という。それはどのような背景があるのだろう。「果実と水」の関

「日本の果実は甘くておいしい」。海外からもそう評価されている

ールにたどり着き、大ヒットしま

以来、１００年の時を経てほぼゴ

に強く日もちもします。明治時代

長い時間がかかるのです」

の判断ができます。品種改良には

年を経て、ようやく味の良し悪し

高品質追究の道のりと展望
係性や国内の果樹栽培の現状、今後期待される果物などについて、

の研究機関が新品種の創出を担い、

そのため主として国や都道府県

した」
江戸時代まで、日本人はカキ、

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 果樹茶業研
究部門の杉浦俊彦さんにお聞きした。

味では劣るものの雨に強く病気に

気になりやすく、アメリカ系は食

ッパ系は美味ですが雨に弱くて病

『アメリカ系』があります。ヨーロ

系 』と、デラウェアに代 表される

カットに代 表 される『ヨーロッパ

種改良を続けてきた。

験場を中心に栽培法を研究し、品

農研機構の前身、農商務省農事試

ドウ、モモなどを欧米から導入。

ていた。明治新政府がリンゴ、ブ

日本に古くからあった果実を食べ

斜地で果樹を栽培してきた。ただ

に水田を設け、稲作のできない傾

成果を生産者に開放している。

近年、特に人気の高いブドウの

「米や野菜は交配して植えれば１

し、 １ ９ ７ ０ 年 （ 昭 和

ミカン、クリ、ナシ、スモモなど

品種に、黄緑色の果皮の「シャイ

なりにくい。雨の多い日本ではア

年以内に新品種ができておいしい

）か ら の 減

日本では水の溜まりやすい平地

高品質を実現する
水分調整の工夫

ンマスカット」がある。これは、

メリカ系を植えていましたが、ヨ

長期に及ぶ
果実の品種改良

農林水産省が所管する国立研究開
発 法 人 農 業・ 食 品 産 業 技 術 総 合

ーロッパ系と交配して巨峰やピオ

かどうか判断できますが、果樹は

平地の多い地域では最初から果樹

反政策で米から果樹へ転作したり、

だが食味はアメリカ系に近く、ヨ

に雨水が溜まりにくい傾斜地に植

橘類は多量の水を嫌うので、土壌

ますが、ミカンをはじめとする柑

溜まりやすい平地でも普通に育ち

ちるのです。リンゴやナシは水の

によっては水が多すぎると味が落

せん。それに対して果実は、種類

「米は水が豊富にないとつくれま

を植えることもあった。

『 桃 栗 三 年 柿 八 年 』 の 世 界。 交 配

ーロッパ系には及ばない。品種改

してから実がなるまで平均５～６

ーネなどの品種ができました」
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研究機構 （略称 農研機構）が育種 （改良
に品種登録した果樹

良の試行錯誤を重ねた末に生まれ

日本の気候風土に適したブドウ

だ。品種改良の経緯

たのがシャインマスカットだ。

）

について、農研機構

し、２００６年 （平成
品種をつくる）

果樹茶業研究部門の

スカット・オブ・アレキサンドリ

「味は純粋ヨーロッパ系品種のマ
ように語る。

アに勝るとも劣らず、しかも皮ご

杉浦俊彦さんは次の
「ブドウの品種を大

と食べられ、種なしにできて、雨

国立研究開発法人 農業・食品産業技術総
合研究機構 果樹茶業研究部門で園地環境
ユニット長を務める杉浦俊彦さん

18

きく 分けると、マス

研ぎ澄まされた日本の果樹栽培――高品質追究の道のりと展望

9

研ぎ澄まされた日本の果樹栽培

農研機構が品種改良によって生
み出したブドウ
「シャインマスカット」
提供：農研機構

【果樹栽培】

（左）
果肉が柔らかくて果汁も多い「不知火
（デコポン）
」
（中）
果実に傷をつけて軽く加熱するだけで、渋皮が簡単にむけるクリ
「ぽろたん」
（右）
梅雨前に収穫ができる黄肉のモモ
「ひめこなつ」提供：農研機構
高糖度で食味がよく、栽培しやすいナシ
「甘太
（かんた）」。
これも農研機構による品種改良で生まれたもの

世界に誇る日本のリンゴ「ふじ」の原木。
その実は
優れた食味と高い貯蔵性をもつ 提供：農研機構
テープを用いて接合する接ぎ木。農研機構の農場では
絶え間なく品種改良が進められている

調整が欠かせない。そうした工夫

多雨多湿の気候風土ゆえの水分

とが多いです」

の上に雨よけのビニールを張るこ

すいため、平地でも傾斜地でも木

直接雨に濡れると病気にかかりや

えています。またブドウは、木が

んでいるのは青森県産だ。

けてスーパーマーケットの棚に並

（ Controlled Atmosphere
）貯蔵」
によって長期保存。春から夏にか

抑 え な が ら 冷 蔵 す る「 Ｃ Ａ

原因となるエチレンガスの発生を

呼吸量を下げて休眠させ、腐敗の

て二酸化炭素濃度を高め、果実の

の『ふじ』はリンゴの世界シェア

わかります。例えば日本原産品種

日本の果物がいかにおいしいか、

欧米で地産の果物を食べてみると

く、品質がよいから売れるのです。

も増えています。安いからではな

「最近ではリンゴやブドウの輸出

が聖夜のならわしになっている。

州ミカンを家族そろって食べるの

スマスオレンジ」として、日本の温

ン。有力輸出先のカナダでは「クリ

のです。国産果実の生産量が減り

高齢化と後継者不在で離農が続く

ほどもうかるわけでもないため、

さらにきつく危険な仕事で、それ

ナで運ぶのは重労働。傾斜地では

「平地でも収穫した果物をコンテ

の減少が目立つという。なぜか。

えば当然だが、とりわけ果樹農家

業人口も減っているから当然とい

減少社会に突入し、農業全体の就

積も栽培農家も減っている。人口

その一方、日本の果実は栽培面

高度成長以降に
広がった国産果実

も経て、芳しい食味が実現した。
「日本の果物の最たる特長は高品
質」と杉浦さんが明言するように、
昔から輸出され海外でも親しまれ

トップで、アメリカでも栽培して

すぎて供給過少に陥り、卸値を押

てきた。一例を挙げれば温州ミカ

売られていますが、日本産のふじ

が、ひと昔前に比べて高価なのは

し上げています。店頭に並ぶ果物
ちなみに日本で食べている国産

の味とは比べ物になりません」

秋田県、岩手県などほかのリンゴ

産量の５割以上が青森県。長野県、

ては、産地の近くや、カキやイチ

返ると、明治から昭和前期にかけ

国産果実の需給を歴史的に振り

そのためです」

産地は収穫してすぐ出荷するが、

ジクなど庭木の果樹でなければ、

リンゴは通年出荷されている。生

青森県のリンゴは酸素濃度を低め

10

特集 みずみずしい果実

水の文化 68 号

スモモ 2％
（98億円）
ウメ 3％

（1137億円）

その他14％

（1464億円）

日本の農業総産出額
9兆558億円
リンゴ
17％
（713億円）

気候変動への対応と
海外果樹の国産化

も進んでいる。

「亜熱帯性果樹が導入できそうで

％が輸入品で、ほぼメキシコ

す。その代表例がアボカド。現在

は

のタンカン、小笠原諸島のパッシ

ほかには奄美大島、鹿児島南部

産です。アボカドの消費量は伸び

ーケティングやプロモーションは

ョンフルーツなど亜熱帯性果樹が

国産果実を盛り返すにはどうす

やはり必要なのだろう。一方、果

ており国産品に期待できます」

樹栽培は非常に手間がかかるので、

少しずつ増えているという。

べ物ではなかった。贈答用や見舞

ふだんから一般庶民の口に入る食

一度植えた果樹は減らせません。

市場価格が下がれば減産しますが、

「米や野菜は毎年植え替えるので

「柑橘類では、ミカンとオレンジ

家が例外的に増えているという。

の証だ。高値で売れるため生産農

ャインマスカットの人気沸騰がそ

くり」と杉浦さんは言い切る。シ

ピールできるのはおいしい品種づ

し か し、「 も っ と も 消 費 者 に ア

なるといいですね。食物繊維もビ

抑え、頻繁に食卓にのぼるように

「生産量を増やして価格の高騰を

こだわらない欧米とは対照的だ。

込み、見た目や生食の味にあまり

わない。サラダなどの料理に混ぜ

な果物を日本の消費者の多くは買

同じでも色づきが悪く形がいびつ

国産果樹の特長の「高品質」に

品などの特殊な需要に限られてい

消費が鈍っても生産量は増えつづ

のハイブリッドにより新品種が生

タミンも摂れるし、甘くてもお菓

そして剪定の容易な品種の開発な

た。戦後の食糧難の時代には米づ

け、需給バランスが大きく崩れた

まれていて、消費が伸びています。

子のように脂肪分はなく、ほぼ水

は、食味のほかに「色と形の見栄

くりが優先され、果樹栽培までと

のです。値崩れしたことで消費は

その代表がデコポン （不知火）です」

ど、農家の作業負荷を減らす取り

ても手が回らなかった。

逆にしばらく伸びました。果実全

えのよさ」も含まれている。味が

「高度成長で余裕が生まれ、果樹

分なのでお腹がふくれる割に糖分

果樹農家はもうかり「ミカン御

は圧倒的にバナナが主流。健康志

レープフルーツが多かったが、今

かつて輸入果実ではレモンやグ

樹の改良と栽培法を研究している。

浦さんは、温暖化に対応できる果

地の南限を北進させかねない。杉

るが、気候変動による温暖化は適

道な研鑽の積み重ねが結実したも

るデザートは、品質を追究する地

る幸せ。ふだん何気なく食べてい

果物のおいしい国に暮らしてい

47

卓にのぼるようになりました」
殿」
「リンゴ御殿」が建った。しか

逆に温暖化に対応し、これまで

のなのだ。
向で訴求した食品会社のプロモー

し １ ９ ７ ２ 年 （昭和

（２０２１年４月５日取材）

）に 生 産 過 剰

10

は栽培できなかった果実の国産化

年代です。以後

農作物のなかでも、果樹は特に

組みは今も続けられている。

収穫しやすいような果樹の低木化、

ればよいか。消費を促すようなマ

99

体では、今も消費がそれほど落ち

※品目別の値は都道府県別の合計値 出典：農林水産省「生産農業所得統計」

と畜産の振興策を始めたのが昭和

日本ナシ 8％ （1449億円）

も過剰摂取になりにくい。日本の

モモ 7％

気候の影響を受けやすい。ミカン

（558億円）

込んでいるわけではありません。

オウトウ 5％

年間で果樹農

（448億円）

果物をもっと食べてほしいです」

※「結果樹面積」
とは、生産者が当該年の収穫を意図して結果させた栽培面
積。樹齢が若く果実が実らない園地は含まない ※「収穫量」
とは、収穫したもの
のうち生食用、加工用として流通する基準を満たすものの重量 ※調査対象品目
は、柑橘類
（温州ミカンなど）
、
リンゴ、
ブドウ、
ナシ
（日本ナシ、西洋ナシ）
、
モモ、
オウ
トウ、
ビワ、
カキ、
クリ、
ウメ、
キウイフルーツ、
スモモ、
パインアップル
出典：農林水産省「作物統計調査」作況調査
（果樹）
長期累年統計表
（2019）

は主に関東以西の地域でつくられ

（280億円）

野菜
26％

ブドウ 17％
（388億円）

億円

（1736億円）

8406

不知火

（デコポン）
2％
（135億円）

米
19％

畜産
35％

果実
産出額 果実9％
温州ミカン
21％
カキ 5％

豆類 1％
工芸農作物 2％ その他 2％
イモ類 2％
花き 4％

■果実産出額の品目別割合（2018年）
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国産の生産量が減る一方で輸入が

200

家が増えて生産量が３倍になり、

10

増えているからです」

400

普通に店頭で売られ、ふだんの食

20

ションが功を奏し消費が拡大した。
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11

600

でミカン価格の大暴落が起きる。

【果樹栽培】

30

40

収穫量 （万t）
800

（万ha）結果樹面積
40

■日本の結果樹面積と収穫量の推移

