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発行にあたって

　当協議会の第15次計画（平成24～26年度）では、ぶどう平行整枝短梢せん定栽培などの省力・

効率的生産技術の普及・推進、県オリジナル品種や有望品種の生産拡大を進めることとして

おります。

　特に県オリジナル品種「ナガノパープル」については、皮ごと食べられる紫黒色の種なしぶ

どうとして、消費者からの要望が高まっており、県内ぶどうの基幹品種とし位置づけられて

いますが、裂果しやすいなどの栽培面での課題もあり、栽培面積拡大の妨げとなっています。

　しかし、このような中でも、うまいくだものコンクールの上位入賞者等は、高度な栽培技

術により、品質の高いぶどうを生産されており、このような篤農家の栽培方法には課題を克

服するヒントが隠れていると思われます。

　本資料は、県内篤農家の栽培技術を聞き取り調査し、取りまとめたものであり、県内ぶど

う生産者の参考資料として活用されることを期待して作成したものです。

　今後、各地において本誌を参考にされ、生産振興いただくことをお願いいたします。

平成 25 年 1 月

長野県園芸作物生産振興協議会うまいくだもの推進部会

部会長　北　原　富　裕

生　産　目　標

果　房　重

果　粒　重

果　皮　色

糖　　　度

収　　　量

400～450g

13～15g

果てい部まで赤紫～紫黒色に着色したもの

18％以上

1,500kg ／ 10 アール

ややゆるみのあるまとまった房型

30～35 粒。大粒は 30 粒以内

紫黒色でブルームがきれいであること

できれば 19％をめざす

大房・大粒は赤熟れ、裂果を助長する
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Farmer no.1

上田市保野

飯塚 芳幸 氏
● 標高…450m

● 土壌…灰色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 常時雇用…3名（研修生）

○ 臨時雇用…延べ50人（花穂整形、摘粒）

労働力

○ライムギや稲わらのマルチにより、土壌改良、水分管理を図る。

○ 房づくりを徹底し、大きすぎず小さすぎずの形の良い果房をつくる。

○ こまめな摘心により、園を明るく保つ。

○ 見て、試食して味を確認してからおいしいものを出荷する。

ナガノパープル

シャインマスカット

　      　〃　　　　

有核巨峰

その他

水稲　

5a

20a

20a

15a

50a

7a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

加温ハウス　平行整枝短梢せん定

露地　自然形整枝長梢せん定

ぶどう　110ａ

その他　7ａ

UEDA

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長10ｍ　主枝間隔3ｍ　10年生前後

（２）生産目標
①目標房重

450～500g（１粒重12～14ｇ×30～35粒程度）

②着房基準

５新梢に４房　弱い枝には着房させない

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径10ｍｍ（満開時）

（３）主要管理の方法
①せん定

積雪量は少ないため、あらせん定は実施せず、2月下旬～3月上旬に1芽でせん定する。

樹形は完成しているため、長梢部分はない。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

若木の時期は芽傷をいれ、発芽率の向上を図った。

③芽かき

１回目は発芽時期に、2回目は展葉3枚時に行う。基本的には1芽座1新梢であるが、できれば2新梢にする。

④誘引

巻きひげが、発生前に必ず捻枝をする。捻枝の前にプライヤーで捻枝部分をつぶしておくとやりやすい。

その後、新梢が1.2ｍ位にそろってから誘引する。

⑤開花前の摘心

第２花房の房先の展開葉5～6枚が確認できてから実施する。間に合わない場合は誘引しながら実施することもある。

⑥花穂整形

花穂上部が開花始めた時期に実施。3.5cmを徹底する。人手がいる作業なので、パートさんにも3.5cmを徹底させるた

め、割りばしに3.5ｃｍの目印を付けた独自のスケールをつくり、それぞれに所持させ、確認しながら花穂整形する。

⑦ジベレリン処理

花穂のキャップがすべて飛んだのを確認して、1回目のジベレリン処理（25ppm）を行う。キャップの飛びが

悪い時は手でこすり落とす。ジベレリン処理は2回程度回るが、その際満開になっていない花穂は弱いので

摘房してしまう。その後10～14日までの間に2回目（25ppm）を処理する。フルメットは加用しない。

⑧摘房、摘粒

1回目のジベレリン処理時に摘房を終わらせ、2回目のジベレリン処理までに仕上げの摘房を行う。

摘粒は2回目のジベレリン処理までには必ず終わらせ、35粒を目標とし、着色向上・裂果防止のためにこれ以上

には絶対しない。縦長の房にならないよう、摘粒前に軸長6.0ｃｍを徹底する。

「ナガノパープル」栽培方法

2 3



Farmer no.1

上田市保野

飯塚 芳幸 氏
● 標高…450m

● 土壌…灰色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 常時雇用…3名（研修生）

○ 臨時雇用…延べ50人（花穂整形、摘粒）

労働力

○ライムギや稲わらのマルチにより、土壌改良、水分管理を図る。

○ 房づくりを徹底し、大きすぎず小さすぎずの形の良い果房をつくる。

○ こまめな摘心により、園を明るく保つ。

○ 見て、試食して味を確認してからおいしいものを出荷する。

ナガノパープル

シャインマスカット

　      　〃　　　　

有核巨峰

その他

水稲　

5a

20a

20a

15a

50a

7a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

加温ハウス　平行整枝短梢せん定

露地　自然形整枝長梢せん定

ぶどう　110ａ

その他　7ａ

UEDA

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長10ｍ　主枝間隔3ｍ　10年生前後

（２）生産目標
①目標房重

450～500g（１粒重12～14ｇ×30～35粒程度）

②着房基準

５新梢に４房　弱い枝には着房させない

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径10ｍｍ（満開時）

（３）主要管理の方法
①せん定

積雪量は少ないため、あらせん定は実施せず、2月下旬～3月上旬に1芽でせん定する。

樹形は完成しているため、長梢部分はない。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

若木の時期は芽傷をいれ、発芽率の向上を図った。

③芽かき

１回目は発芽時期に、2回目は展葉3枚時に行う。基本的には1芽座1新梢であるが、できれば2新梢にする。

④誘引

巻きひげが、発生前に必ず捻枝をする。捻枝の前にプライヤーで捻枝部分をつぶしておくとやりやすい。

その後、新梢が1.2ｍ位にそろってから誘引する。

⑤開花前の摘心

第２花房の房先の展開葉5～6枚が確認できてから実施する。間に合わない場合は誘引しながら実施することもある。

⑥花穂整形

花穂上部が開花始めた時期に実施。3.5cmを徹底する。人手がいる作業なので、パートさんにも3.5cmを徹底させるた

め、割りばしに3.5ｃｍの目印を付けた独自のスケールをつくり、それぞれに所持させ、確認しながら花穂整形する。

⑦ジベレリン処理

花穂のキャップがすべて飛んだのを確認して、1回目のジベレリン処理（25ppm）を行う。キャップの飛びが

悪い時は手でこすり落とす。ジベレリン処理は2回程度回るが、その際満開になっていない花穂は弱いので

摘房してしまう。その後10～14日までの間に2回目（25ppm）を処理する。フルメットは加用しない。

⑧摘房、摘粒

1回目のジベレリン処理時に摘房を終わらせ、2回目のジベレリン処理までに仕上げの摘房を行う。

摘粒は2回目のジベレリン処理までには必ず終わらせ、35粒を目標とし、着色向上・裂果防止のためにこれ以上

には絶対しない。縦長の房にならないよう、摘粒前に軸長6.0ｃｍを徹底する。

「ナガノパープル」栽培方法

2 3



収穫近くの園地の様子　
新梢管理を徹底し明るく保つ

花穂整形スケール　
青線が3.5cm　黒線は摘粒まえの軸長

収穫直前のナガノパープル ジベ処理時の花穂　必ずキャップは落とす

⑨開花後の新梢管理

被袋してから最低2回は摘心にまわり、園地を暗くしないよう必ず副梢は2枚で摘心する。

先端の副梢は長くせず、やはり2枚で摘心する。孫枝はかきとるが、できれば発生しないような適当な樹勢にしたい。

⑩着色進度の把握

ベレーゾン期（7月20日頃）、お盆前に袋を外し、進度を確認する。9月5日に収穫可能かを見て、収穫を始める。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

主幹の近くの2~3房の袋を外してみて、粒の付け根まで着色しているかどうかを確認する。

また、房先端部の糖度を測定し、18度以上であることを確認してから収穫する。

①防除体系

特別栽培農産物として出荷するため、独自の防除暦により防除を行う。

防除回数が少ないので、多少の病気は我慢する。予防散布はできるだけせず、圃場をよく観察することにより、

発生始期を見逃さず必ず防除する。

病気が出やすい圃場がわかっているので常にそこを見て、出れば防除を考える。

晩腐病は被害が大きいので予防散布に頼らざるを得ないが、カサを掛けることにより、袋に雨がかかりにくく

なることで被害が軽減されているように思う。

②特に工夫したり気を付けていること

裂果した粒を荷造り時に完全に取り除くように気を付けている。さびの発生は結実直後の雨や防除が影響し

ていると考えているので、この時機の薬剤散布のタイミングに気を配っている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

オール有機質の施肥体系である。元肥にモグラ堆肥、りん酸（バットグアノ 28％）、石灰（サンゴ化石）、土壌改

良剤（薬師）を11月下旬～12月上旬に施用。ナガノパープルは樹勢が強くなってきたため、追肥はしていない。

②かん水、土壌水分管理

かん水は梅雨明け後の7月20日頃から開始し、定置式のスプリンクラーにより週2回程度かん水する。

1回1か所のかん水でおおむね1時間30分くらい。その都度移動しているので、手間がかかる。量は不明。

河川水なので増水などによりホースが流されたり、ごみが詰まるなどのトラブルもある。

5月下旬に全面に切わらを敷く。敷きわらは、雑草の抑制、土壌水分の変動防止、土壌微生物の保護、有機質の補

給、灰色かび病の防止　などを目的に実施する。

③その他（草管理他）

11月にライムギを播種し、5月には刈取り、マルチをする。ライムギは根が良く張るので、土壌の通気性向上に役立っ

ている。その後は雑草草生のため、年４回刈取りを行う。敷きわらをしてあるが隙間から伸びてくるので、わらの上

からモアーで刈る。

糖度が高く、しっかりと着色した形の良い房を出荷するために、

長い房にしないことと着房過多にしないこと、弱い新梢に着房

させないことを重点に置き着房管理を行っている。

この時期は多くのパートさんも入り、最初の目揃いを徹底し、品質のそろった房を

出荷できるよう各人が心掛けてもらうようにしている。

ナガノパープルは、消費者にも認知され評価も上がってきている。生産量を増やせるよう、

安定生産するための施設栽培に対して県でも支援に力を入れてもらいたい。

長野県のブランドイメージをつくる品種の一つとして、ナガノパープルを軸に

赤（クイーンニーナ）白（シャインマスカット）黒（ナガノパープル）の

3つを前面に売り出すような販売戦略に取り組んでもらいたい。

農家から
ひとこと
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防除回数が少ないので、多少の病気は我慢する。予防散布はできるだけせず、圃場をよく観察することにより、

発生始期を見逃さず必ず防除する。

病気が出やすい圃場がわかっているので常にそこを見て、出れば防除を考える。

晩腐病は被害が大きいので予防散布に頼らざるを得ないが、カサを掛けることにより、袋に雨がかかりにくく

なることで被害が軽減されているように思う。

②特に工夫したり気を付けていること

裂果した粒を荷造り時に完全に取り除くように気を付けている。さびの発生は結実直後の雨や防除が影響し

ていると考えているので、この時機の薬剤散布のタイミングに気を配っている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

オール有機質の施肥体系である。元肥にモグラ堆肥、りん酸（バットグアノ 28％）、石灰（サンゴ化石）、土壌改

良剤（薬師）を11月下旬～12月上旬に施用。ナガノパープルは樹勢が強くなってきたため、追肥はしていない。

②かん水、土壌水分管理

かん水は梅雨明け後の7月20日頃から開始し、定置式のスプリンクラーにより週2回程度かん水する。

1回1か所のかん水でおおむね1時間30分くらい。その都度移動しているので、手間がかかる。量は不明。

河川水なので増水などによりホースが流されたり、ごみが詰まるなどのトラブルもある。

5月下旬に全面に切わらを敷く。敷きわらは、雑草の抑制、土壌水分の変動防止、土壌微生物の保護、有機質の補

給、灰色かび病の防止　などを目的に実施する。

③その他（草管理他）

11月にライムギを播種し、5月には刈取り、マルチをする。ライムギは根が良く張るので、土壌の通気性向上に役立っ

ている。その後は雑草草生のため、年４回刈取りを行う。敷きわらをしてあるが隙間から伸びてくるので、わらの上

からモアーで刈る。

糖度が高く、しっかりと着色した形の良い房を出荷するために、

長い房にしないことと着房過多にしないこと、弱い新梢に着房

させないことを重点に置き着房管理を行っている。

この時期は多くのパートさんも入り、最初の目揃いを徹底し、品質のそろった房を

出荷できるよう各人が心掛けてもらうようにしている。

ナガノパープルは、消費者にも認知され評価も上がってきている。生産量を増やせるよう、

安定生産するための施設栽培に対して県でも支援に力を入れてもらいたい。

長野県のブランドイメージをつくる品種の一つとして、ナガノパープルを軸に

赤（クイーンニーナ）白（シャインマスカット）黒（ナガノパープル）の

3つを前面に売り出すような販売戦略に取り組んでもらいたい。

農家から
ひとこと

4 5



MATSUMOTO

Farmer no.2

松本市今井

倉橋 昌美 氏
● 標高…660m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2.5人（本人、妻、娘、父）

労働力

○ かん水設備とpFメーターの活用により、園地の土壌水分を適湿に　

　 保っている。そのため、水分ストレスによる裂果の発生が非常に少ない。

○ 種枝の勢力を均一にする長梢せん定を行い、品質を統一するととも　

　 に、ジベレリン処理や新梢管理などの作業効率を向上させている。

ナガノパープル

黄華

甲斐乙女　　　　

醸造用ぶどう

りんご

水稲　

20a

3a

4a

18a

120a

10a

内訳

内訳

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

ぶどう　45ａ

その他　130ａ

（１）仕立て方法
一文字型（２本主枝）長梢せん定　樹間：11ｍ×7ｍ

樹齢（台木）：12年生（自根）、5年生（5BB）

（２）生産目標
①目標房重　

500～550g（1粒重12～14g×35～40粒程度）

②着房基準　

1新梢に1房とし、新梢長50cmに満たない枝には着房させない。

13房／坪　4，000房／10a　1.5t／10a

（３）主要管理の方法
①せん定

作業は3月上旬から行う。若木時は、棚面が埋まるまで主枝・亜主枝延長枝（先端の結果母枝）を利用して骨格枝

を形成する。棚面が概ね埋まり、樹冠拡大が困難となったところで、先端から2～3番目の充実した結果母枝ま

で切り戻しを行い、樹冠面積の維持を図る。

側枝の扱いも同様に、棚面が混んできたら切り戻しを行い、なるべく元へ戻すようせん定する。

結果母枝は、小指の太さを目安に同じ太さの位置で切除する。

そうすることで、翌年の新梢の勢いが揃い、ジベレリン処理などの時期を一律とし、作業効率がよくなる。

②芽かき

展葉4～5枚の頃に1芽1新梢とし、強い新梢も同時にかき取る。

③誘引

風の強い地域であるため、花穂整形直前に行う。この時期に行うと、その後の花穂整形作業の効率向上にもつながる。

④開花前の摘心

マニュアルに準じて展葉8～14枚時に実施する。摘心位置は、概ね12葉（着果位置から8葉）を目安に行う。

ただし、12葉に達していない弱い新梢については行わない。

⑤花穂整形

摘蕾は、展葉8～9枚頃にテキライグシを使用する。花穂整形は、展葉10枚頃（テキライグシの使用から2～3日

後）から始め、先端3.5ｃｍを残すように実施する。

⑥ジベレリン処理

開花7日前から開花直前までに、ストレプトマイシン剤の1，000倍を散布する。

1回目ジベレリン処理：満開3～5日後の頃に25ppmで処理する。新梢の勢いを概ね揃えることで開花状態も

　　　　　　　　　　揃っているため、1回ですべての房を処理する。

　　　　　　　　　　満開時より少し遅らせることで、小粒果の着生が減少する。

2回目ジベレリン処理：1回目の10日後に25ppmで処理する。フルメット液剤は使用しない。

「ナガノパープル」栽培方法
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MATSUMOTO

Farmer no.2

松本市今井

倉橋 昌美 氏
● 標高…660m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2.5人（本人、妻、娘、父）

労働力

○ かん水設備とpFメーターの活用により、園地の土壌水分を適湿に　

　 保っている。そのため、水分ストレスによる裂果の発生が非常に少ない。

○ 種枝の勢力を均一にする長梢せん定を行い、品質を統一するととも　

　 に、ジベレリン処理や新梢管理などの作業効率を向上させている。

ナガノパープル

黄華

甲斐乙女　　　　

醸造用ぶどう

りんご

水稲　

20a

3a

4a

18a

120a

10a

内訳

内訳

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

露地　長梢せん定

ぶどう　45ａ

その他　130ａ

（１）仕立て方法
一文字型（２本主枝）長梢せん定　樹間：11ｍ×7ｍ

樹齢（台木）：12年生（自根）、5年生（5BB）

（２）生産目標
①目標房重　

500～550g（1粒重12～14g×35～40粒程度）

②着房基準　

1新梢に1房とし、新梢長50cmに満たない枝には着房させない。

13房／坪　4，000房／10a　1.5t／10a

（３）主要管理の方法
①せん定

作業は3月上旬から行う。若木時は、棚面が埋まるまで主枝・亜主枝延長枝（先端の結果母枝）を利用して骨格枝

を形成する。棚面が概ね埋まり、樹冠拡大が困難となったところで、先端から2～3番目の充実した結果母枝ま

で切り戻しを行い、樹冠面積の維持を図る。

側枝の扱いも同様に、棚面が混んできたら切り戻しを行い、なるべく元へ戻すようせん定する。

結果母枝は、小指の太さを目安に同じ太さの位置で切除する。

そうすることで、翌年の新梢の勢いが揃い、ジベレリン処理などの時期を一律とし、作業効率がよくなる。

②芽かき

展葉4～5枚の頃に1芽1新梢とし、強い新梢も同時にかき取る。

③誘引

風の強い地域であるため、花穂整形直前に行う。この時期に行うと、その後の花穂整形作業の効率向上にもつながる。

④開花前の摘心

マニュアルに準じて展葉8～14枚時に実施する。摘心位置は、概ね12葉（着果位置から8葉）を目安に行う。

ただし、12葉に達していない弱い新梢については行わない。

⑤花穂整形

摘蕾は、展葉8～9枚頃にテキライグシを使用する。花穂整形は、展葉10枚頃（テキライグシの使用から2～3日

後）から始め、先端3.5ｃｍを残すように実施する。

⑥ジベレリン処理

開花7日前から開花直前までに、ストレプトマイシン剤の1，000倍を散布する。

1回目ジベレリン処理：満開3～5日後の頃に25ppmで処理する。新梢の勢いを概ね揃えることで開花状態も

　　　　　　　　　　揃っているため、1回ですべての房を処理する。

　　　　　　　　　　満開時より少し遅らせることで、小粒果の着生が減少する。

2回目ジベレリン処理：1回目の10日後に25ppmで処理する。フルメット液剤は使用しない。

「ナガノパープル」栽培方法
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園内の様子

かん水事例 pFメーター

⑦摘房、摘粒

花穂整形時に1新梢1房とする。また、2回目のジベレリン処理時に新梢長が50cmに満たない枝の房を落とす。

摘粒は、2回目ジベレリン処理後から始め、35～40粒を目安に行う。

⑧開花後の新梢管理

摘粒と同時期に実施する。新梢基部から房がある節までは全副梢を基部から切除する。

房よりも先の節は、隣の新梢に被さる、防除薬剤の死角となりそうな強い副梢のみ、基部から切除する。

これ以外の副梢は、葉面積確保のため、摘心も行わない。

⑨着色進度の把握

8月盆過ぎに、数枚の袋を外して、外観から着色進度を確認する。

9月に入ってから、同様に袋を外し、粒の付け根まで着色しているか確認する。

⑩収穫の目安（着色確認方法など）

収穫目安となる満開後85日頃から、JAにて糖度、酸度の確認をする。

出荷基準となる数値に満たない場合は出荷せず、成熟進度に応じて再検査を行う。

例年、9月10日頃からの出荷となる。

①防除体系

「JA松本ハイランド」の防除暦どおり。

病害虫対策

土壌管理

①施肥　※10aあたり施肥量。数値は保証成分（％）。

基肥：味美人２号（N：10、P：8、K：4、MgO：1.5）40～60kg

小清水コンポスト（N：0.9、P：0.7、K：0.5、CaO：1.6、MgO：0.8、Mn：0.04、B：0.03）225kg

②かん水、土壌水分管理

棚下スプリンクラーによるかん水を行う。

梅雨明け頃にpFメーターを園地に設置し、乾燥状態にならないよう適湿を維持している。

pFメーターの活用は、10年ほど前から行っている。

適正値と言われるpF1.7～2.3の間で水分量を保てるよう観察及び管理している。

③その他（草管理他）

草生栽培を実施している。

15年程前にクローバーの種を播種し、現在はクローバー及び雑草草生となっている。

除草は、草丈が伸びたとき、管理作業に入る前などを目安に、モアーで短めに刈り込む。

「ナガノパープル」は大粒品種だが、房や果粒が大きすぎると食味が悪くなる。

良質な果実を生産するためには、可能な限り基準に忠実な大きさの房や果粒

にすることが重要である。

農家から
ひとこと
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園内の様子

かん水事例 pFメーター

⑦摘房、摘粒

花穂整形時に1新梢1房とする。また、2回目のジベレリン処理時に新梢長が50cmに満たない枝の房を落とす。

摘粒は、2回目ジベレリン処理後から始め、35～40粒を目安に行う。

⑧開花後の新梢管理

摘粒と同時期に実施する。新梢基部から房がある節までは全副梢を基部から切除する。

房よりも先の節は、隣の新梢に被さる、防除薬剤の死角となりそうな強い副梢のみ、基部から切除する。

これ以外の副梢は、葉面積確保のため、摘心も行わない。

⑨着色進度の把握

8月盆過ぎに、数枚の袋を外して、外観から着色進度を確認する。

9月に入ってから、同様に袋を外し、粒の付け根まで着色しているか確認する。

⑩収穫の目安（着色確認方法など）

収穫目安となる満開後85日頃から、JAにて糖度、酸度の確認をする。

出荷基準となる数値に満たない場合は出荷せず、成熟進度に応じて再検査を行う。

例年、9月10日頃からの出荷となる。

①防除体系

「JA松本ハイランド」の防除暦どおり。

病害虫対策

土壌管理

①施肥　※10aあたり施肥量。数値は保証成分（％）。

基肥：味美人２号（N：10、P：8、K：4、MgO：1.5）40～60kg

小清水コンポスト（N：0.9、P：0.7、K：0.5、CaO：1.6、MgO：0.8、Mn：0.04、B：0.03）225kg

②かん水、土壌水分管理

棚下スプリンクラーによるかん水を行う。

梅雨明け頃にpFメーターを園地に設置し、乾燥状態にならないよう適湿を維持している。

pFメーターの活用は、10年ほど前から行っている。

適正値と言われるpF1.7～2.3の間で水分量を保てるよう観察及び管理している。

③その他（草管理他）

草生栽培を実施している。

15年程前にクローバーの種を播種し、現在はクローバー及び雑草草生となっている。

除草は、草丈が伸びたとき、管理作業に入る前などを目安に、モアーで短めに刈り込む。

「ナガノパープル」は大粒品種だが、房や果粒が大きすぎると食味が悪くなる。

良質な果実を生産するためには、可能な限り基準に忠実な大きさの房や果粒

にすることが重要である。

農家から
ひとこと
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SHIOJIRI

Farmer no.3

塩尻市洗馬

塩原 茂則 氏・剛 氏
● 標高…700m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2.5人（本人、父、母）

○ 雇用労力…延べ9名 生食：花穂整形、ジベレリン処理、摘粒、袋掛け、集荷

　　　　　　                    加工：摘心、収穫

労働力

○ 「ナガノパープル」栽培マニュアルに沿った栽培管理を実行し、適

　 正管理を行うことにより、品質のよい揃った果実を生産している。

○副梢管理を徹底し、果実品質向上、防除効果向上をしている。

ナガノパープル

シャインマスカット

その他 生食用品種　　　　

醸造用ぶどう

なし

水稲　

40ａ

35ａ

12ａ

129ａ

25ａ

15ａ

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　長梢、短梢せん定

露地　長梢、短梢せん定

ぶどう　216ａ

その他　40ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　　樹齢3～5年生　主枝長6m　主枝間隔1.3m

一文字　樹齢10年生　主枝長6m

（２）生産目標
①目標房重　

500g（1粒重12～14g×30～35粒程度）

②着房基準　

1新梢に1房とし、弱い枝には着房させない。　3,000房／10a　1.3t／10a

（３）主要管理の方法
①せん定

12月中旬に芽座から30～50cmを残し切除する。3月上旬から2芽残し切除し、切り口にトップジンＭペーストを塗布する。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

3月中旬に芽傷を入れ、傷口にトップジンＭペーストを塗布する。

③芽かき

展葉3枚程度の頃に1芽1新梢とする。

誘引時の欠損対策として、下芽を中心に、可能なかぎり芽座基部に近く、勢いのある芽を残す。

④誘引

新梢の伸長に応じて園内を2周し誘引する。欠損しないよう、捻枝を加えて慎重に行う。

⑤開花前の摘心

マニュアルに準じて展葉8～14枚時に実施する。摘心位置は、概ね12葉（着果位置から8葉）を目安に行う。

ただし、12葉に達していない弱い新梢については行わない。

⑥花穂整形

開花直前の花蕾がバラけてきた頃にテキライグシを使用する。

花穂整形は、テキライグシを使用してから2～3日後から始め、先端3.5cmを残すように実施する。

⑦ジベレリン処理

１回目ジベレリン処理：すべての花が満開となった頃に25ppmで処理する。フルメット液剤はマニュアルに準

じて、Ｈ型のみ樹勢が強いため5ppm加用し着粒を安定させる。なお、期間雇用など限られた労働力で処理時期

も限られているため、１回ですべての房を処理する。樹勢の落ち着いた樹から実施し、一文字樹は最後に行う。

キャップ飛ばしは、小さいホウキを使用し、ジベレリン未処理房のチェックを同時に行う。

2回目ジベレリン処理：1回目の10日後に25ppmで処理する。

⑧摘房、摘粒

花穂整形時に1新梢1房とする。また、見直し時に弱い枝の房を落とす。

摘粒は、2回目ジベレリン処理終了後から7月下旬までに、30～35粒を目安に行う。

ただし、若木は果粒肥大が劣るため、やや多く残す。仕上げ摘粒は、7月下旬以降、大きい房のみチェックする。

「ナガノパープル」栽培方法

10 11



SHIOJIRI

Farmer no.3

塩尻市洗馬

塩原 茂則 氏・剛 氏
● 標高…700m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2.5人（本人、父、母）

○ 雇用労力…延べ9名 生食：花穂整形、ジベレリン処理、摘粒、袋掛け、集荷

　　　　　　                    加工：摘心、収穫

労働力

○ 「ナガノパープル」栽培マニュアルに沿った栽培管理を実行し、適

　 正管理を行うことにより、品質のよい揃った果実を生産している。

○副梢管理を徹底し、果実品質向上、防除効果向上をしている。

ナガノパープル

シャインマスカット

その他 生食用品種　　　　

醸造用ぶどう

なし

水稲　

40ａ

35ａ

12ａ

129ａ

25ａ

15ａ

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　長梢、短梢せん定

露地　長梢、短梢せん定

ぶどう　216ａ

その他　40ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　　樹齢3～5年生　主枝長6m　主枝間隔1.3m

一文字　樹齢10年生　主枝長6m

（２）生産目標
①目標房重　

500g（1粒重12～14g×30～35粒程度）

②着房基準　

1新梢に1房とし、弱い枝には着房させない。　3,000房／10a　1.3t／10a

（３）主要管理の方法
①せん定

12月中旬に芽座から30～50cmを残し切除する。3月上旬から2芽残し切除し、切り口にトップジンＭペーストを塗布する。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

3月中旬に芽傷を入れ、傷口にトップジンＭペーストを塗布する。

③芽かき

展葉3枚程度の頃に1芽1新梢とする。

誘引時の欠損対策として、下芽を中心に、可能なかぎり芽座基部に近く、勢いのある芽を残す。

④誘引

新梢の伸長に応じて園内を2周し誘引する。欠損しないよう、捻枝を加えて慎重に行う。

⑤開花前の摘心

マニュアルに準じて展葉8～14枚時に実施する。摘心位置は、概ね12葉（着果位置から8葉）を目安に行う。

ただし、12葉に達していない弱い新梢については行わない。

⑥花穂整形

開花直前の花蕾がバラけてきた頃にテキライグシを使用する。

花穂整形は、テキライグシを使用してから2～3日後から始め、先端3.5cmを残すように実施する。

⑦ジベレリン処理

１回目ジベレリン処理：すべての花が満開となった頃に25ppmで処理する。フルメット液剤はマニュアルに準

じて、Ｈ型のみ樹勢が強いため5ppm加用し着粒を安定させる。なお、期間雇用など限られた労働力で処理時期

も限られているため、１回ですべての房を処理する。樹勢の落ち着いた樹から実施し、一文字樹は最後に行う。

キャップ飛ばしは、小さいホウキを使用し、ジベレリン未処理房のチェックを同時に行う。

2回目ジベレリン処理：1回目の10日後に25ppmで処理する。

⑧摘房、摘粒

花穂整形時に1新梢1房とする。また、見直し時に弱い枝の房を落とす。

摘粒は、2回目ジベレリン処理終了後から7月下旬までに、30～35粒を目安に行う。

ただし、若木は果粒肥大が劣るため、やや多く残す。仕上げ摘粒は、7月下旬以降、大きい房のみチェックする。

「ナガノパープル」栽培方法
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①防除体系

「JA洗馬」の防除暦どおり。

②特に工夫したり気を付けていること

副梢管理を徹底することで、薬剤散布の効果を上げる樹園地づくりをしている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥　※代表的な樹園地の10aあたり施肥量。数値は保証成分（％）。

基肥：塩化加里（K：60）20kg

礼肥：苦土石灰（Mg：10）200kg、ブドウ特1号（N：8、P：14、K：8）20kg、

BMマルチサポート（Mg:15、Mn:0.5、B：0.2）20kg、

マグゴールド（mg:60）30kg

窒素成分の施肥は、極力控えている。

②かん水、土壌水分管理

水持ちのよい樹園地のため、基本的にかん水は行わない。

極端な乾燥や水分ストレスがないため、今まで裂果による大きな被害は受けたことがない。

③その他（草管理他）

草生栽培（雑草）を実施している。草丈が15cmほど伸びたとき、乗用草刈機で短めに刈り込む。（3週間に1回程度）

テキライグシによる摘粒作業の省力化を図っているが、

摘蕾を行う時期や程度により効果が異なり、

その後の管理や品質に大きく影響してくる。作業効率を上げるこの道具も、

その効果が十分発揮される時期が限られているため、前年の反省点を繰り返さず、

適期作業に努めるよう心掛けている。

「ナガノパープル」は、長野県オリジナル品種として魅力的な品種なので、

平成25年からは雨よけハウス栽培にも挑戦し、規模拡大を目指したい。

農家から
ひとこと

⑨開花後の新梢管理

7月下旬から副梢整理を行う。副梢の整理は、先端を含め、光の入り具合や病気の発生状況に応じて3～4葉残し

て摘心する。

⑩着色進度の把握

収穫期が近づいたら、袋の下部を開き、着色進度を把握する。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

糖度18％以上、果てい部まで紫黒色になったことを確認できたら収穫を開始する。

収穫は朝方の涼しい時間帯に行う。例年、9月10日頃からの出荷となる。

園内の様子

12 13

テキライグシ

①摘粒時期
○1回目ジベレリン処理後7日

　程経過し、果粒肥大差が明

　らかになってから始める。2

　回目ジベレリン処理までに

　は終わらせる。

②摘粒方法
○最初に軸長を調節する。上

　段支柄を切除するか房尻を

　切り上げて、軸長を7㎝に揃

　えてから摘粒を始める。基

　本的には上部支柄を切除

　し、13段前後の支柄数とす

　る（写真）。

○内側に入り込んでしまう果

　粒、内側を向いた果粒、障害

　果、小粒果を中心に取り除

　き、30～35粒とする。

○最上段は3～4粒程度残して

　肩部の穂軸が見えないよう

　にする。房尻も3粒程度残す。

○果柄が柔らかいため、指で

　摘粒が可能。

POINT  「摘粒」

摘粒の実際（実物大）  左：摘粒前、右：摘粒後

7cm



①防除体系

「JA洗馬」の防除暦どおり。

②特に工夫したり気を付けていること

副梢管理を徹底することで、薬剤散布の効果を上げる樹園地づくりをしている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥　※代表的な樹園地の10aあたり施肥量。数値は保証成分（％）。

基肥：塩化加里（K：60）20kg

礼肥：苦土石灰（Mg：10）200kg、ブドウ特1号（N：8、P：14、K：8）20kg、

BMマルチサポート（Mg:15、Mn:0.5、B：0.2）20kg、

マグゴールド（mg:60）30kg

窒素成分の施肥は、極力控えている。

②かん水、土壌水分管理

水持ちのよい樹園地のため、基本的にかん水は行わない。

極端な乾燥や水分ストレスがないため、今まで裂果による大きな被害は受けたことがない。

③その他（草管理他）

草生栽培（雑草）を実施している。草丈が15cmほど伸びたとき、乗用草刈機で短めに刈り込む。（3週間に1回程度）

テキライグシによる摘粒作業の省力化を図っているが、

摘蕾を行う時期や程度により効果が異なり、

その後の管理や品質に大きく影響してくる。作業効率を上げるこの道具も、

その効果が十分発揮される時期が限られているため、前年の反省点を繰り返さず、

適期作業に努めるよう心掛けている。

「ナガノパープル」は、長野県オリジナル品種として魅力的な品種なので、

平成25年からは雨よけハウス栽培にも挑戦し、規模拡大を目指したい。

農家から
ひとこと

⑨開花後の新梢管理

7月下旬から副梢整理を行う。副梢の整理は、先端を含め、光の入り具合や病気の発生状況に応じて3～4葉残し

て摘心する。

⑩着色進度の把握

収穫期が近づいたら、袋の下部を開き、着色進度を把握する。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

糖度18％以上、果てい部まで紫黒色になったことを確認できたら収穫を開始する。

収穫は朝方の涼しい時間帯に行う。例年、9月10日頃からの出荷となる。

園内の様子

12 13

テキライグシ

①摘粒時期
○1回目ジベレリン処理後7日

　程経過し、果粒肥大差が明

　らかになってから始める。2

　回目ジベレリン処理までに

　は終わらせる。

②摘粒方法
○最初に軸長を調節する。上

　段支柄を切除するか房尻を

　切り上げて、軸長を7㎝に揃

　えてから摘粒を始める。基

　本的には上部支柄を切除

　し、13段前後の支柄数とす

　る（写真）。

○内側に入り込んでしまう果

　粒、内側を向いた果粒、障害

　果、小粒果を中心に取り除

　き、30～35粒とする。

○最上段は3～4粒程度残して

　肩部の穂軸が見えないよう

　にする。房尻も3粒程度残す。

○果柄が柔らかいため、指で

　摘粒が可能。

POINT  「摘粒」

摘粒の実際（実物大）  左：摘粒前、右：摘粒後

7cm



NAGANO

Farmer no.4

長野市篠ノ井

樋本 幸子 氏
● 標高…370m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、夫）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ ナガノパープルは他品種と比べて、適期作業の幅が狭い。

○ そのため、他の品種と作業が重なっても最優先で適期作業を行っ

　 ている。

ナガノパープル

ピオーネ

シャインマスカット　　　　

クイーンニーナ

りんご

梨

8a

5a

10a

3a

21a

5a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

ぶどう　26ａ

その他　26ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長7.5～8ｍ　主枝間隔2.5ｍ　6年生樹

（２）生産目標
①目標房重　

450～500g（1粒重13～14g×35粒程度）

②着房基準　

4新梢に3房～5新梢に4房。弱い枝には着房させない。2,100房／8a。

③樹勢　　　 

開花期の新梢の長さ（基準1m）で樹勢を判断。その後は副梢の発生で判断。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月にあらせん定を実施。仕上げせん定は2月～3月初旬　2芽せん定

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

3月中旬に芽傷処理

③芽かき

5月上旬に展葉初期に残した2新梢のうち、方向の良い方を1芽残す。

④誘引

6月になってから実施

⑤開花前の摘心

花穂整形の前に新梢が80㎝程度に伸びたものから摘心。

開花が始まると作業が忙しくなるので、開花前から実施。

⑥花穂整形

花穂整形は開花前に巨峰から実施。巨峰の花の匂いが漂うようになったら、巨峰の花穂整形を中断して、ナガ

ノパープルの花穂整形を優先して行う。

ナガノパープルの開花が始まってから花穂長3.5㎝とし、房の整形を行う。花穂整形は幸子さんが一人で行って

いる。これは複数の人数で行うと、それぞれの花穂整形の癖が出て、房の揃いが悪くなるからである。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理は1回で9割程度の房を処理している。残った1割程度の房はピオーネの1回目ジベレリ

ン処理（おおむね2日遅れ）に合わせて行っている。ジベレリン濃度は1回目、2回目ともに25ppm。

⑧摘房、摘粒

1回目のジベレリン処理時は2房残し、摘粒時に1枝1房と弱い新梢（80㎝以下）を空枝とし、袋掛け時に最終着

房数を決定する。摘粒時に軸長を揃え、2回目のジベレリン処理前に摘粒を終了させている。袋掛けは落花20日

の薬剤散布終了後の7月中旬に終了させる。

「ナガノパープル」栽培方法

夫はりんご全般とぶどうの薬剤散布、草刈、かん水を担当
上記以外のぶどうの管理は幸子さんが担当

14 15



NAGANO

Farmer no.4

長野市篠ノ井

樋本 幸子 氏
● 標高…370m

● 土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、夫）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ ナガノパープルは他品種と比べて、適期作業の幅が狭い。

○ そのため、他の品種と作業が重なっても最優先で適期作業を行っ

　 ている。

ナガノパープル

ピオーネ

シャインマスカット　　　　

クイーンニーナ

りんご

梨

8a

5a

10a

3a

21a

5a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

ぶどう　26ａ

その他　26ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長7.5～8ｍ　主枝間隔2.5ｍ　6年生樹

（２）生産目標
①目標房重　

450～500g（1粒重13～14g×35粒程度）

②着房基準　

4新梢に3房～5新梢に4房。弱い枝には着房させない。2,100房／8a。

③樹勢　　　 

開花期の新梢の長さ（基準1m）で樹勢を判断。その後は副梢の発生で判断。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月にあらせん定を実施。仕上げせん定は2月～3月初旬　2芽せん定

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

3月中旬に芽傷処理

③芽かき

5月上旬に展葉初期に残した2新梢のうち、方向の良い方を1芽残す。

④誘引

6月になってから実施

⑤開花前の摘心

花穂整形の前に新梢が80㎝程度に伸びたものから摘心。

開花が始まると作業が忙しくなるので、開花前から実施。

⑥花穂整形

花穂整形は開花前に巨峰から実施。巨峰の花の匂いが漂うようになったら、巨峰の花穂整形を中断して、ナガ

ノパープルの花穂整形を優先して行う。

ナガノパープルの開花が始まってから花穂長3.5㎝とし、房の整形を行う。花穂整形は幸子さんが一人で行って

いる。これは複数の人数で行うと、それぞれの花穂整形の癖が出て、房の揃いが悪くなるからである。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理は1回で9割程度の房を処理している。残った1割程度の房はピオーネの1回目ジベレリ

ン処理（おおむね2日遅れ）に合わせて行っている。ジベレリン濃度は1回目、2回目ともに25ppm。

⑧摘房、摘粒

1回目のジベレリン処理時は2房残し、摘粒時に1枝1房と弱い新梢（80㎝以下）を空枝とし、袋掛け時に最終着

房数を決定する。摘粒時に軸長を揃え、2回目のジベレリン処理前に摘粒を終了させている。袋掛けは落花20日

の薬剤散布終了後の7月中旬に終了させる。

「ナガノパープル」栽培方法

夫はりんご全般とぶどうの薬剤散布、草刈、かん水を担当
上記以外のぶどうの管理は幸子さんが担当

14 15



⑨開花後の新梢管理

袋掛け終了後の7月下旬に新梢管理を行う 。

副梢は房までの基部はすべて落とし、房先から発生した副梢は1枚残して摘心。

新梢先端は4～5枚で摘心。その後も副梢から伸長があるため、8月上旬にもう一度新梢管理を行う。

⑩着色進度の把握

特に行っていない。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの出荷解禁に合わせている。

①防除体系　

JAの防除暦で防除している。

べと病防止のため、特別散布を

行うことがある。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

10月中旬に菜種粕を3～4袋／10a施用。施肥量は樹勢等を見て、1樹ずつ微調整を行う。

硫酸マグネシウムを3月下旬と6～7月に追肥。合計で3袋／10a程度施肥。

土壌診断で石灰が多いと診断されているので、石灰質の施肥は行っていない。

②かん水、土壌水分管理

5月上旬（凍霜害の心配がなくなった頃）、株元中心に500kg／10a敷きわらを行う。

畑地かん水で5月以降月2～3回程度かん水を行っている。1回のかん水量は20～25㎜である。

ナガノパープルはこれ以外にも、天候に応じてタンクに注水した水を使い、1樹当たり500リットルのかけ流し

を24年度は7月末と8月下旬に行った 。

畑地かん水でかん水を実施した後、5～7日程度雨が降らず、週間予報で今後晴天が続くようならタンクでかん

水を実施。

③その他（草管理他）

草生栽培

ナガノパープルは適期作業の幅が狭いので、他の品種と作業が重なっても、

最優先で適期作業を行っている。ナガノパープルはその意味で

非常にデリケートな品種である。花穂整形や摘粒など房型に影響する

作業はすべて1人で行っている。これは房型を揃えるのに重要である

（他の人が行うと、見直しが必要となり、結局省力化とならない）。

花穂整形時の 花穂長を長くすると、摘粒に手間がかかり、その後の作業もすべて遅れてくる。

花穂長をきちんと短くすることが作業のポイントである。

ナガノパープルの土壌水分管理はかん水も大切であるが、排水の良い土壌にすることも大切

であると思う。

作業の省力化、効率化も考える必要がある。

農家から
ひとこと
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灌水方法

房型

①収穫時期の決め方
以下の項目を同時に満たしていること

○満開後85日以降の９月上旬頃（須坂市の場合）

○満開日以後の積算温度（日平均気温の積算）が2,000℃以上

○果てい部（果柄の付け根）まで、赤紫～紫黒色に着色したもの

○糖度18％以上、酸度0.5～0.6％程度

○食味が良く、果皮に渋味がないこと

②収穫方法
○果粉（ブルーム）が取れたり脱粒したりしないよう、収穫、運搬は丁寧

　に行う。

○果実の鮮度を落とさないよう、収穫は午前中の涼しい時間帯に行う。

　　　③留意点
○着色状況は、果粒全体を見る。果頂部から赤道部までは良く着色して

いても果柄部の付け根に緑色が残っていることがあり、この場合、収穫

にはまだ早い。

○着色だけでなく、必ず食味、糖度を確認して収穫する。

○果皮の着色の進行は、糖度の上昇や酸度の低下より先行する傾向がある。

○収穫適期になった果房から随時収穫し、むやみに収穫時期を遅らせ

　ない。果肉が軟化し皮ごと食べられなくなることがある。

○450ｇを超える大房や着房過多では、果てい部まで着色しない場合

　がある。着房基準、適正果房重を遵守する。

○果房内部が透けて見えるよう過度の密着果房は避け、ややゆるみの

　ある果房形とする。

POINT  「適期収穫」

果てい部の着色変化
と収穫適期の着色（下）

上：果頂部は紫黒色だが果
　 てい部は未着色(未熟)。
下：果てい部まで紫黒色(成熟)

園内の様子
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CHIKUMA

Farmer no.5

千曲市森

岡田 忠行 氏
●標高…365m

●土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ 摘粒はできるだけ早く終了させるため、１回目のジベレリン処理

　 後、粒肥大しない時期でも、内向き果や下向き果等、着果できない

　 果実はあら摘粒で早目に落とし、仕上げ摘粒の効率化をはかる。

○ 袋掛け後の新梢管理はお盆まで毎朝行い、その後他の作業を行っ

　 ている。

ナガノパープル

ピオーネ

シャインマスカット　　　　

ゴルビー

無核巨峰　　　　　

翠　峰　　　　　　

水稲　

20a

3a

7a

3a

10a

10a

21a

内訳

内訳

簡易雨よけ一文字整枝短梢せん定   

           　　　〃  

           　　　〃  

           　　　〃  

露地　自然形整枝中梢せん定

           　　　〃  

ぶどう　53ａ

その他　21ａ

（１）仕立て方法
一文字型短梢栽培　主枝長10ｍ　2本主枝　主枝間隔2.5ｍ　8年生樹

地力がないため、一文字せん定としたが、樹齢が進むにつれ、主幹付近の房は着色が悪くなっているものもある。

主幹から2ｍ程度離れた場所から返し枝を主枝上部に設置し、それを結果枝として利用すべく、樹形を更新

中である。

一部、一文字からＨ型4本主枝 に変更している樹もある。

（２）生産目標
①目標房重　

450～500g（1粒重13～14g×35粒程度）

②着房基準　

4新梢に3房～5新梢に4房。弱い枝には着房させない。2,500房前後／10a

③樹勢　　　

開花期前後の新梢長（基準1m）と副梢の発生程度、特に主枝基部に近い新梢を観察して判断。 

（３）主要管理の方法
①せん定

12月にあらせん定を実施し、2月25日頃～3月初旬に1芽せん定し、ゆ合促進剤を塗布。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）　　

3月中旬に芽傷を入れ、その後メリット青2倍液を塗布 　

③芽かき

1芽せん定のため、芽かきは実施せず

④誘引

5月25日頃から強めの新梢を誘引開始。誘引補助線 があるため、捻枝は実施せず。

誘引は摘粒時まで実施。園主が新梢を誘引して、奥さんが摘粒で追いかける作業体系である。

誘引が終了すれば、園主も摘粒作業に合流する。

⑤開花前の摘心

花穂整形実施後に125cm程度（主枝間中央部）で摘心。

⑥花穂整形

房の開花が始まった頃から花穂整形を始める。

岡田さんが誘引を行った新梢を後追いするように奥さんが整形を行う。軸長は開花始めで花穂長35mm。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理で8～9割の房を実施。

2日後に2回目を実施し、この時開花していない房は落とす。ジベレリン濃度は1回目、2回目とも25ppm。

「ナガノパープル」栽培方法

18 19



CHIKUMA

Farmer no.5

千曲市森

岡田 忠行 氏
●標高…365m

●土壌…褐色森林土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ 摘粒はできるだけ早く終了させるため、１回目のジベレリン処理

　 後、粒肥大しない時期でも、内向き果や下向き果等、着果できない

　 果実はあら摘粒で早目に落とし、仕上げ摘粒の効率化をはかる。

○ 袋掛け後の新梢管理はお盆まで毎朝行い、その後他の作業を行っ

　 ている。

ナガノパープル

ピオーネ

シャインマスカット　　　　

ゴルビー

無核巨峰　　　　　

翠　峰　　　　　　

水稲　

20a

3a

7a

3a

10a

10a

21a

内訳

内訳

簡易雨よけ一文字整枝短梢せん定   

           　　　〃  

           　　　〃  

           　　　〃  

露地　自然形整枝中梢せん定

           　　　〃  

ぶどう　53ａ

その他　21ａ

（１）仕立て方法
一文字型短梢栽培　主枝長10ｍ　2本主枝　主枝間隔2.5ｍ　8年生樹

地力がないため、一文字せん定としたが、樹齢が進むにつれ、主幹付近の房は着色が悪くなっているものもある。

主幹から2ｍ程度離れた場所から返し枝を主枝上部に設置し、それを結果枝として利用すべく、樹形を更新

中である。

一部、一文字からＨ型4本主枝 に変更している樹もある。

（２）生産目標
①目標房重　

450～500g（1粒重13～14g×35粒程度）

②着房基準　

4新梢に3房～5新梢に4房。弱い枝には着房させない。2,500房前後／10a

③樹勢　　　

開花期前後の新梢長（基準1m）と副梢の発生程度、特に主枝基部に近い新梢を観察して判断。 

（３）主要管理の方法
①せん定

12月にあらせん定を実施し、2月25日頃～3月初旬に1芽せん定し、ゆ合促進剤を塗布。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）　　

3月中旬に芽傷を入れ、その後メリット青2倍液を塗布 　

③芽かき

1芽せん定のため、芽かきは実施せず

④誘引

5月25日頃から強めの新梢を誘引開始。誘引補助線 があるため、捻枝は実施せず。

誘引は摘粒時まで実施。園主が新梢を誘引して、奥さんが摘粒で追いかける作業体系である。

誘引が終了すれば、園主も摘粒作業に合流する。

⑤開花前の摘心

花穂整形実施後に125cm程度（主枝間中央部）で摘心。

⑥花穂整形

房の開花が始まった頃から花穂整形を始める。

岡田さんが誘引を行った新梢を後追いするように奥さんが整形を行う。軸長は開花始めで花穂長35mm。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理で8～9割の房を実施。
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⑧摘房、摘粒

花穂整形の前に1新梢1房とする。下向きの房で細い房形を優先的に残す。ジベレリン処理7日後から奥さんが

摘粒を実施し、2回目のGA処理前に摘粒を終了させる。1回目のジベレリン処理後、7日間程度は粒が小さく

摘粒が実施しにくいが、この期間に内向き果、下向果等方向が悪く、必ず落とす粒をあら摘粒することによって、

本摘粒の作業効率を高めている。本摘粒では1房33粒以下を徹底している。

2回目のジベレリン処理後に薬剤散布を行い、7月上旬には他品種に先駆けて、袋掛けを実施。

袋掛けは周辺のナガノパープル栽培園より7～10日早い。

⑨開花後の新梢管理

袋掛け後の7月上中旬から新梢管理 を実施。先端副梢は4～5枚、その他副梢は1枚で摘心。

1園地を一回りしたら、再度新梢管理を行い、8月中旬までに3回ほど園地を回っている。

新梢管理の時期は他品種の摘粒等の作業時期と重なるが、1日の仕事の中でナガノパープルの新梢管理を朝か

ら行い、その後、他の作業を行っている。

⑩着色進度の把握

袋を開けることはなく、袋の外側に透ける色を見て、着色状況を確認。

最近はJAの出荷解禁日前に成熟しているので、特になにもしていない。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの出荷解禁にあわせて出荷 

①防除体系

JAの防除体系

②特に工夫したり気を付けていること

袋掛け前に薬剤散布を行うようにしている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

10月下旬に苦土石灰を3袋／10a。11月上中旬の雨の降った後に水酸化苦土を30kg／10a施用。

一文字せん定で樹冠が狭いため、窒素の施用は控えている。

②かん水、土壌水分管理

発芽と初期の新梢伸長を揃えるため、あんずの花が咲き始めた頃から定期的にかん水を実施。

1回目ジベレリン処理前までは7日間雨がなかったらかん水を2時間程度実施。

1回目ジベレリン処理後は3～4日雨が無かったら収穫期まで1時間程度かん水。

③その他（草管理他）

草生栽培で管理

裂果は自根樹が問題となったが、台木樹は問題ない。

生育期間のかん水も毎日でなくても良いと思う。

かん水の開始時期はあんずの花が咲き始めた頃からとして、

発芽を揃えるため、発芽前からかん水を実施している。

軸長と粒数を徹底して、大房にならないように注意している。

新梢管理（副梢の摘心等）は袋掛け後から盆前まではできるだけ園地を見回り、

最優先で作業をしている。その後に他の作業を行うようにしている。

今後、巨峰園10aをナガノパープル7a、シャインマスカット3a程度に

改植する予定であるが、こちらの園地は地力が高いためＨ型を考えている。

農家から
ひとこと

房形

                                                               

園内の様子

主幹基部返し枝
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⑧摘房、摘粒

花穂整形の前に1新梢1房とする。下向きの房で細い房形を優先的に残す。ジベレリン処理7日後から奥さんが

摘粒を実施し、2回目のGA処理前に摘粒を終了させる。1回目のジベレリン処理後、7日間程度は粒が小さく

摘粒が実施しにくいが、この期間に内向き果、下向果等方向が悪く、必ず落とす粒をあら摘粒することによって、

本摘粒の作業効率を高めている。本摘粒では1房33粒以下を徹底している。

2回目のジベレリン処理後に薬剤散布を行い、7月上旬には他品種に先駆けて、袋掛けを実施。

袋掛けは周辺のナガノパープル栽培園より7～10日早い。

⑨開花後の新梢管理

袋掛け後の7月上中旬から新梢管理 を実施。先端副梢は4～5枚、その他副梢は1枚で摘心。

1園地を一回りしたら、再度新梢管理を行い、8月中旬までに3回ほど園地を回っている。

新梢管理の時期は他品種の摘粒等の作業時期と重なるが、1日の仕事の中でナガノパープルの新梢管理を朝か

ら行い、その後、他の作業を行っている。

⑩着色進度の把握

袋を開けることはなく、袋の外側に透ける色を見て、着色状況を確認。

最近はJAの出荷解禁日前に成熟しているので、特になにもしていない。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの出荷解禁にあわせて出荷 

①防除体系

JAの防除体系

②特に工夫したり気を付けていること

袋掛け前に薬剤散布を行うようにしている。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

10月下旬に苦土石灰を3袋／10a。11月上中旬の雨の降った後に水酸化苦土を30kg／10a施用。

一文字せん定で樹冠が狭いため、窒素の施用は控えている。

②かん水、土壌水分管理

発芽と初期の新梢伸長を揃えるため、あんずの花が咲き始めた頃から定期的にかん水を実施。

1回目ジベレリン処理前までは7日間雨がなかったらかん水を2時間程度実施。

1回目ジベレリン処理後は3～4日雨が無かったら収穫期まで1時間程度かん水。

③その他（草管理他）

草生栽培で管理

裂果は自根樹が問題となったが、台木樹は問題ない。

生育期間のかん水も毎日でなくても良いと思う。

かん水の開始時期はあんずの花が咲き始めた頃からとして、

発芽を揃えるため、発芽前からかん水を実施している。

軸長と粒数を徹底して、大房にならないように注意している。

新梢管理（副梢の摘心等）は袋掛け後から盆前まではできるだけ園地を見回り、

最優先で作業をしている。その後に他の作業を行うようにしている。

今後、巨峰園10aをナガノパープル7a、シャインマスカット3a程度に

改植する予定であるが、こちらの園地は地力が高いためＨ型を考えている。

農家から
ひとこと

房形

                                                               

園内の様子

主幹基部返し枝
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SUZAKA

Farmer no.6

須坂市八町

荒井 延夫 氏
● 標高…430m

● 土壌…黒ぼく土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、父、母）

○ 雇用労力…延べ70人（花穂整形、摘粒、ジベレリン処理、りんごの葉摘み）

労働力

○ 大面積でも雇用労働力を上手に利用して、房切り、摘粒、ジベレリ

　 ン処理等はできるだけ短期間で終了できるように心掛ける。

○ 適正樹勢は葉の大きさでも判断。葉１枚１枚ができるだけ小さく

　 なるよう施肥などで調整。

　 樹勢が強い場合は新梢摘心の回数を増やすなどして調整。

○ 園地の明るさも重要。

ナガノパープル

シャインマスカット

瀬戸ジャイアンツ

その他

りんご

40ａ

15ａ

10ａ

10ａ

20ａ

内訳

内訳

露地（内　一文字　20a）
　　（内　Ｈ型　20a）

露地　Ｈ型平行整枝短梢せん定

露地

露地

ぶどう　75ａ

その他　20ａ

（１）仕立て方法
一文字型　主枝長7.5～10ｍ　主枝間隔2.4m　10年生樹

Ｈ型　主枝長7.5ｍ　主枝間隔2.4ｍ　7年生樹

（２）生産目標
①目標房重

450～500ｇ（1粒重12～14g×35粒程度）

②着房基準

40aで12,000房（3,000房／10a）着房場所にこだわらず、良い房型のものを残すようにしている。

③樹勢

Ｈ型と比較すると一文字型の方は樹勢が強いため、副梢の摘心等新梢管理に手間がかかる。

樹勢は新梢長の太さで達観判断、開花期以降は副梢の発生や葉の大きさで判断 。

一文字型の方が樹勢強めであるが、新梢管理の差はない。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月上旬にあらせん定（5芽程度残す）。

2月上旬から1芽残し、仕上げせん定（犠牲芽せん定で塗布剤無し）、遅くても2月中には終了させる。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

長梢部分のみ、水上がり直前に芽傷の実施 

③芽かき

2新梢のうち、弱い新梢を次年度の結果母枝に利用できるように３～４枚で摘心。

 強い新梢が2本発生した場合は混む場合は1本に整理。

④誘引

捻枝と同時に行う。5月末～6月上旬の約10日間。

早い時期から行わず、枝が出揃うのを待ってから行う方がいい。

⑤開花前の摘心

房切りが終了してから摘心。花穂整形と新梢先端の摘心を同時に行うと作業効率が悪くなるので摘心は花穂

整形が終了してから行っている。

⑥花穂整形

軸長がある程度揃うことを意識して、お手伝いさん5名にお願いし、40aのナガノパープルを5日以内で終了す

るようにしている。

花穂整形時に1新梢1房とし、花穂の向きにこだわらずに細めの房を残すように心がけている。

花穂整形は花穂長3cmとしている。

「ナガノパープル」栽培方法
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SUZAKA

Farmer no.6

須坂市八町

荒井 延夫 氏
● 標高…430m

● 土壌…黒ぼく土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、父、母）

○ 雇用労力…延べ70人（花穂整形、摘粒、ジベレリン処理、りんごの葉摘み）

労働力

○ 大面積でも雇用労働力を上手に利用して、房切り、摘粒、ジベレリ

　 ン処理等はできるだけ短期間で終了できるように心掛ける。

○ 適正樹勢は葉の大きさでも判断。葉１枚１枚ができるだけ小さく

　 なるよう施肥などで調整。

　 樹勢が強い場合は新梢摘心の回数を増やすなどして調整。

○ 園地の明るさも重要。

ナガノパープル

シャインマスカット

瀬戸ジャイアンツ

その他

りんご

40ａ

15ａ

10ａ

10ａ

20ａ

内訳

内訳

露地（内　一文字　20a）
　　（内　Ｈ型　20a）

露地　Ｈ型平行整枝短梢せん定

露地

露地

ぶどう　75ａ

その他　20ａ

（１）仕立て方法
一文字型　主枝長7.5～10ｍ　主枝間隔2.4m　10年生樹

Ｈ型　主枝長7.5ｍ　主枝間隔2.4ｍ　7年生樹

（２）生産目標
①目標房重

450～500ｇ（1粒重12～14g×35粒程度）

②着房基準

40aで12,000房（3,000房／10a）着房場所にこだわらず、良い房型のものを残すようにしている。

③樹勢

Ｈ型と比較すると一文字型の方は樹勢が強いため、副梢の摘心等新梢管理に手間がかかる。

樹勢は新梢長の太さで達観判断、開花期以降は副梢の発生や葉の大きさで判断 。

一文字型の方が樹勢強めであるが、新梢管理の差はない。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月上旬にあらせん定（5芽程度残す）。

2月上旬から1芽残し、仕上げせん定（犠牲芽せん定で塗布剤無し）、遅くても2月中には終了させる。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

長梢部分のみ、水上がり直前に芽傷の実施 

③芽かき

2新梢のうち、弱い新梢を次年度の結果母枝に利用できるように３～４枚で摘心。

 強い新梢が2本発生した場合は混む場合は1本に整理。

④誘引

捻枝と同時に行う。5月末～6月上旬の約10日間。

早い時期から行わず、枝が出揃うのを待ってから行う方がいい。

⑤開花前の摘心

房切りが終了してから摘心。花穂整形と新梢先端の摘心を同時に行うと作業効率が悪くなるので摘心は花穂

整形が終了してから行っている。

⑥花穂整形

軸長がある程度揃うことを意識して、お手伝いさん5名にお願いし、40aのナガノパープルを5日以内で終了す

るようにしている。

花穂整形時に1新梢1房とし、花穂の向きにこだわらずに細めの房を残すように心がけている。

花穂整形は花穂長3cmとしている。

「ナガノパープル」栽培方法
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⑦ジベレリン処理

1回目ジベレリン処理はできるだけ遅らせて行い、初回に約9割の房が処理できるように心掛けている。

次回に残りを終わらせる。1回目の処理はお手伝いさん3人で2日程度。

2回目の処理はお手伝いさん3人で、1日で終わらせる。 ジベレリン濃度は1回目、2回目とも25ppm。

⑧摘房、摘粒

摘粒時に最終房数を決定 。1回目のジベ処理の約10日後にお手伝いさん5名で約3日間で摘粒終了。

お手伝いさんが摘粒に入る前に園主が軸長を揃えているが、全面積までは手が回らない年もある。

軸長、粒数はJAの指針のとおり。

⑨開花後の新梢管理

1回目のジベ処理が終わった後～収穫までの間に3回程度園地を回る副梢は1葉残して摘心。新梢先端の副梢は

3～4葉で摘心。一文字せん定の方は樹勢が強めで、粒肥大が良いが、新梢管理の手間もかかる。

⑩着色進度の把握

袋掛けは7月中旬までに終わらせる。その後は、袋から透けて見える部分で判断。 

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの解禁日に合わせて収穫開始。

①防除体系

JAの防除暦通り。個人で調剤。天気をみて

追加する場合あり。

②特に工夫したり気を付けていること

状況に応じて1～2回追加散布を行う場合

もある。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

元肥は11月下旬（りんごの収穫後）みどりマグを3月に3～4袋/10a  追肥なし。

葉面散布剤（グリーントップ）袋かけ直後とその10日～2週間後に散布。

②かん水、土壌水分管理

畑かん（3時間）6～8月に計5回　

降雨日やかん水日から7日ほど後に週刊予報を見て 、晴天がしばらく続くようなら実施。

③その他（草管理他）

草生、草刈。園周囲に張ったネット際のみ除草剤。

房型 園内の様子

農家から
ひとこと

割れるリスクがあってもトータルで有望。

土づくりが大切。堆肥を入れる等、保水力のある土に。

房型（細いスラッとした房）をどうやって揃えるか。

新梢管理は早くからこまめに。

棚面を暗くしない程度で、小さい葉を多く。（樹勢が落ち着くと自然と小さな葉に）

冬期のワラ巻き。

①花穂の整理　花穂の良否が確認できたら、開花期までに１新梢１花穂とする。
（1）残す花穂

○強めの新梢の花穂（満開時の長さが100cm以上の新梢）

○花穂の先端部分まで支柄が詰まっているもの

○第１花穂、第２花穂のどちらでも良い

（2）取り除く花穂

○軸が平たく、帯状

○先端が二股に分かれている、あるいは湾曲

○先端部分の花蕾が粗着

○花穂全体が細く、貧弱

以下の条件に該当する場合は、１新梢２花穂残し、結実確定後に整理しても良い。

○若木や加温栽培で結実が不安定な場合。

○ジベレリン処理に不慣れで、房きり時、ジベレリン処理時に花穂を折損する恐れがある場合。

②花穂整形
（1）時期　　花穂が伸びきり、上部支柄の開花が始まった頃～満開期

（2）方法（写真）

○主穂の先端部分を使用する。

○残す長さは、開花始めで３～3.5cm

（3）留意点

○先端は切り詰めない。ただし、若木や強樹勢で着粒が

　不安定な場合には極く軽く（先端５花蕾程度）切り詰める。

○主穂の穂軸が平たく帯状になっている場合は、副穂を使用してもよい。

○長く残しすぎない。長くすると大房になり、成熟が遅れる。

○早い時期に花穂整形しない。

　早すぎると開花までに花穂が伸びて大房になる。房形も整わない。

POINT  「開花前の花穂管理」

花穂整形方法

3～3.5cm
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⑦ジベレリン処理

1回目ジベレリン処理はできるだけ遅らせて行い、初回に約9割の房が処理できるように心掛けている。

次回に残りを終わらせる。1回目の処理はお手伝いさん3人で2日程度。

2回目の処理はお手伝いさん3人で、1日で終わらせる。 ジベレリン濃度は1回目、2回目とも25ppm。

⑧摘房、摘粒

摘粒時に最終房数を決定 。1回目のジベ処理の約10日後にお手伝いさん5名で約3日間で摘粒終了。

お手伝いさんが摘粒に入る前に園主が軸長を揃えているが、全面積までは手が回らない年もある。

軸長、粒数はJAの指針のとおり。

⑨開花後の新梢管理

1回目のジベ処理が終わった後～収穫までの間に3回程度園地を回る副梢は1葉残して摘心。新梢先端の副梢は

3～4葉で摘心。一文字せん定の方は樹勢が強めで、粒肥大が良いが、新梢管理の手間もかかる。

⑩着色進度の把握

袋掛けは7月中旬までに終わらせる。その後は、袋から透けて見える部分で判断。 

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの解禁日に合わせて収穫開始。

①防除体系

JAの防除暦通り。個人で調剤。天気をみて

追加する場合あり。

②特に工夫したり気を付けていること

状況に応じて1～2回追加散布を行う場合

もある。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

元肥は11月下旬（りんごの収穫後）みどりマグを3月に3～4袋/10a  追肥なし。

葉面散布剤（グリーントップ）袋かけ直後とその10日～2週間後に散布。

②かん水、土壌水分管理

畑かん（3時間）6～8月に計5回　

降雨日やかん水日から7日ほど後に週刊予報を見て 、晴天がしばらく続くようなら実施。

③その他（草管理他）

草生、草刈。園周囲に張ったネット際のみ除草剤。

房型 園内の様子

農家から
ひとこと

割れるリスクがあってもトータルで有望。

土づくりが大切。堆肥を入れる等、保水力のある土に。

房型（細いスラッとした房）をどうやって揃えるか。

新梢管理は早くからこまめに。

棚面を暗くしない程度で、小さい葉を多く。（樹勢が落ち着くと自然と小さな葉に）

冬期のワラ巻き。

①花穂の整理　花穂の良否が確認できたら、開花期までに１新梢１花穂とする。
（1）残す花穂

○強めの新梢の花穂（満開時の長さが100cm以上の新梢）

○花穂の先端部分まで支柄が詰まっているもの

○第１花穂、第２花穂のどちらでも良い

（2）取り除く花穂

○軸が平たく、帯状

○先端が二股に分かれている、あるいは湾曲

○先端部分の花蕾が粗着

○花穂全体が細く、貧弱

以下の条件に該当する場合は、１新梢２花穂残し、結実確定後に整理しても良い。

○若木や加温栽培で結実が不安定な場合。

○ジベレリン処理に不慣れで、房きり時、ジベレリン処理時に花穂を折損する恐れがある場合。

②花穂整形
（1）時期　　花穂が伸びきり、上部支柄の開花が始まった頃～満開期

（2）方法（写真）

○主穂の先端部分を使用する。

○残す長さは、開花始めで３～3.5cm

（3）留意点

○先端は切り詰めない。ただし、若木や強樹勢で着粒が

　不安定な場合には極く軽く（先端５花蕾程度）切り詰める。

○主穂の穂軸が平たく帯状になっている場合は、副穂を使用してもよい。

○長く残しすぎない。長くすると大房になり、成熟が遅れる。

○早い時期に花穂整形しない。

　早すぎると開花までに花穂が伸びて大房になる。房形も整わない。

POINT  「開花前の花穂管理」

花穂整形方法
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OBUSE

Farmer no.7

小布施町都住

吉澤 修・悦美 氏
● 標高…340m

● 土壌…褐色森林土

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 雇用労力…延べ70人（花穂整形、ジベレリン処理、摘粒）

労働力

○ 早期（８月中旬）までに粒の付け根まで着色が進めば、多少大玉に

　 なっても裂果しない。

○ 房切り、１回目のジベレリン処理は遅めに。摘粒は早目に。

○ 副梢の新梢管理は３回程度行う。

○ 主枝ごとに良い形の房から袋を掛けていって着房数を調整。

主な経営品目・作付面積

ナガノパープル

シャインマスカット

無核巨峰　　　　

りんご

モモ

栗　

21a

40a

2a

10a

15a

16a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地

ぶどう　63ａ

その他　41ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長7.5ｍ　主枝間隔2.5ｍ　8年生樹

当初樹勢を落ち着かせるため、変則の６本主枝に変更途中だったが、適樹勢になったと判断したことから、

Ｈ型に戻した。

（２）生産目標
①目標房重　

450g（1粒重15g×30粒程度）

②着房基準　

450gの房であれば10a当たり4,000新梢で3,000房が基準となるが、目標は4,000新梢で2,800房（10新梢に7

房）まで制限したい。

③樹勢　　　

開花期の新梢長の長さ（基準1m）と全体的な新梢の太さで判断 。樹勢がやや強めの方が良い。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月に30～40cmであらせん定。仕上げせん定は2月末～3月初めに2芽目と3芽目の節間で切る。

切りっぱなし。犠牲芽せん定は手や腕に負担がかかるのでしない。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

棚面がいっぱいになる前は芽傷処理を行っていた。

③芽かき

できるだけ基部の新梢を残し、1新梢とする。基底芽が利用できそうであれば使うようにしている。

④誘引

捻枝を行った翌日に棚面に誘引する。

⑤開花前の摘心

房切りの時に合わせて行う。

⑥花穂整形

とび花が出始めてから始める。満開3日前頃から始めて満開時には終わらせる。花穂長 3～3.5㎝。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理は最初に8割実施。その2日程度後に残りの2割を実施。

2回目のジベレリン処理は1度に終わらせる。ジベレリン濃度は2回とも25ppm。

⑧摘房、摘粒

最初の誘引が終わった時点で1新梢1房にしておき、その後房切りを行っている。

房は細い房型の方を選ぶようにしている。摘粒は1回目のジベレリン処理の3～4日後から始め、

2回目にジベレリン処理前に終わらせる。1房30粒とし、のべ約25人の雇用を入れる。

「ナガノパープル」栽培方法

26 27



OBUSE

Farmer no.7

小布施町都住

吉澤 修・悦美 氏
● 標高…340m

● 土壌…褐色森林土

○ 家族労力…2人（本人、妻）

○ 雇用労力…延べ70人（花穂整形、ジベレリン処理、摘粒）

労働力

○ 早期（８月中旬）までに粒の付け根まで着色が進めば、多少大玉に

　 なっても裂果しない。

○ 房切り、１回目のジベレリン処理は遅めに。摘粒は早目に。

○ 副梢の新梢管理は３回程度行う。

○ 主枝ごとに良い形の房から袋を掛けていって着房数を調整。

主な経営品目・作付面積

ナガノパープル

シャインマスカット

無核巨峰　　　　

りんご

モモ

栗　

21a

40a

2a

10a

15a

16a

内訳

内訳

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地

ぶどう　63ａ

その他　41ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長7.5ｍ　主枝間隔2.5ｍ　8年生樹

当初樹勢を落ち着かせるため、変則の６本主枝に変更途中だったが、適樹勢になったと判断したことから、

Ｈ型に戻した。

（２）生産目標
①目標房重　

450g（1粒重15g×30粒程度）

②着房基準　

450gの房であれば10a当たり4,000新梢で3,000房が基準となるが、目標は4,000新梢で2,800房（10新梢に7

房）まで制限したい。

③樹勢　　　

開花期の新梢長の長さ（基準1m）と全体的な新梢の太さで判断 。樹勢がやや強めの方が良い。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月に30～40cmであらせん定。仕上げせん定は2月末～3月初めに2芽目と3芽目の節間で切る。

切りっぱなし。犠牲芽せん定は手や腕に負担がかかるのでしない。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

棚面がいっぱいになる前は芽傷処理を行っていた。

③芽かき

できるだけ基部の新梢を残し、1新梢とする。基底芽が利用できそうであれば使うようにしている。

④誘引

捻枝を行った翌日に棚面に誘引する。

⑤開花前の摘心

房切りの時に合わせて行う。

⑥花穂整形

とび花が出始めてから始める。満開3日前頃から始めて満開時には終わらせる。花穂長 3～3.5㎝。

⑦ジベレリン処理

1回目のジベレリン処理は最初に8割実施。その2日程度後に残りの2割を実施。

2回目のジベレリン処理は1度に終わらせる。ジベレリン濃度は2回とも25ppm。

⑧摘房、摘粒

最初の誘引が終わった時点で1新梢1房にしておき、その後房切りを行っている。

房は細い房型の方を選ぶようにしている。摘粒は1回目のジベレリン処理の3～4日後から始め、

2回目にジベレリン処理前に終わらせる。1房30粒とし、のべ約25人の雇用を入れる。

「ナガノパープル」栽培方法

26 27



房型 園内の様子

⑨開花後の新梢管理

1回目のジベレリン処理の時期に棚付け、副梢は1枚残して摘心。

摘心は3巡くらいする。（こまめに行い、強い枝を出さない）

⑩着色進度の把握

平成24年は大房となり、随時着色を確認。特に着色が遅れがちな主枝基部に房の果粒の付け根の色を確認、

平年と比べて、着色が遅れていたことから、主枝の分岐部分の房を8月5日に摘房。

着房数を減らして、全体の着色向上を図った。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの解禁日から収穫開始。

⑫その他

平成24年は夏の暑い時期に新梢葉の温度を下げるため棚上から細霧冷房を実施。

暑い日（気温が30℃以上）のお昼に約30分間行った。

①防除体系

JA防除暦とおり。個人で調剤。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

窒素肥料は与えない。元肥は11月中旬、土力物語。4月末にみどりマグ。

②かん水、土壌水分管理

ハンガー式のかん水装置で少量多かん水を意識。満開から7月までは毎日3時間（雨天を除く）、

8月以降は当初、1日おき3時間。その後は天候、気温の状況に応じて徐々に4日に1日3時間程度まで減らしてい

き、盆過ぎまでかん水を行う。井戸水を利用。

③その他（草管理他）

草生栽培

欲をかくと裂果する。収量（欲）を落として収益性を上げられるかがポイント。

一番儲かる収量と品質、作業性の組み合わせを考える。

基本のことはしっかりとやる。

１回目のジべ処理はぎりぎりまで待って行い、摘粒はできるだけ速やかに。

仲間との勉強会や園地巡回、情報交換は大切な時間。

強樹勢対策は、独自の工夫を取り入れている。新梢間の間隔を狭くして、

ｍ当たりの発生本数をできるだけ多くし、葉面積を確保して着房させている。

なお断根や環状剥皮は樹勢が低下する可能性があるので、実施しない。 

農家から
ひとこと

28 29

［1回目処理］
①時期
○満開時（花穂のほぼ100％の花蕾が咲いた時期）～満開

　3日後（写真）。ただし、処理が遅れると幼果の脱落など

　により着粒数が不足する場合があるので満開2日後ま

　でには終わらせたい。

②方法
○ジベレリン25ppm　若木などで結実が不安定な場合は、

　フルメット液剤の2～5ppmを加用してもよい。

○カップ等により花穂を浸漬処理する。

［2回目処理］
①時期
○満開10～15日後（写真）

○果粒横径　8～9mm

○早すぎると果粒肥大が劣り、遅くなると果粉溶脱が発生する。

②方法
○ジベレリン25ppm

○カップ等により果房を浸漬処理する。

POINT  「ジベレリン処理」

満開期 満開1～2日後(最適期)

第１回目ジベレリン処理適期　　

■ジベレリン水溶剤の適用と使用方法（｢ナガノパープル｣関係分を抜粋）

作物名 使用目的 使用濃度 使用時期 使用回数 使用方法 使用回数Ｚ

ぶどう
（キングデラ、
ハニーシードレス
を除く3倍体品種）

着粒安定
果粒肥大促進

第１回目
25～50ppm

第２回目
25～50ppm

第1回目
満開時～
満開3日後

第2回目
満開10～15日後

2回、但し
降雨等により
再処理を行う
場合は
合計4回以内

２回、但し
降雨等により
再処理を行う
場合は
合計4回以内

第１回目
花房浸漬

第２回目
果房浸漬

Z:ジベレリンを含む農薬の総使用回数．平成20年３月現在の登録条件．



房型 園内の様子

⑨開花後の新梢管理

1回目のジベレリン処理の時期に棚付け、副梢は1枚残して摘心。

摘心は3巡くらいする。（こまめに行い、強い枝を出さない）

⑩着色進度の把握

平成24年は大房となり、随時着色を確認。特に着色が遅れがちな主枝基部に房の果粒の付け根の色を確認、

平年と比べて、着色が遅れていたことから、主枝の分岐部分の房を8月5日に摘房。

着房数を減らして、全体の着色向上を図った。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

JAの解禁日から収穫開始。

⑫その他

平成24年は夏の暑い時期に新梢葉の温度を下げるため棚上から細霧冷房を実施。

暑い日（気温が30℃以上）のお昼に約30分間行った。

①防除体系

JA防除暦とおり。個人で調剤。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

窒素肥料は与えない。元肥は11月中旬、土力物語。4月末にみどりマグ。

②かん水、土壌水分管理

ハンガー式のかん水装置で少量多かん水を意識。満開から7月までは毎日3時間（雨天を除く）、

8月以降は当初、1日おき3時間。その後は天候、気温の状況に応じて徐々に4日に1日3時間程度まで減らしてい

き、盆過ぎまでかん水を行う。井戸水を利用。

③その他（草管理他）

草生栽培

欲をかくと裂果する。収量（欲）を落として収益性を上げられるかがポイント。

一番儲かる収量と品質、作業性の組み合わせを考える。

基本のことはしっかりとやる。

１回目のジべ処理はぎりぎりまで待って行い、摘粒はできるだけ速やかに。

仲間との勉強会や園地巡回、情報交換は大切な時間。

強樹勢対策は、独自の工夫を取り入れている。新梢間の間隔を狭くして、

ｍ当たりの発生本数をできるだけ多くし、葉面積を確保して着房させている。

なお断根や環状剥皮は樹勢が低下する可能性があるので、実施しない。 

農家から
ひとこと

28 29

［1回目処理］
①時期
○満開時（花穂のほぼ100％の花蕾が咲いた時期）～満開

　3日後（写真）。ただし、処理が遅れると幼果の脱落など

　により着粒数が不足する場合があるので満開2日後ま

　でには終わらせたい。

②方法
○ジベレリン25ppm　若木などで結実が不安定な場合は、

　フルメット液剤の2～5ppmを加用してもよい。

○カップ等により花穂を浸漬処理する。

［2回目処理］
①時期
○満開10～15日後（写真）

○果粒横径　8～9mm

○早すぎると果粒肥大が劣り、遅くなると果粉溶脱が発生する。

②方法
○ジベレリン25ppm

○カップ等により果房を浸漬処理する。

POINT  「ジベレリン処理」

満開期 満開1～2日後(最適期)

第１回目ジベレリン処理適期　　

■ジベレリン水溶剤の適用と使用方法（｢ナガノパープル｣関係分を抜粋）

作物名 使用目的 使用濃度 使用時期 使用回数 使用方法 使用回数Ｚ

ぶどう
（キングデラ、
ハニーシードレス
を除く3倍体品種）

着粒安定
果粒肥大促進

第１回目
25～50ppm

第２回目
25～50ppm

第1回目
満開時～
満開3日後

第2回目
満開10～15日後

2回、但し
降雨等により
再処理を行う
場合は
合計4回以内

２回、但し
降雨等により
再処理を行う
場合は
合計4回以内

第１回目
花房浸漬

第２回目
果房浸漬

Z:ジベレリンを含む農薬の総使用回数．平成20年３月現在の登録条件．



NAKANO

Farmer no.8

中野市一本木

滝沢 君雄 氏
● 標高…405m

● 土壌…褐色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、妻、息子）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ 新梢の副梢発生が少なめの落ち着いた樹勢の管理。

○ 定期的な灌水の実施。

○ 適正な着果量。

ナガノパープル

シャインマスカット

ピオーネ

おうとう

りんご

プラム　

15a

18a

20a

7a

20a

7a

内訳

内訳

雨除　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

加温施設

普通樹（ふじ）

平棚（貴陽、太陽）

ぶどう　53ａ

その他　34ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型 　主枝長6ｍ　主枝間隔2.4m　5年生樹

（２）生産目標
①目標房重

450～500g（1粒重14～15g×35粒程度）。

②着房基準

4新梢に3房～5新梢に4房、弱い新梢には着房させない。約3,200房／10a。

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径9～10mm（満開時）程度。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月上旬にあらせん定を実施。

3月上旬に長梢部の切り返しせん定を実施（20芽程度）。また、新梢部を2芽にせん定する。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

芽傷処理は未実施、シアナミド剤（ヒットα）を3月20日頃散布。

③芽かき

発芽直後に実施したいが、作業的に遅れてしまい1～2枚展葉した頃に基部側の1芽を残して芽欠き実施。

④誘引

房切り前の展葉7枚頃に実施。

⑤開花前の摘心

開花直前に3番目の誘引線部分（約120cm）で新梢先端部の摘心。フラスター不使用。

⑥花穂整形

花穂の1/3が咲いた頃から始める。第1と第2の花穂は形の良く整った方を残し、1花穂に整理する。房先3cmを

残すようにしている。

⑦ジベレリン処理

2回処理。2回とも25ppm。

1回目→2度に分け、1度目で95％、2度目に5％処理し、遅れた果房は摘房する。

2回目→1回目ジベレリン処理10日後を目安に摘粒終了させて1度で処理する。

⑧摘房、摘粒

摘房は、基準どおり4新梢に3果房。

摘粒は、房型の改善を次年度へつなげるために、列毎に担当者を決めて実施する。

「ナガノパープル」栽培方法

ピオーネはシャインマスカットに更新中
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NAKANO

Farmer no.8

中野市一本木

滝沢 君雄 氏
● 標高…405m

● 土壌…褐色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、妻、息子）

○ 雇用労力…なし

労働力

○ 新梢の副梢発生が少なめの落ち着いた樹勢の管理。

○ 定期的な灌水の実施。

○ 適正な着果量。

ナガノパープル

シャインマスカット

ピオーネ

おうとう

りんご

プラム　

15a

18a

20a

7a

20a

7a

内訳

内訳

雨除　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

露地　平行整枝短梢せん定

加温施設

普通樹（ふじ）

平棚（貴陽、太陽）

ぶどう　53ａ

その他　34ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型 　主枝長6ｍ　主枝間隔2.4m　5年生樹

（２）生産目標
①目標房重

450～500g（1粒重14～15g×35粒程度）。

②着房基準

4新梢に3房～5新梢に4房、弱い新梢には着房させない。約3,200房／10a。

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径9～10mm（満開時）程度。

（３）主要管理の方法
①せん定

12月上旬にあらせん定を実施。

3月上旬に長梢部の切り返しせん定を実施（20芽程度）。また、新梢部を2芽にせん定する。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

芽傷処理は未実施、シアナミド剤（ヒットα）を3月20日頃散布。

③芽かき

発芽直後に実施したいが、作業的に遅れてしまい1～2枚展葉した頃に基部側の1芽を残して芽欠き実施。

④誘引

房切り前の展葉7枚頃に実施。

⑤開花前の摘心

開花直前に3番目の誘引線部分（約120cm）で新梢先端部の摘心。フラスター不使用。

⑥花穂整形

花穂の1/3が咲いた頃から始める。第1と第2の花穂は形の良く整った方を残し、1花穂に整理する。房先3cmを

残すようにしている。

⑦ジベレリン処理

2回処理。2回とも25ppm。

1回目→2度に分け、1度目で95％、2度目に5％処理し、遅れた果房は摘房する。

2回目→1回目ジベレリン処理10日後を目安に摘粒終了させて1度で処理する。

⑧摘房、摘粒

摘房は、基準どおり4新梢に3果房。

摘粒は、房型の改善を次年度へつなげるために、列毎に担当者を決めて実施する。

「ナガノパープル」栽培方法

ピオーネはシャインマスカットに更新中
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⑨開花後の新梢管理

ジベレリン2回目処理後35日以内に対面側主枝の果房手前の誘引線を目安に随時摘心を実施。

副梢は、全て芽欠き。果房や本葉に日光が入るようにしている。日焼けはなかった（H24年）。

管理作業は随時で5回程度実施。

⑩着色進度の把握

ゆるめの房となるようにして、付け根までしっかり着色を確認している。

⑪収穫の目安（着色確認方法など）

収穫前に全ての袋を外して、果てい部の着色を見て収穫している。

（4）雨除け
4月下旬に被覆。温度センサーで谷間の自動換気、雨の時のみ手動で閉めている。

①防除体系

JA中野市のぶどう防除暦に準じ、施設なのでボルドーのみ抜いてる。Ｈ24年は、ダニ剤使用した。

病害虫対策

土壌管理

①施肥

基肥・土壌改良で、9月下旬の収穫後にマイティー黒ぐろ20kg／15a、種かす15kg／15a、

エアーポイント（コーンコブ残さ等）15kg／樹（390kg／10a）、ニューエコマグ15kg／15a（樹幹周囲）。

②かん水、土壌水分管理

チューブ式灌水。（スミサンスイR－ハウスワイド、散水幅4.5～7.2ｍ）樹列の両側1mに設置して灌水実施。

20～40分／回／3日で乾燥程度で調節。（H23年は、水のかからない所が裂果した。）

③その他（草管理他）

草生栽培（草刈り7～8回）。草刈り機で刈れない施設周辺部の根のない所のみ除草剤2回使用。

「樹冠が完成して、樹勢が落ち着いてきた。

（裂果低減や新梢管理が減少した。）」

「１つの芽座から新梢２本出さない。」（基部に戻したい所のみ２本出ししている。）

「ピオーネの短梢栽培をしていたので、管理の経験がナガノパープルにも活かせたと思う。」

農家から
ひとこと

房型 灌水の状況 園内の様子

32 33

POINT  「裂果防止」

生育時期

土壌水分

裂果防止に必要な事項

開園・定植時

適正樹勢への誘導

適正果粒重
（13～15g）の確保

適正果房重
（400～500g）の徹底

新梢の登熟促進

棚面の明るさ確保

裂果発生の起点となるサビの防止

土壌水分の変動緩和

成熟促進
・

着色促進

裂果防止に必要な管理作業

①保水性、通気性の良い園地への定植　

②雨よけ施設への定植

③台木付き苗木（5BBなど）の定植

④十分な樹冠面積の確保

①適正樹勢：満開時新梢基部径9～10mm

②窒素施用は行わない

③強樹勢の場合は、樹冠面積の拡大

①1回目ジベ処理時の花かす落し、
　薬液の振い落し

①ジベレリン処理濃度の検討

②適正樹勢への誘導（満開時新梢基部径：9～10mm）

①3～3.5cmの花穂整形

②30～35粒の摘粒

①果粒肥大期（満開20～35日後）の摘心

①適正新梢間隔（20～25cm）の維持＝芽欠きの徹底

②果粒肥大期（満開20～35日後）の摘心、副梢の整理

①水まわり期以降、少量多数回のかん水実施
　1回あたり15mm程度、過度なかん水は逆効果

生長第1期

pF1.8～2.2

第2期（硬核期）

pF1.8～2.2

第3期（水まわり期以降）

pF2.2～2.3

■目標とする土壌水分（pF値）

■裂果防止のための管理作業チェックシート
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NAKANO

Farmer no.9

中野市新井

藤沢 重正 氏
● 標高…382m

● 土壌…褐色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、妻、息子の妻）

○ 雇用労力…延べ15人（花穂整形、摘粒）

労働力

○ 管理は早めにやること、マニュアルどおりにやること。

○ 早めの管理（芽欠き、新梢誘引、摘心など）。

○ ジベレリン処理は、花冠落としの徹底、２回目処理は果粒肥大重視。

ナガノパープル

シャインマスカット

ロザリオビアンコ

25a

25a

30a

内訳

施設　平行整枝短梢せん定

施設　平行整枝短梢せん定

施設　自然形整枝長梢せん定

ぶどう　80ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長6ｍ　主枝間隔2.4ｍ　5年生樹

（２）生産目標
①目標房重

500～600g（1粒重15～16g×25～30粒程度）。実績：8～9房／5kg箱出荷が主体。

②着房基準

弱い新梢には着房させない。4新梢に3房とし、3,000房／10aが目標。

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径9～10mm（満開時）程度。

（３）主要管理の方法
①せん定

2月下旬、長梢部の切り返し程度：15～18芽、2芽せん定で基部側の芽を伸ばす。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

基部に近い部分と太めの枝に芽傷処理を実施。

③芽かき

展葉確認後は、早めに随時で6回程度実施。

④誘引

伸びた枝から早めに随時実施。隣同士の新梢が重ならないように配置する。

⑤開花前の摘心

フラスター液剤583倍（6本（60cc））で・350L／25a（140L／10a）使用し、加温機周りにトビ花が見えた。

新梢展葉７枚頃に散布。新梢先端は展葉11～12枚で先端を軽く摘む程度の摘心実施。

⑥花穂整形

女性2名が主体、開花初めの頃から作業を始め、強めの新梢は2花穂を房切り、弱めの新梢は1花穂のみ房切り実

施。房先3cmを残している。開花中も散水（少量）を実施して着粒安定。

⑦ジベレリン処理

2回処理。2回とも25ppm。

1回目→花冠（キャップ）がしっかり取れて（取って）から2回程度に分けて実施、強い枝のみ２房に処理。

　　　  房毎に開花の進み具合に合わせて順次処理するが、概ね2度で実施する。

2回目→果粒肥大重視（果粒9mm位）、2～3回に分けて登録期間内で大きな果粒の房から順次実施している。

⑧摘房、摘粒

摘房は２回目のジベレリン処理前に弱めの新梢房をまず落とし、強めの新梢を残す。摘粒は、１回目ジベレリン

処理５日後から始めて下向きの果粒を取り、外向きの果粒を残し、２回目のジベレリン処理前に完了させる。

⑨開花後の新梢管理

花穂整形以降、先端は反対側主枝の房に掛からないように摘心。副梢は2葉残しで摘心。着色期に果房周辺を

明るくするように副梢と再伸長した先端の摘心を実施。管理作業は、灌水時など随時まわり5回程度実施。

「ナガノパープル」栽培方法
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NAKANO

Farmer no.9

中野市新井

藤沢 重正 氏
● 標高…382m

● 土壌…褐色低地土

主な経営品目・作付面積

○ 家族労力…3人（本人、妻、息子の妻）

○ 雇用労力…延べ15人（花穂整形、摘粒）

労働力

○ 管理は早めにやること、マニュアルどおりにやること。

○ 早めの管理（芽欠き、新梢誘引、摘心など）。

○ ジベレリン処理は、花冠落としの徹底、２回目処理は果粒肥大重視。

ナガノパープル

シャインマスカット

ロザリオビアンコ

25a

25a

30a

内訳

施設　平行整枝短梢せん定

施設　平行整枝短梢せん定

施設　自然形整枝長梢せん定

ぶどう　80ａ

（１）仕立て方法
Ｈ型　主枝長6ｍ　主枝間隔2.4ｍ　5年生樹

（２）生産目標
①目標房重

500～600g（1粒重15～16g×25～30粒程度）。実績：8～9房／5kg箱出荷が主体。

②着房基準

弱い新梢には着房させない。4新梢に3房とし、3,000房／10aが目標。

③樹勢

第一果房と第二果房の間の節直径9～10mm（満開時）程度。

（３）主要管理の方法
①せん定

2月下旬、長梢部の切り返し程度：15～18芽、2芽せん定で基部側の芽を伸ばす。

②主枝延長枝（長梢部分）の発芽率向上のための処理（芽傷等）

基部に近い部分と太めの枝に芽傷処理を実施。

③芽かき

展葉確認後は、早めに随時で6回程度実施。

④誘引

伸びた枝から早めに随時実施。隣同士の新梢が重ならないように配置する。

⑤開花前の摘心

フラスター液剤583倍（6本（60cc））で・350L／25a（140L／10a）使用し、加温機周りにトビ花が見えた。

新梢展葉７枚頃に散布。新梢先端は展葉11～12枚で先端を軽く摘む程度の摘心実施。

⑥花穂整形

女性2名が主体、開花初めの頃から作業を始め、強めの新梢は2花穂を房切り、弱めの新梢は1花穂のみ房切り実

施。房先3cmを残している。開花中も散水（少量）を実施して着粒安定。

⑦ジベレリン処理

2回処理。2回とも25ppm。

1回目→花冠（キャップ）がしっかり取れて（取って）から2回程度に分けて実施、強い枝のみ２房に処理。

　　　  房毎に開花の進み具合に合わせて順次処理するが、概ね2度で実施する。

2回目→果粒肥大重視（果粒9mm位）、2～3回に分けて登録期間内で大きな果粒の房から順次実施している。

⑧摘房、摘粒

摘房は２回目のジベレリン処理前に弱めの新梢房をまず落とし、強めの新梢を残す。摘粒は、１回目ジベレリン

処理５日後から始めて下向きの果粒を取り、外向きの果粒を残し、２回目のジベレリン処理前に完了させる。

⑨開花後の新梢管理

花穂整形以降、先端は反対側主枝の房に掛からないように摘心。副梢は2葉残しで摘心。着色期に果房周辺を

明るくするように副梢と再伸長した先端の摘心を実施。管理作業は、灌水時など随時まわり5回程度実施。

「ナガノパープル」栽培方法
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