１）生育診断と追肥について  

ア ６月後半の葉色は SPAD 値で 50 前後が適正とされています。 

 

  

                      低い（～45）  ･･･ 小玉・着色早  

SPAD 値が やや高い（55～）･･･ 大玉・着色遅  

          高い（60～）  ･･･ 二次伸長・生理落果 
 
 
 
 
 

イ 追肥は葉色が薄い、樹勢が弱い樹を中心に実施 

 

〇時  期 
・６月下旬から７月上旬  

〇施用方法（目安）  
・成木：硫   安で１ｋｇ／１樹 

：燐硝安加里で 1.5ｋｇ／１樹程度  
・若木：樹勢に応じて施肥量を加減  

※周りに比べ色が薄い園地（樹）では、追肥を検討しましょう。
ただし、追肥の入れすぎは、着色遅延や後期肥大によるヘタ

すき果等の障害が出やすくなるため注意してください。  
 
 
 

ウ 強せん定による強樹勢の場合、極端に着果量が少なくなり、葉色

が低いものの、新梢停止が遅れている園地も見られます。このよう

な園での追肥は、新梢停止を遅らせ、生理落果を助長させるため、

控えましょう。  

 

（２）着果管理について（早急に１枝 1 果に仕上げましょう！）  

ア 摘らい・摘果作業が遅れている園地では、生理落果の発生が助長  

され、さらに、果実肥大が停滞するため、早急に１枝１果にします。 

 ※ただし、４葉以下の結果枝には着果させません。 
 

イ 仕上げ摘果は生理落果の状況を確認しながら行います。仕上げ摘

果では奇形・変形果、傷果、小玉果等を摘果し、特に傷・果形はヘ

タの状況をよく見て行うとともに、樹勢（葉数・葉色・葉の大きさ

等）を見ながら最終着果量に仕上げてください。  
 

ウ 最終着果量の目安としては、下図としますが、柿は収穫直前に肥

大量が大きくなり、収穫まで肥大します。 
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（３）新梢管理について（徒長枝は除去して日当たり良く）  

ア 徒長枝は、薬液のかけムラを生じさせ、アザミウマ類やカイガラム

シ類の発生源及び落葉病の原因となるため、必要以上におかない。  
 

イ 主幹付近からの大量発生する新梢は、かいてすべて取り除きます。 
 

ウ 亜主枝（切り口）から発生した横向きの不定芽新梢は、側枝更新す

るために残します。  

※側枝から発生する上向きの徒長は、ハサミで切除してください。  
 

エ 立った徒長枝でも弱めの枝は適度に残し、日焼け防止や葉数確保に  

努めます。  
 

オ 樹勢の強い樹では新梢をかくことで残った新梢が強勢となり、来年

の結果母枝として使いにくくなるので新梢管理を数回に分けて行い

ます。  

 

 

 

 

 母枝長から見た仕上げ摘果時の着果量の目安 

母枝長 15 ㎝   20 ㎝    30 ㎝ 

着果数 ２果   ２～３果   ３～４果 

 

基から切除（潜芽は残さない）

予備枝候補として残す

または 上げ切り（次年度以降の潜芽確保）
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３ 病害虫防除について  

（１）落葉病  

ア 落葉病の感染期です。薬剤散布時には

散布ムラを無くし、新梢を整理して、効

率的な防除に努めましょう。なお、散布

間隔には注意してください。  

 

 

（２）すす点病  

ア 梅雨時期の多雨多湿条件で発生が拡大

します。過繁茂により、通風が悪い場合

に発生が助長される傾向にありますの

で、注意してください。  

 

 

 

（３）うどんこ病  

ア ５月頃から発病し、盛夏に一時感染を休止しますが、秋になると

再び発病します。基幹の薬剤防除と併せ、薬液がしっかり葉にかか

るようにします。  

 

（４）カメムシ類  

ア 今年はカメムシの誘殺数が多めに推移しています。  

イ 園地の状況をよく確認し臨時防除を参考に対応をお願いします。 

 

（５）ハスモンヨトウ  

ア 例年、夏から秋にかけて発生が多くなる害虫です。  

イ 被害の増大が懸念される場合は、臨時防除を参考に対応をお願い

します。  

 

（６）フジコナカイガラムシ  

ア 第１世代のふ化ピークは例年６月下旬頃

～7 月上旬です。  

イ 基幹防除により対応可能ですが、若齢幼

虫期の薬剤効果が高いことから、幼虫のふ

化を確認し散布遅れの無いようにします。  


