
攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

省力型樹形を基盤とする果樹の省力・軽労型生産技術体系の実証

〔分野〕果樹の省力化・軽労化及び安定生産を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

我が国の果樹栽培は、労働時間が極めて長く、担い手の減少と高齢化が進行している一方で、
経営規模の大きな農家の割合が増加している。このため、作業の省力化や軽労化による労働負
荷の低減が不可欠である。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構果樹研究所
〔参画研究機関〕 長野県南信農業試験場、新潟県農業総合研究所園芸研究センター、群馬県農業技術センター、
福岡県農林業総合試験場、神奈川県農業技術センター、長野県果樹試験場、全国農業協同組合連合会長野県本部、
広島県立総合技術研究所農業技術センター、
〔研究・実証地区〕 長野県飯田市、新潟県新潟市、群馬県高崎市、福岡県朝倉市、長野県塩尻市、
広島県大崎上島町

１ ジョイント栽培おける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証

1-(1)～(4)の課題においては各作業時間を２割以上削減可能な生産技術体系を構築・実証する。

加えて１-(1)及び１-(2)の課題においては。薬剤使用量を削減可能な生産技術体系を構築・実証する。

1-(1) ニホンナシの生産技術体系

① 傾斜地に適した生産技術体系

② 重粘土壌に適した生産技術体系

1-(2) スモモの生産技術体系

1-(3) カキの生産技術体系

1-(4) 自動走行作業台車活用技術

1-(5) ウイロイド被害回避技術

LAMP法を基盤としたホップわい化ウイロイドのスモモでの診断技術を開発する。

２ リンゴのトールスピンドルシステムにおける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証

2-(1) リンゴの生産技術体系

単位収量当たりの労働時間を２割以上削減可能な体系を確立する。

2-(2) トールスピンドルシステム用支柱

トールスピンドルシステムに適した支柱を開発する。

2-(3) 施肥削減技術

生産コストの低減に向けて施肥量を半減可能な施肥技術を開発する。

３ ミカンの主幹形仕立てにおける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証

労働時間を現行の生産技術体系から２割以上削減可能な体系を確立する。

２

ジョイント栽培における省力技術の体系化によって、現行より各作業時間を２割以上削減
リンゴのトールスピンドルシステムにおける省力技術の体系化によって、現行より単位収量
当たりの作業時間を２割以上削減
ミカンの主幹形仕立てにおける省力技術の体系化によって現行より作業時間を２割以上削減



省力型樹形を基盤とする果樹の省力・軽労型生産技術体系の実証
-新しい省力型樹形と機械等の省力技術を組み合わせて体系化し作業時間を２割削減する-

我が国の果樹栽培は、
• 労働時間が極めて長い
• 担い手の減少と高齢化が進行
• 経営規模の大きな農家の割合が増加

作業の省力化や軽労化による労働負荷の低減が不可欠

研究の背景

ニホンナシ等のジョイント栽培 リンゴのトールスピンドルシステム ミカンの主幹形仕立て

果実の着生する枝が限られた空間に規則的に配置されるため、栽培管理を行う際の
作業動線が単純化

作業動線が単純化したメリットを最大限に活かす観点から、新たに開発された各種
作業機械等を活用した省力・軽労型の生産技術体系を構築

自動走行車 新型摘果用器具 クローラ型防除機

研究のポイント

• 作業時間を２割以上削減
• 作業機械等の導入メリットが得られる経営規模を明確化
• 実証圃場を活用した普及活動により、普及を支援

＋

省力型樹形

機械等の省力技術



１ ジョイント栽培おける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証

ゴルフ場用の自動走行車

棚用新型防除機

１-(１)  ニホンナシの生産技術体系
① 傾斜地に適した生産技術体系（長野県）
② 重粘土壌に適した生産技術体系（新潟県）

自動走行車を活用した収穫やせん定作業の省力効果の
実証
アシストスーツや動力せん定ハサミ等の作業補助装置
による省力効果の実証
薬剤散布量やドリフトを低減できるノズルの設定条件
を解明し、農薬削減を実証

１-（２） スモモの生産技術体系（群馬県）

自動走行車を活用した収穫やせん定作業の省力効果実証
アシストスーツや動力せん定ハサミ等の作業補助装置に
よる省力効果の実証
薬剤散布量やドリフトを低減できるノズルの設定条件を
解明し、農薬削減を実証

１-(３)  カキの生産技術体系（福岡県）

自動走行車を活用した収穫やせん定作業の省力効果の
実証
動力せん定ハサミによる省力効果の実証

１-(４)  自動走行車作業台車活用技術（神奈川県）

自動走行車についてジョイント栽培園において汎用性
の高い運搬車として利用するための手法を確立
本走行車を活用した収穫やせん定の効率的な作業手順
を定め、省力効果を解明
垣根状ジョイント樹形に対して、本走行車にラジコン
動噴とタンクを搭載した自動防除について、葉への薬
剤付着面積率70％を達成可能な技術を確立

ウイロイドによる斑入果病

１-(５)  ウイロイド被害回避技術（農研機構）

ホップわい化ウイロイドの塩基配列情報を収集し、保
存性の高い配列を抽出
複数のプライマーセットを設計・合成し、LAMP法によ
る反応条件の最適化
栽培現場において実施可能な診断技術を開発

カキのジョイント栽培

アシストスーツ

ニホンナシのジョイント栽培

スモモのジョイント栽培



２ リンゴのトールスピンドルシステムにおける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証

２-(１)  リンゴの生産技術体系（長野県）

トールスピンドルシステムの特徴である１０ａ当たり５ｔ程度
の収量性を実証
高機能作業台車や新型摘果用器具の利用による摘果作業、着色
管理作業及び収穫作業の省力効果を実証

リンゴのトールスピンドルシステム

２-(２)  トールスピンドルシステム用支柱（JA全農長野）

単管足場材を利用したトレリス支柱を設置するのに必要な費用を積算
樹勢の維持や収量確保にトールスピンドルシステム用支柱が有効であることを検証
トールスピンドルシステム用支柱が従来型のアンカー方式と同等の強度を得るための
改良法を開発

新型摘果用器具 高機能作業台車

２-(３)  施肥削減技術（農研機構、長野県）

慣行の窒素施肥基準である標準区と半減区を比較する試験地を茨城県と長野県に設け
、樹体の栄養状態、収量及び果実品質、土壌養分を比較
異なる気象条件および土壌条件においてもリンゴのわい化栽培において慣行の窒素施
用量の半減が可能であることを実証

３ ミカンの主幹形仕立てにおける省力・軽労型生産技術の体系化及び実証（広島県）

クローラ型防除機を用いた防除体系について所要時間及び作業者
の心拍数を調査し、省力効果、労働負荷軽減効果を実証
クローラ型運搬車等を用いた収穫運搬体系について、省力効果、
労働負荷軽減効果を実証
土壌水分含量（pF値）を指標とした自動かん水方式の導入による
かん水作業の省力化の実証
振動収穫器を改造した摘蕾器による効率化、側枝別の摘果剤散布
機具による摘果作業の効率化を検証
植物生育調節剤により樹勢を適正に維持する手法を実証
少量液肥と透湿性白色シートマルチによる肥料流亡削減により施
肥の利用効率を高め施肥の省力化の実証

問い合わせ先：農研機構果樹研究所 TEL：029-838-6461

クローラ型運搬車 クローラ型防除機



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

移植翌年に収穫可能なニホンナシ根圏制御栽培法による省力多収技術体系の実証

〔分野〕果樹の省力化、軽労化および安定生産を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

「幸水」の導入から40年以上経過し、老木化・萎縮症・土壌病害等による収量・品質の低下
が深刻。しかし、成園化には約十年を要するため改植が困難となっている。また、経営改善す
る上で省力技術の導入が必須である。
そこで、栃木農試では早期成園化・多収・軽労化・土壌病害等を総合的に解決できる「盛土

式根圏制御栽培法」を開発。さらに、省力技術を組合わせた現地実証を行い、収益性の向上に
よる所得向上に加え、省力化・軽労化等を達成する高品質果実の安定生産技術体系を確立する。

〔代表機関〕 栃木県農業試験場
〔参画研究機関〕 三重県、三共包材株式会社、株式会社S.K.アグリシステム、栃木県農政部経営技術課
〔研究・実証地区〕 栃木県宇都宮市（研究）、三重県松阪市（研究）、栃木県鹿沼市（実証）

１ 根圏制御栽培法の確立と経営評価

(1)樹体特性の把握と早期多収性の実証･･･植付け1～4年目の樹体特性、収量・果実品質について調査

(2)導入による経営改善効果の解析･･･経営状況や労働時間を調査し導入による改善効果を解明

２ 省力器具等による省力技術体系の構築

２-(1)省力的な摘果手法の開発･･･省力的な摘果器具を開発、使用方法を確立し、摘果の省力化を図る

①摘果器具の開発・試作

②摘果器具の実用化に向けた改良

③摘果器具の使用方法確立

２-(2)効率的な養水分管理法の開発･･かん水改善や液肥混入機等の導入により、効率的な養水分管理法を構築

①安価な養水分管理システムの構築

②養水分管理システムの試作

(3)省力的なせん定手法の確立･･･作業効率の良い並木植で結束誘引機等を使い整枝せん定の効率化を図る

３ 根圏制御栽培法と省力技術体系の組み合わせ技術の実証

根圏制御栽培法に省力技術を組合せた現地実証試験を行い、慣行栽培との収量性、労働時間、経営状況の比較を行う

４ 根圏制御栽培現地展示会等の開催

根圏制御栽培法や省力技術の理解促進や導入意欲の醸成を図るための現地展示会等を開催し、本技術の普及促進を図る

５ 根圏制御栽培導入マニュアルの作成

根圏制御栽培法や省力技術を導入するための栽培マニュアルを作成する

研究の目標２

根圏制御栽培法の移植年次別の収量を明らかとする⇒４年目：４ｔ／１０ａ（慣行0.3ｔ/10a）
根圏制御栽培の導入により経営が改善される⇒所得が１０％以上向上する
摘果器具等の開発により労働時間が削減される⇒作業時間が２０％削減（慣行190時間/10a）
新技術の導入により労働単価（販売額/労働時間）が増加⇒6000円／時間（慣行3300円／時間）
普及拡大に向けた取組を実施する⇒現地展示会等の開催、導入マニュアルの作成



移植翌年に収穫可能なニホンナシ根圏制御栽培法による省力多収技術体系の実証
早期多収が可能な「盛土式根圏制御栽培法」に省力技術を組合わせた技術体系の現地実証を行う

1 根圏制御栽培法の確立と経営評価 【栃木農試】

１－(1)樹体特性の把握と早期多収性の実証

植付け1～4年目の樹体特性、収量・果実品質について調査し、早期多収性を実証する。

(2)導入による経営改善効果の解析

導入規模別の経営状況や労働時間を調査し、根圏制御栽培導入による改善効果を解明する。

これらを総合的に解決できる

｢盛土式根圏制御栽培法｣を開発
「老木化」・「萎縮症」・「土壌病害」

→収量・品質の低下
成園化を図るために約十年

→改植が困難

☆普及を加速させるために☆

現地ほ場で現地実証･経営評価
早期結実、収量性、経営状況を評価

→経営規模に合った導入を提案

さらに ★普及を加速させるために★

省力化技術を導入
根圏制御栽培と省力技術の組合せ実証

→導入マニュアルを作成

【現地実証・経営評価】

①小規模導入：経営の１／５程度 ②大規模導入：経営の１／３程度

慣行栽培
150a

慣行栽培
120a

根圏30a

慣行栽培
210a

慣行栽培
140a

根圏
70a

早期結実、収量性、経営状況を評価
→経営規模に合った導入を提案

※労働時間、経営状況、収量・果実品質を調査

①樹体の特性に応じた灌水・施肥管理

②樹形制御による効率化

収量性：移植2年目で1.9t／10a

5年目で ６ｔ／10a（２倍）
労働時間：慣行の１/２（単位収量当たり）
※慣行（地植え平棚栽培）

かん水：自然任せ

収量性：収穫開始（4年目で0.4ｔ／10a）

成園化→10年目（2.5ｔ／10a）

技術の特徴(幸水の場合)【盛土式根圏制御栽培法】

早期多収
●簡易な樹形＋根域制限
※主枝以外は結果枝

植付け3年目の夏
（樹形が完成：3t/10a）
※慣行： 0t/10a，樹形完１０年

植付け５年目の夏
（6t/10a）
※慣行：2.5t/10a

植付け2年目の夏
（初結実）で（2t/10a）
※慣行の地植栽培：0t/10a

植付け1年目の夏



問い合わせ先：栃木県農業試験場 TEL：028-665-7143

２－(2)効率的な養水分管理の開発

かん水改善や液肥混入機等の導入により、効率的な養水
分管理法を構築。労働時間、品質を調査し現地実証する。

２ 省力器具等による省力技術体系の構築

２－(1)省力的な摘果手法の開発

省力的な摘果器具を開発。現地でのアンケート等により
実用化に向けた改良器を製作。使用方法を確立する。

２－(3)省力的なせん定手法の確立 【栃木農試】

作業効率の良い並木植で、結束誘引機等を使い労働時
間を調査。

３ 根圏制御栽培法と省力技術体系の組み合わせ技術の実証
根圏制御栽培法に省力技術を組合せた現地実証試験を行い、慣行栽培との収量性、労働時間、経営状況の比較を行う

４ 根圏制御栽培現地展示会等の開催
根圏制御栽培法や省力技術の理解促進や導入意欲の醸成を
図るための現地展示会等を開催し、本技術の導入促進を図る。

５ 根圏制御栽培導入マニュアルの作成
根圏制御栽培法や省力技術を導入するための
栽培マニュアルを作成する。

○省力的なシステム構築【S.K.アグリ】

○システムの試作【栃木農試】
緩効性肥料 施肥の自動

化

１結果枝に２～３カ所結束 バッテリー内蔵の結束機

①摘果器具の開発・試作【三重農研】

②実用化に向けた改良【三共包材】

③器具の使用方法確立【三重県】

器具の開発・試作作成

摘果鋏による傷
(商品価値なし)

市販のL字カッターを摘果器具として改良そこで

作業が簡単
能率アップ

摘
果
前

果実の軸を刃で引っかけ⇒そのまま引張る

省力化
-２０％

摘
果
完
了

省力化
-２０％

展示会、セミナー等で普及促進
マニュアルのイメージ

整然と配置された結果枝で効率的に作業

摘果器具

導入規模による経営効果調査

結束誘引機

光合成等測定



軽労働で、未収益期間を2年間短縮できる傾斜地園地整備技術の確立。
ICTによる情報共有とマルドリ方式で、産地単位の高品質生産を支援する技術体系の確立。
マルチシート経費の3割削減と、貯蔵管理労働時間を5割削減できる簡易貯蔵技術の確立。
ウンシュウミカンの果肉中β-クリプトキサンチン含量を保証して供給する技術の確立。
600万円／人以上の所得を目標とした産地ブランド確立型営農モデルの策定。

攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

マルドリ方式・ICTなどを活用した省力的な高品質カンキツ安定生産技
術体系とその実現のための傾斜地園地整備技術の実証

〔分野〕果樹の省力化・軽労化および安定生産を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要

研究の目標

３

担い手が減少し、耕作放棄地が激増する現状を打破し、持続的に高収益を得ることのできる
カンキツ作経営を実現することは、傾斜地の多い我が国の西南暖地の農業を維持発展させるた
めの喫緊の課題である。

〔代表機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構近畿中国四国農業研究センター
〔参画研究機関〕 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構農村工学研究所、独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構果樹研究所、愛媛県、静岡県農林技術研究所果樹研究センター、三重県、山口県農林総合技
術センター、香川県、NECソリューションイノベータ株式会社、株式会社ビジョンテック、中国紙工業株式会社、
えひめ中央農業協同組合、越智今治農業協同組合
〔研究・実証地区〕愛媛県松山市堀江町、愛媛県今治市（上浦町、大新田町、波方町）、三重県熊野市金山町、
三重県南牟婁郡御浜町

1 運搬の軽労化と自動かん水施肥でマルドリ方式や屋根かけ栽培による高品質生産を可能にする傾斜地園地整備技

術の実証

園内道設計支援システムにより園内道の概要設計を行い、作業道造成機を用いて作業道を配置して、傾斜地園地

での軽労働化を図る技術を確立する。また、太陽光発電による揚水システムを用いた雨水利用屋根かけハウス栽培

技術を開発し、マルドリ方式によってかん水や液肥施用を自動化し、若木の生育を促進することで、未収益期間を2

年間短縮する技術を実証する。

２ ICTによる情報共有とマルドリ方式による栽培状況に対応した高品質カンキツ生産技術体系の開発とその支援技

術の実証

マルドリ方式における栽培情報の「見える化」と、園地気象を推定して共有するICTのシステムを開発する。また、

栄養状態や土壌、樹体の水分状態を簡易に評価できる技術を確立し、ICTによる情報共有とマルドリ方式により、産

地単位の高品質カンキツ生産が可能であることを実証する。

３ 果実品質保証のための低コストで省力的な生産・供給技術と機能性成分含量の保証技術の開発

袋かけ作業を省略して高品質果実生産を行う、屋根かけ完熟栽培の土壌水分管理方法を検証する。また、低コス

ト化できるマルチシートを開発する。さらに、貯蔵シートを開発し、中晩生カンキツの簡易貯蔵技術を確立すると

ともに、果実中のβ-クリプトキサンチン含有量を保証して供給するための技術を開発する。

４ マルドリ方式を基軸とした生産技術体系と営農モデルの策定

産地単位で高品質生産を行う技術体系を明らかにした上で、品質保証による産地ブランド力強化によって、600万

円／人以上の所得を期待できる営農モデルを策定する。

5 普及支援

園地の集積・整備や技術導入・習得、及び高品質生産による収益性向上に向けて、現地実証し普及推進を図る。

２



マルドリ方式・ICTなどを活用した省力的な高品質カンキツ安定生産
技術体系とその実現のための傾斜地園地整備技術の実証

1 運搬の軽労化と自動かん水施肥でマルドリ方式や屋根かけ栽培による高品質生産を可能にする傾斜地
園地整備技術の実証

２ ICTによる情報共有とマルドリ方式による栽培状況に対応した高品質カンキツ生産技術体系の開発と
その支援技術の実証

集荷場
マルドリ方式を用いた早期成園化

３年

運搬作業の軽労化
（園内道・作業道の適正配置）省力的な早期成園化と高品質果実生産（用水確保、かん水・施肥の自動化）

ファームボンド

ハウス

園内道

作業道

簡易土壌水分計
（土壌の低水分状態の指標）

RQフレックスを用いた簡易栄養診断
（吸肥状況の指標）

アメダスデータ

寒害発生
頻度

夏秋期の
乾燥程度

園地環境情報の共有

適地選択

団地型マルドリ方式施設の高度化

衛星リモートセンシング
データ

ICTによる情報共有とマルドリ方式により
産地単位の高品質生産を実現する

水分ストレス表示シート
（蒸散量指標）

ICTによる栽培情報の共有

園地環境推定

・優良園地集積・整備
・担い手の育成と園地継承

・産地ブランド力向上
・持続的収益性向上

○軽労化と高品質生産の両立
園内道・作業道・マルドリ方式
施設栽培・水源確保

○収益性の高い園地の早期確立
成園化までの期間の２年短縮

1.傾斜地園地整備技術 2.マルドリ方式を基軸とした
生産技術体系

○ICTによる情報共有
園地環境・栽培適地・栽培や生育状況
産地におけるコミュニケーション

○天候に対応した精密管理
マルドリ方式の高度利用
簡易指標の活用（かん水・施肥管理）

・産地単位の高品質安定生産
・収益性の高い営農モデル

3.品質保証果実の生産・供給技術

○省力的な生産・供給技術
屋根かけ完熟栽培技術・簡易貯蔵技術

○機能性成分含量を保証する技術
生果におけるバラツキの評価
光センサによる選果技術

適正管理

水分ストレスチェックボール
（果実硬度指標）

簡易指標に基づくマルドリ方式の高度利用

チェック
サイクル

太陽光発電を用いた揚水システム

紅まどんな
（雨よけ栽培）

傾斜地活用のための片屋根ハウス

雨水の集積・利用

園内道の設計支援システム

作業道造成機



問い合わせ先：農研機構近畿中国四国農業研究センター TEL：０８４-９２３ –４１００

３ 果実品質保証のための低コストで省力的な生産・供給技術と機能性成分含量の保証技術の開発

4 マルドリ方式を基軸とした生産技術体系と営農モデルの策定

低コスト・省力的高品質安定生産 規模拡大と品質保持の両立 成分を保証した果実の供給

● 「産地ブランド確立型カンキツ作営農」 （将来の目標とする営農モデル）
産地として高品質安定生産を実現してブランド力を強化し、その中で個別経営の収益性の向上を図る営農と定義する。

低コストなシート資材

抑草効果が高く耐久性のあ
るマルチシート

簡易貯蔵のためのシート

雨よけで袋かけを省略
マルドリ方式を活用して高品質生産

露地栽培では
袋かけが必要

省力的なプレミアム果実生産

貯蔵庫における棚方式の貯蔵技術
（規模拡大の制限要因）

作業時間
50%短縮

貯蔵シートを用いた簡易貯蔵

大規模経営にも対応した高品質
果実の供給システム

5 普及支援

愛媛県今治地区

極早生ウンシュウミカンの産地

○傾斜地園地整備の推進

モデル園の確立

愛媛県松山地区

○技術導入・技術習得の促進 ○担い手経営における高品質生産

三重県熊野地区

中晩生カンキツ産地への団地型マルドリ方式の導入

「はれひめ」
ブランド力向上

経営成果（試算）

営農モデル

活用技術

●傾斜地園地整備技術体系

●マルドリ方式を基軸とした高品質カンキツ生産技術体系

●高品質保証生産・供給技術

産地レベル

●事業による園地整備

●果実品質の高位・平準化（営農指導体制の強化）

●産地でのブランド確立と販売戦略

経営レベル

●経営面積 ；4㏊ ●家族労働力 ；2.5人
●品種構成；高収益品種を組み合わせた作期分散型

●高品質果実生産技術；マルドリ方式、施設栽培

●経営体当たり粗収益（2,900万円）
●経営体当たり農業所得（1,700万円）
●１人当たり所得（680万円）

作付構成
年間労働配分

試算の前提 ―収量・価格条件―

ICTを活用した栽培支援

マルドリ方式栽培による高品質化

果肉のβ-クリプトキサンチン含量の
光センサ選果機による非破壊推定技術

推定成分量を示して消費者に提供

産地ブランド力の向上

分
析
値

光センサによる推定値



攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術展開事業 （様式３）

革新的技術導入による水稲育苗ハウスを利用した省力低コスト果樹栽培の
実証研究

〔分野〕果樹の省力化・軽労化及び安定生産を可能とする技術体系
〔分類〕網羅型研究

研究の背景・課題１

研究計画の概要３

水稲育苗ハウスを利用した果樹栽培技術の普及が北陸地域で始まっていますが、地域による
栽培上の問題点がいくつか明らかとなりました。本研究ではこれらの問題を解決し、さらに革
新的な省力技術を組み合わせることにより、全国展開可能で大規模農業経営に適用できる技術
としての体系化を目指します。

〔代表機関〕 新潟県農業総合研究所
〔参画研究機関〕 富山県農林水産総合技術センター果樹研究センター

石川県農林総合研究センター農業試験場砂丘地農業研究センター
新潟大学農学部
(独)農研機構果樹研究所

〔研究・実証地区〕 新潟県上越市、新潟県阿賀野市、富山県黒部市、石川県かほく市

１ 革新的技術導入によるブドウ管理作業の省力・低コスト化

水稲育苗ハウスでの果樹栽培において花冠取器や花穂整形器などの省力器具の効果を実証します。さらに、

効率的な新梢管理方法や植物調節剤の利用による省力的な着果管理方法の開発に取り組みます。

２ 地域に適応した技術導入によるブドウの高品質化

高温になりやすい水稲育苗ハウスで問題となる着色不良や生理障害による品質低下について、ハウス内環境

の解析による環境改善技術の開発に取り組みます。また、環状はく皮や遮熱資材の利用による品質向上効果に

ついて実証します。

３ イチジクのコンテナ栽培技術の実証研究

構造が簡易で設置が楽なリムーバル栽培システムを試作します。あわせて果実の高品質化のためのイチジク

の吸肥特性を解明し、生育ステージに合わせた効率的な施肥方法を確立します。

４ 果樹栽培のための水稲育苗ハウス利用マニュアルの作成

各研究項目で得られたデータから、水稲+果樹の作業体系と経営試算等による経営モデルとしてまとめます。

これらを現場で活用するための “果樹栽培のための水稲育苗ハウス利用マニュアル”を作成します。

５ 普及支援業務

実証研究で得られた成果を、現地実証ほにおいて総合的に技術実証します。また、現地実証ほにおける研修

会等を開催し、技術の迅速な普及を図ります。

研究の目標２
革新的な省力器具と植物調節剤利用方法の組み合わせで作業時間を30～50％削減する。
着色向上技術と試作カラーチャートを利用した収穫技術で果皮色9.0以上果実80％以上生産する。
リムーバルな栽培システムを試作し、果実の高品質化のためのイチジクの吸肥特性を解明する。
各栽培タイプ毎のマニュアル（栽培暦等）を作成する。
現地実証ほでの研修会等を年間２回以上開催し、技術の普及を図る。



1 革新的技術導入によるブドウ管理作業の省力・低コスト化

革新的技術導入による水稲育苗ハウスを利用した
省力低コスト果樹栽培の実証研究

水稲育苗ハウス果樹栽培を省力・低コスト・高品質化し、大規模経営体向けの技術に体系化する



２ 地域に適応した技術導入によるブドウの高品質化

３ イチジクのコンテナ栽培技術の
実証研究

５ 普及支援業務

実証研究で得られた成果を、現地実証ほにおいて総合的に技術実証します。

また、現地実証ほにおける研修会等を開催し、技術の迅速な普及を図ります。

問い合わせ先：新潟県農業総合研究所園芸研究センター TEL：0254-27-5555

４ 果樹栽培のための水稲育苗
ハウス利用マニュアルの作成

H21に作成した北陸版ブドウの
アーチ栽培マニュアル


