
 

 

［成果情報名］リンゴ側枝下垂型ジョイント樹形用の育苗方法の開発 

［要約］リンゴ「ふじ」の苗木を無加温ハウスで育苗すると発芽が早まり、主枝高 2.3m のジ

ョイント栽培用苗木を 1 年で育成できる。また、露地育苗では BA 処理をすることで副梢（側

枝候補枝）を発生させながら、主枝高 1.8m 用は 1 年、主枝高 2.3m 用は 2 年で育成できる。 
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［背景・ねらい］ 

ジョイント栽培用苗木の伸長量確保は、均一な主枝部の確立、早期樹形完成のための重

要な技術であり、ジョイント栽培を成功させる最大のポイントとなる。側枝下垂型樹形（樹

間 1.0m）では、苗木長を主枝高 1.8m の場合は 3.0m、主枝高 2.3m の場合は 3.5m 以上の苗

木長を確保する必要がある。そこで、目標とする苗木長を早期に確保する方法を明らかに

する。 

 

［成果の内容・特徴］ 

１．無加温ハウスで育苗することで、3 月～4 月のハウス内平均温度は露地の平均気温（平

均外気温）より 6℃高くなり、発芽が早まる（図 1、2、表 1）。 
２．棟高 3.9m 以上の無加温ハウスで 3 月中旬～11 月下旬まで育苗することで、主枝とな

る部位に副梢を発生させながら主枝高 2.3m 用の苗木を 1 年で 100％育成できる（表 1）。 
３．棟高 3.0mの無加温ハウスで 3月中旬～7月中旬まで育苗することで、１年で主枝高 1.8m

用は 100％、主枝高 2.3m 用は 60％程度育成できる（表 1）。 

４. 露地で育苗する場合、BA 処理をすることで副梢を発生させながら、主枝高 1.8m 用は 1

年で 70％程度育成でき、主枝高 2.3m 用は 2 年で 100％育成できる（表 2）。 
 
［普及のための参考情報］ 

１．普及対象：リンゴ生産者（側枝下垂型ジョイント樹形導入を志向する生産者） 

２．普及予定地域・普及予定面積・普及台数等：多雪地域 

３．その他： 

（１）苗木は先端を少し切り返す程度とし、先端以外の新梢は 6 月に芽かきをする。 

（２）無加温ハウス育苗では、先端の新梢から発生した 20cm 以上の副梢は一度 3cm 程度で

摘心を行い、3 月中旬～11 月下旬育苗ではその後は伸長させ、3 月中旬～7 月中旬育苗

ではその後摘心を繰り返す。 

（３）無加温ハウスの軒高は、3 月中旬～7 月中旬育苗の場合 2.9m、3 月中旬～11 月下旬

育苗の場合 3.9m 以上必要となる。 

（４）BA 処理は、苗木長が 1.8m 又は 2.3m に達したら、その後伸長した新梢にベンジルア

ミノプリン液剤 100 倍液を約 10 日間隔でハンドスプレーで散布する。 

（５）副梢を発生させながら育苗することで、側枝候補枝を 1 年早く育成でき、早期結実

が見込まれる。 

（６）耕種概要は下記のとおりである。 

供試品種：「ふじ」/M.9/マルバの１年生苗 

  鉢上げ方法：苗木を不織布ポット（ポット側面が貫根、底面が遮根のタイプ、容量 20L）

に赤玉土：バーク堆肥＝2：1 となるように混合した培土で鉢上げ 

  かん水：0.5～2L/日程度で自動かん水（3 月中旬～6 月中旬までは 1 回/日、6 月下旬

～11 月下旬までは 2 回/日で実施） 



 

 

  施肥：N3g/１樹（CDU 果樹化成 15-6-12）を株元に月 1 回施用（2017 年は 3～8 月、2018

年は無加温ハウス育苗は 3～10 月、露地育苗は 4～10 月に実施） 

 
［具体的データ］ 

  図 1 3 月下旬～11 月上旬のハウス内平均温

度  図 2 3 月中旬～7 月下旬のハウス内平均温度 

   および平均外気温の推移（2017 年）       および平均外気温の推移（2018 年） 

 

表 1 無加温ハウス内での育苗が苗木生育に及ぼす影響（2017～2018 年）  
年次 試験区 ハウス育苗期間 発芽期 新梢長z 苗木長

（cm） （cm） 本数 長さ(cm) 主枝高1.8m 主枝高2.3m

ハウス区 3月中旬～11月下旬 - 257.3 384.2 12.4 28.2 100 100

慣行区w - - 179.3 310.6 - - 73 14

有意差x ** **

ハウス区v 3月中旬～7月中旬 3/23 146.0 364.1 - - 100 60

慣行区w - 4/18 125.9 340.3 - - 93 46

有意差x * *

z：新梢長は10月調査時点の値。

y：目標苗木長到達率とは、苗木長が主枝高1.8mは3.0m、主枝高2.3mは3.5mに達した本数の割合。

x：*、**はｔ検定によりそれぞれ5％、1％水準で有意差ありを示す。

w：慣行区は露地で育苗した。

v：７月下旬以降は、慣行区と同様に露地で管理をした。

2017年

2018年

副梢 目標苗木長到達率(％)y

 
 

表 2 BA 処理が苗木生育に及ぼす影響（2017～2018 年） 

育苗期間 総新梢長z 苗木長 目標苗木長

（cm） （cm） 1年生 2年生 合計 1年生 2年生 平均 到達率(%)y

BA処理区 1年 172.9 299.5 16.0 - 16.0 20.2 - 20.2 72.7

無処理区 1年 179.3 310.6 - - - - - - 72.7

有意差x ns ns

BA処理区 2年 310.5 433.4 17.0 13.8 30.8 12.3 49.7 31.0 100

無処理区 2年 288.0 417.4 - - - - - - 100

有意差x ns *

z：総新梢長は、2.3m用BA処理区は2か年の新梢長の合計を示し、各年度の新梢長は10月調査時点の値を用いた。

y：目標苗木長到達率は苗木長がそれぞれ3.0または3.5mに達した本数の割合。

x：*は、t検定により5%水準で有意差あり、nsは有意差なしを示す。

副梢本数 副梢長(cm)

1.8m用

2.3m用

試験区
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