
（３）地域の伝統的な知識システム 

本システムでは、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培技術・品種選定

により、各地域でその地理的特性に適応した栽培を行うことで、地域全体として、

高い品質を誇る「有田みかん」産地を形成してきた。 
 

長年の栽培で培ったみかん生産者の高い観察力は、わずかな変異を示す「枝変

わり・一樹変異」の発見を可能にしており、多くの優良品種が日々の栽培管理の

なかで見出されてきた。 
 

みかん農家による苗木生産は、産地内で見出した優良品種の速やかな普及と、

高品質な苗木生産（２年生・土付き苗木）を可能し、産地の自立性を向上させてきた。 
 

また、日本で初めてみかん栽培を生計の手段にまで発達させた有田地域では、

「有田専用の収穫鋏」を生み出すなど、農家と道具屋が連携し、産地を発展させ

てきた。 

 

ア 多様な地勢・地質の組み合わせに適応した栽培技術 

東西 約 42km、南北 約 12km に広がる有田地域は、中央を東西に有田川が流れ、

その地勢・地質は多様性に富んでいる。 
 

地勢でみると、西側は紀伊水道に面した「海岸部」、東側は標高 200～300m 級

の山々の間を有田川が流れる「内陸部」となっており、有田川沿いは河川が形成

した「平坦地」、その両側は山々が連なる「傾斜地」となっている。 

また、有田川両岸についても、北岸と南岸では日当たりがことなることから、

かつて有田地域の人々は、北岸を「陽地」（ようじ・南向き斜面）、南岸を「陰地」

（おんじ・北向き斜面）と呼び分け、みかんを栽培してきた。 
 

地質でみると、有田川北岸には有田川構造線、南岸には仏像構造線が東西に走

っており、北から三波川（さんばがわ）帯、秩父帯、四万十帯に区分される。 

 

（ア）「海岸部－内陸部」における栽培技術 

海岸部は日照時間が長いことに加え（1,700～2,000 時間/年）、海からの日

光の照り返りもあることから、日照条件に特に恵まれている。 

加えて、潮風によってミネラル分が運ばれるため、海岸部の園地では適

度な酸味をもつ糖度の高いみかんが栽培されてきた。 

（有田みかんのなかでも、特に高いブランド力を誇る「田村みかん」は、海岸

部に位置する「湯浅町 田地区」が産地。） 
 

一方、海岸部は強風に見舞われやすいため、園地周辺への防風樹の植栽

や山の西側（海側）の雑木林の維持により対策を講じてきた。 
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有田地域は沿岸が入り組んでおり、黒潮暖流の影響が上流にまで及ぶこ

とから、内陸部では有田川沿いを中心に産地を形成することで、寒害を回避

している。 

 

（イ）「平坦地－傾斜地」における栽培技術 

本システムは、平地の少なさを乗り越えるために生みだされたものであ

り、石積みによる階段園の造成がシステムの核の一つとなっている。 
 

有田地域では、標高約 5～360m、主として約 20～200m の範囲でみかんを

栽培しており、斜面の傾斜角も約 5～50°と広範囲に及ぶ。 

なお、有田地域では約 65%の園地が傾斜角 15°以上の傾斜地に造られて

おり、その割合は全国平均を大きく上回る（全国平均：約 40%）。 
 

みかん園の造成方法には土地条件等に応じた特徴があり、大正期でみる

と、静岡県、神奈川県、和歌山県北東部では、地形をそのまま利用した「山

なり」の園地が造られていた。 
 

一方、有田地域では江戸時代から現在に至るまで、石垣による階段園が

築かれている。 
 

 
 

なお、山なりの園地に比べ、石積みの階段園の造成には多くの労力と高

度な技術を要する。 
石垣の階段園を造成する目的には、開墾時に生じた岩石の除去・搬出労

力の削減などが挙げられるが、有田地域における最大の目的は「高品質果実

の生産」である。 
 

図 4-1 紀伊国名所図会 二編（1812 年）で描かれた有田地域のみかん園 

出典：日本名所風俗図会（角川書店） 
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実際、有田地域の石垣には、開墾

時に生じた岩石だけでなく、現地の岩

石の割石や麓より持ち上げた河川の

石等が用いられており、多大な労力を

かけて石垣の階段園が築き上げられ

ている。 
 

また、トラック等が普及するまで

は、日々の農作業の際に麓の石をみか

ん山に運び上げることで、将来の開園

や災害からの復旧に備えてきた。 
 
 

 
 

みかん栽培における石垣の階段畑の利点（山なり園との比較） 
・排水性が高く、過剰な水分吸収が抑制されることで、果実糖度が向上。 
・日当たりが向上することで、光合成量が増加し、果皮着色が向上。 
・表土及び肥料の流亡が抑制。 
・地表面を流れる雨水の流速が減少することで、災害耐性が向上。 
・石垣の保温効果による地温上昇により、樹体の生育が促進。 
・石垣の光の反射効果により、果皮全体の着色が向上。 
・平地での農作業となるため作業効率が向上。 

写真 4-2 有田地域でみられる様々な石積み 

写真 4-1 石を運搬した天秤棒 

シュロで編んだもっこが両端に付けら
れ、一度に４個の石が運ばれた。 
（石井里津子氏 撮影・提供） 
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みかん栽培における石垣の階段園の起源は明かではないが、有田地域で

は少なくとも江戸時代より大規模な階段園を築いており、試行錯誤を重ね、

その造成技術を生み出したことが推察される。 
また、みかん産業の成長期である明治中期から大正期には、有田地域の

造成技術が全国に普及している。 
 

 
 

一方、平坦地は土壌水分が多く、樹体の水分吸収量が過剰となりやすい

ことから、果実糖度が上昇しづらい傾向にある。 

そこで有田地域では、土壌改良（水はけの良い山土の投入や土壌下部への砕

石の配置）や高畝栽培（耕土を高く盛り上げてつくった畝（うね）での栽培）に

加え、苗木の定植の際に根の下部に「瓦」を設置し、水分吸収を抑制するこ

とで、果実糖度を上昇させる技術を生み出している。 
 

また、極早生品種は樹勢が弱い傾向にあるため、水持ちが良く、耕土の

厚い平坦地での栽培により樹勢を維持している。 

 

本システムにおける石積み階段園の特徴  

平地が少なく、急傾斜地の多い有田地域では、沿岸部から内陸部まで、山

麓から山頂付近まで面的なまとまりをもって階段園を築いている点におい

て、ランドスケープ上の独自性が存在する。 

※有田地域以外の産地では、沿岸部を中心に階段園を形成。 
 

表 4-1 有田地域にて大正期にまとめられた石積み階段園の開園基準 

出典：紀州有田柑橘発達史（大正 15 年） 〈 〉内は、当方補記。 

傾斜度
（角度）

5度 5寸 〈15.2cm〉

9.5度 1尺 〈30.3cm〉

14度 1尺5寸 〈45.5cm〉

18.5度 2尺 〈60.6cm〉

23度弱 2尺5寸 〈75.8cm〉

27度 3尺 〈90.9cm〉

30度 3尺5寸 〈106.1cm〉 9尺 〈2.7m〉

34度 4尺 〈1.2m〉

37度 4尺5寸 〈1.4cm〉

40度 5尺 〈1.5m〉

42度 5尺5寸 〈1.7cm〉

45度 6尺 〈1.8m〉

47度 6尺5寸 〈2.0m〉

50度 7尺 〈2.1m〉

18尺

10尺

〈2.4m〉

〈2.1m〉

一間〈約1.82m〉
の勾配

階段の幅

〈1.8m〉

8尺

7尺

6尺

〈5.5m〉

〈3.0m〉
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また、有田地域の石積み階段園は、園地に応じた自然石の利用（河川周辺：

河原の丸石、山地の開墾園：開墾時に生じた石 など）、石積みの段の高さ（一

段で積み上げる石の高さ）、石積みの緻密さ、石積みの総延長距離の長さに

おいて特徴があると分析する。 
 

世界では、「石積み階段園」を築いた柑橘栽培は多くなく、近年では、栽

培の工業化・近代化を目指した「平坦地での栽培」が進んでいる。 

 

柑橘園の開園方法 

・柑橘園の開園方法は、下図のとおり区分される。 

・日本の柑橘産地は、千葉県以西の太平洋側・海岸線沿いに形成されているが、 

 元来、柑橘園は「水田に適さない」傾斜地に形成されてきた。 
 

・なお、昭和 30～40 年頃の「みかんブーム」の際には、九州等の新興産地を中 

心に、大規模な平坦園の開園や水田からの転換が進行している。 
 

・傾斜地における開園方法は、主として傾斜度によって選択されており、傾斜度 

10°以下では「斜面畑」が、10～15°以上では「階段園」が形成されている。 

・斜面畑は階段園に比べ、雨水による土壌流亡に弱い。 

・降雨量の少ない瀬戸内地域や国後半島には、斜面畑が存在。 
 

・また、降雨量の多い日本では、「土坡」（土で固めた法面）に比べ、土壌流亡に 

対する抵抗性を有した「石積み」が採用されている。 

（「石積みによる日光の反射」等の効果も期待。） 

 

「沿岸部～内陸部」、「山麓～山頂付近」にわたる石積み階段園の形成 

・有田地域（和歌山県）は平地が少なく、急傾斜地が多いため、耕地（特に水田） 

に利用できる土地が少ない。 

図 4-2 柑橘園の開園方法 

石積み園

平坦地
平坦園
（水田転換園など）

緩斜面畑

傾斜地

土坡
（土で固めた法面）

階段園

40



 

・そこで有田地域では、有田川に沿って内陸部深くまで、山麓から山頂付近の急 

傾斜地にわたり、石積み階段園を形成し、みかんを栽培することで、平地の少 

なさを克服しているが、この土地利用は他産地にはみられないものである。 
     

１．温州みかん園の分布 

・有田地域では、有田川に沿って、内陸部にまでみかん産地を形成。 

（他産地は沿岸部を中心に産地を形成） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-2 地形・傾斜度別面積割合（県土・国土全体） 

資料：第 65 回 日本統計年鑑 平成 28 年（総務省） 

表 4-3 耕地率・森林率及び人工林率（県土・国土全体・H28 年度） 

資料：耕地及び作付け面積統計、都道府県別森林率・人工林率（農林水産省）
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２．産地規模（栽培面積）  

・有田地域では、全国の温州みかん栽培面積の１割を占める産地を形成。 

表 4-3 温州みかん栽培面積（2015 年） 

資料：農林業センサス（農林水産省） 
※西宇和地域：愛媛県八幡浜市、西宇和郡西予市三瓶町 

（地域団体商標「西宇和みかん」の指定エリア） 

             三ヶ日地域：静岡県浜松市北区三ヶ日町    
        （地域団体商標「三ヶ日みかん」の指定エリア） 

図 4-3 温州みかん園の分布(2015 年) 

資料：2015 年農林業センサス 
補足：「地域の農業を見て・知って・活かす DB」（農林水産省）によ 

り作成 
和歌山県にあっては、水田（水稲）の分布を並記 

      マッピング区分は旧市町村（昭和の大合併前）単位 
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３．傾斜度別 園地面積割合 

・有田地域では、55%の園地が傾斜度 15°以上の急傾斜地に形成。 

（全国：42%） 

 

石積み技術の独自性 

・石積みの起源は明かではないが、傾斜地が多い日本では、家屋や農地を築くた 

めの技術として次第に確立され、各地に広まったものと推察される。 
     

・なお、日本各地のみかん産地における石積みの方法は、その土地の自然石（開 

墾時に産出した石など）をそのまま積み上げた「野面積み」が主体となっている。 

             ※自然石を加工せずに使用する野面積みは、石積みの労力と石垣の強度のバランス 

がとれた石積み方法。 
     

・有田地域では、園地に応じた自然石の利用（河川周辺：河原の丸石、山地の開墾 

園：開墾時に生じた石 など）、石積みの「段の高さ」（一段で積み上げる石の高さ）、 

石積みの緻密さ、石積みの総延長距離の長さにおいて特徴があると分析する。 

 

世界の柑橘産地との比較 

・柑橘栽培は世界各地行われているが、その多くが平坦地での大規模栽培であり、 

傾斜地での栽培は多くない。 
 

・傾斜地の石積み階段園での栽培は、日本、中国、イタリアのシシリー島・アマ 

ルフィ等に限られると分析。 
 

・アジアでみると、韓国では、産地は済州島に限定されており、平坦地でのハウ 

ス栽培が主となっており、石垣は、園地を囲う目的で設置。 
 

・中国では、傾斜地への新植は減少しており、平坦地・緩傾斜地での栽培による 

近代化が進行していると分析 
 

・品種でみると、温州みかんの栽培は、日本、中国、韓国などに限定される一方 

表 4-4 温州みかん園の傾斜度別面積割合 

資料：農林水産省果樹花き課調べ（和歌山県以外・H9 現在） 

   和歌山県庁果樹園芸課調べ（和歌山県・H30 現在） 
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で、世界的な主力品種はオレンジ類。。 

   （温州みかんは耐寒性が強く、シトラスベルトの北端である日本、中国、韓国におい 

て産地が形成。） 
 

・用途でみると、本システムは生食用みかんが主であるが、ブラジル、アメリカ 

は、ジュースなどの加工用オレンジが主となっている。 
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表 4-4 温州みかん園の傾斜度別面積割合 

※The Citrus Industry Volume I （1967）を元に、フロリダ、韓国、フランスの研究者等へ 
の聞き取り調査を踏まえ作成。 
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（ウ）有田川北岸－南岸における栽培技術 

明治中期から大正期に本格化した紀州みかんから温州みかんへの品種転

換は、有田川北岸（陽地）から始まっており、日当たりの良さに支えられた

品種転換が行われている。 
 

有田川南岸の北向き斜面は、日夜の温度差が大きく、果皮の色切れ（緑

色の退色）が早く進むことから、その特性を活かした早生品種の栽培が行わ

れている。 

なお、北向き斜面から南向き斜面へと続く色切れの進行により、収穫期

が分散し、リレー出荷が可能となっている。 

 

（エ）地勢・地質の組み合わせに応じた栽培・品種選定 

本システムでは、多様な地勢・地質の組み合わせの「利点を活かし、弱

点を克服する」栽培・品種選定により、高品質なみかんを生産している。 
 

 
図 4-2 和歌山県の岩石分布 

三波川帯 
・主に結晶片岩（変成岩の一種）から構成。 
・中世代ジュラ紀の地層が、白亜紀の地殻変動による強い圧力を受け、変成。 
・有田地域北部に分布。 
 

秩父帯 
・中世代ジュラ紀や白亜紀に堆積した砂岩や泥岩から構成。 
・有田川沿いに分布。 
  

四万十帯（日高川層群） 
・白亜紀の地層。 
・海溝における陸からの土砂の堆積等により形成。 
・有田地域南部に分布。 
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三波川帯 

有田川の北岸に位置する三波川帯は、主として結晶片岩（輝岩、千枚岩、

角閃岩、蛇紋岩など）からなり、鉄（葉緑素の生成を助長）・カルシウム（根の

正常な生育に必須）・マグネシウム（葉緑素の構成成分）に富み、特に輝岩上が

みかん栽培に適しているとされてきた。 
 

三波川帯では、十分な成熟期間を確保することで、糖度が高く、減酸も

進んだ「本来の特性を発揮した」みかんを育てることが可能である。 

また、園地の多くが南向きであり、果実着色は良好である。 
 

そこで三波川帯では、河口部北岸（南向き斜面）の階段園における普通品

種の栽培・早生品種の完熟栽培などにより、高品質なみかんを栽培している。 

 

秩父帯 

秩父帯は、中生代に堆積した砂岩・泥岩から構成されており、適当な礫

を含んだ粘土質（埴質）の土壌であることから、適度な保水性を持ち、通気

性も比較的良好である。 

有田川南岸河口部の秩父帯は優良産地として特に有名であり、室町時代

よりみかんを栽培してきた糸我地区は秩父帯上に存在する。 
 

加えて、鉄・カルシウム・マグネシウムに富むことから果皮の着色に優

れており、土壌の水切れの良さから、高糖度で果皮が薄く、風味に優れる果

実を生産できる一方で、減酸がやや遅い傾向がある。 
 

そこで秩父帯では、十分な減酸期間を確保しつつ、海岸部の有田川沿い

階段園での普通・早生品種の栽培、内陸部の階段園での早生品種の栽培、内

陸部の平坦地での極早生品種の栽培を行うことで、高品質なみかんを栽培し

ている。 

 

四万十帯 

四万十帯は、主として砂岩、頁岩及び礫岩からなる。 

養分含有量がやや低く、マグネシウム欠乏（葉の黄化）やホウ素欠乏（根・

新芽の生育悪化）が生じる場合があるため、状況に応じ、施肥による対策を

講じている。 

なお、砂岩を母岩とする土壌は物理性が良好であり、土壌の水はけの良

さにより、果皮の着色が促進される。 
 

そこで四万十帯では、海岸部の南向き階段園における早生品種の栽培に

より、高品質なみかんを栽培している。 
 

47



また、昼夜の大きな温度差による果皮の“色抜け”（緑色の退色）の早さ

を活かした、北向き階段園における極早生品種の栽培により、早期出荷によ

る高単価販売を行っている。 

イ 高い観察力による優良品種の探索と農家による苗木生産による自立性の高い産

地形成 

有田地域では、長年のみかん栽培で培った高い観察力により、わずかな変異を

示す枝変わり・一樹変異を見出し、数多くの優良品種を生み出している。 
 

例えば、「紀州小みかん」（江戸時代の主要品種。通称、紀州みかん）は、熊本県か

ら導入した「八代の小みかん」の栽培拡大の過程において見出したものである。 

また、1813 年、鹿児島より導入したとされる「温州みかん」についても、多く

の枝変わり・一樹変異を見出しており、1925 年に林文吾氏の園地で選抜された「林

温州」は、現在、日本で最も栽培されている普通温州となっている。 
 

 

 
 

近年では、生産者が見出した枝変わり等の情報を和歌山県果樹試験場に集約す

る仕組みを構築しており（枝変わり・一樹変異探索事業）、試験場における速やかな

品種特性の把握が行われている。 
 

なお、産地内で見出された多様な品種は、実際の栽培のなかで維持されており、

次なる枝変わり・一樹変異を生み出す基盤となっている。 

写真 4-3 有田地域で生まれた温州みかん品種の一例 

 左上：林温州   右上：田口早生 

 左下：植美    右下：きゅうき     
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表 4-2 有田地域で生まれた主な温州みかん品種 

※特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 

 丹生系温州
(にゅうけいうんしゅう)

・有田川町丹生地区において、戦前より栽培されている
   系統

41.5 ha

林温州
（はやしうんしゅう）

・1925年、有田郡藤並村（現有田川町） 林文吾氏の園地
   から選抜
・糖酸ともに多く、食味は濃厚
・昭和30年代後半からのみかんブームより、新興産地で
   最も増殖された品種
・日本で最も栽培面積の多い普通温州（シェア24%）

1332.4 ha

紀の国温州
(きのくにうんしゅう)

・丹生系温州の珠心胚実生から選抜
・浮皮の発生が少なく、貯蔵性が高い。
・品種登録：1986年（県果樹試験場育成）

21.5 ha

ニュー上市温州
 （にゅーかみいちうんしゅう）

・有田川町で栽培されていた「丹生系温州」の枝変わり
・浮皮になりにくく、11月中旬に収穫可能な早生品種
・品種登録：1987年

-

 紀州葵
 （きしゅうあおい）

・有田市で栽培されていた「尾張系温州」の一樹変異
・味が濃厚で、風味が良い
・品種登録：1988年

46.6 ha

 紀宝早生
 （きほうわせ）

・有田川町で栽培されていた「宮川早生」の枝変わり
・「宮川早生」より成熟期の早い極早生品種
・品種登録：1989年

-

ニュー則村
 （にゅーのりむら）

・「則村温州」（尾張系温州の枝変わり）の珠心胚実生
・甘味が強い中生温州
・品種登録：1990年

7.9 ha

 田口早生
 （たぐちわせ）

・有田川町で栽培されていた「興津早生」の一樹変異
・「興津早生」に比べ、やや糖度が高く、減酸が早い
・品種登録：1995年

466.1 ha

紀秋早生
(きしゅうわせ)

・「宮本早生」の珠心胚実生
・樹勢が強く、減酸の早い極早生品種
・品種登録：2001年（県果樹試験場育成）

-

華恋
(かれん)

・有田川町で栽培されていた「田口早生」の一樹変異
・「田口早生」より早熟で、着色・減酸が早い早生品種
・品種登録：2014年

-

YN26
(わいえぬ26)

・「ゆら早生」の珠心胚実生
・極早生温州（高糖度で9月中下旬の出荷が可能）
・品種登録：2012年（県果樹試験場育成）

30.2 ha

 きゅうき
・有田市で栽培されていた「向山温州」の一樹変異
・浮皮の発生が少ない
・品種登録：2014年

14.3 ha

 植美
 （うえみ）

・有田川町で栽培されていた「尾張系温州」の一樹変異
・「尾張系」と比べ、浮皮の発生が少ない
・品種登録：2019年

-

品種名 特  徴 栽培面積※

（H28・全国）
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また、多くの産地は地域外の専門業者から苗木を仕入れているが、本システム

では、一部の農家がみかん栽培との兼業により苗木を生産している。 

なお、みかんの栽培地と苗木の生産地の分離は、一斉的な病害虫の蔓延リスク

を減少させるが、産地の自立性は低下する。 

一方、苗木を自給する本システムでは、気象災害等による全国的な苗木不足に

左右されずに産地を維持することができる。 
 

また、みかん農家による苗木生産は、農家ニーズに応える高品質な苗木生産に

繋がっている。 

みかんの苗木は、耐病性等に優れる「台木」との接ぎ木によって生産されるが、

有田地域では高度な技術を要する一芽腹接（ひとめはらつぎ）により、苗木を生産

している。 

一般的な接ぎ木である切接（きりつぎ）は、枝（穂木）を台木に接ぐ方法である

が、穂木の生育には差があるため苗木の初期生育にはばらつきが生じる。 

一方、一芽腹接ぎは「芽」を苗木に接ぐ方法であり、初期生育が均一となる。 
 

 

また多くの産地では、接ぎ木後１年間育成した一年生苗木を生産しているが、

有田地域では十分に育成した二年生苗木を生産することで、園地への定植後の初

期生育不良を回避している。 

更に有田地域では、「根に土を付けたままの苗木」を出荷することで、水不足

となりやすい階段園における安定した初期生育を確保している。 

（他産地では、輸送コストを低減するため、土を落として出荷） 
 

 

 

写真 4-4 芽接ぎの様子 

左：接ぎ木用に加工した「芽」 右：台木に接いだ芽 

苗木 販売単価（和歌山県） 

一年生・土無し苗木（他産地産）  
：0,800 円/本程度 
 

二年生・土付き苗木          
：1,900 円～2,000 円/本程度 

写真 4-5 二年生・土付き苗木 
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多くの手間を要する二年生・土付き苗木の生産は、苗木生産者自身がみかんを

栽培しているからこそ生まれ、継承されてきたものである。 
 

このように本システムでは、高い観察力による枝変わり・一樹変異の探索と、

みかん農家による産地内での苗木生産により、自立性の高い産地を形成している。 

 

接ぎ木の歴史 

・日本では、少なくとも平安時代より、「造園樹木」において接ぎ木が行われていた 

ことが知られている。 
 

・有田地域では、安土桃山時代、八代より持ち帰った小みかんを、「在来のみかんへ 

の接ぎ木」によって広めたことが文献に記されている。 

（糸我社由緒・1810 年） 
 

二年生・土付き苗木の生産の歴史 

・1619 年、広島藩主 浅野長晟が、紀州より小蜜柑の苗木を求めていることから、少 

なくとも江戸初期より、苗木生産が行われていたと考えられる。（果樹農業発達史） 
 

・なお、地域の苗木生産農家（（株）西岡精苗園）は、現在五代目であり、苗木生産に 

は 100 年以上の歴史がある。 

 

ウ 道具屋－産地の連携による産地形成 

有田地域では、産地とみかん栽培にまつわる道具屋が連携し、みかん産業を発

展させてきた。 

昭和初期には、吉備式、畑式と呼ばれる選果機を開発しており、日本のみかん

産業の近代化を牽引してきた。 

みかん栽培が全国に広まった現在においても、全国メーカーにより「有田地域

専用の収穫ハサミ」（刃先が果梗（枝から果実までの部分））に入り込みやすいように削

られた鋏）がつくられるなど、道具屋と産地の連携が継承されている。 
 

 

写真 4-6 有田専用の収穫ハサミ 

左：有田専用の収穫ハサミ 右：通常の収穫ハサミ 

 有田専用のハサミでは、刃先を削って薄く加工している。 
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本システムにおける栽培技術の特徴 

みかんの栽培技術は、明治期から組織的研究が進み、産地間で共有・検証さ

れることで向上してきたことから、現在では、産地間の差異は少ないものの、

有田地域の栽培方法には、摘果（樹勢・品種・立地条件などに応じた摘果）、施肥

（春肥＋秋肥による施肥体系）、栽培系統（極早生・早生・普通品種）の構成におい

て特徴がある。 

 

みかんの栽培管理 

１．剪 定  

時 期：２～３月（厳寒期を過ぎて発芽が始まるまで） 

       作 業：一部の枝の切り取り 

       目 的：樹内の日当たり・風通しの確保による充実した新梢の発生促進 

樹勢の維持・調整による収穫量の安定化 

               ※みかんは、収穫量の多い「おもて年」と、少ない「うら年」を繰り返す（隔

年結果）ことから、樹勢の維持・調整による収穫量の平準化が重要となる 

            樹の大きさ・樹形の調整 
 

有田地域の特徴 

・明治時代は、全国の産地が「無剪定」。 

・1870 年（明治時代）、西洋の剪定法が日本に導入。 

・明治末期には、国の試験場により、一定の栽培技術が確立。 
 

 

・「大きなサイズの需要の高まり」を受け、大正時代中期には、有田地域 

（和歌山県）から広島県を中心とする瀬戸内海地方に「強剪定」（伐採量の大 

きな剪定）が普及。 
 

・静岡・神奈川地方は、「明治時代の無剪定」から「大正時代の軽い剪定」に 

移行。 
 

・戦後、各産地における剪定の主たる目的が「栽培管理を行いやすい大きさ・ 

形の樹づくり」に集約されてきたことから、産地間の剪定技術の差はみられ 

なっている。 
 

・しかし、有田地域の生産者にとって「剪定」は、長年培ってきた技術を 

存分に発揮できる作業であり、各生産者がこだわりの剪定を実施している。 

・現在、主流となっている「開心自然形」は、昭和初期より各産地で採用。 
 

・有田地域では、開心自然形を核に、こだわりの剪定を実施。 
 

・他産地からの視察・研修の受け入れや技術体系の書籍化等により、そ 

の技術が広く普及 
 

・また、２年生苗木を生産する有田地域では、苗木段階から、仕立ての骨格づ 

くりを行い、剪定による樹づくりに繋げている。 
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２．摘蕾・摘花  

時 期：４月下旬～５月上旬 

内 容：一部の蕾、花の摘み取り 

目 的：着花数の調整による隔年結果の防止、樹勢の維持 
         

３．芽かき 

時 期：４月下旬～５月中旬 

内 容：長く伸びた春梢（20cm 以上・勢いの強い春梢）の除去 

目 的：樹勢のバランス調整 

（樹勢の強い品種では、芽かきにより、過剰な「生理落果」（植物本来の性質に 

よる自然落果）を抑制） 
 

４．摘 果 

時 期 

         粗摘果       ：７月上旬～中旬 

         仕上げ摘果    ：８月中旬～下旬 

         樹上摘果（樹上選果）：９月下旬～10 月上中旬 

内 容：一部の果実の摘み取り 

目 的：果実数の調整（間引き）による高品質果実の生産 

              隔年結果の防止（連年安定生産） 

         粗摘果  ：内成り果、フトコロ果、スソ成り果、極小果、キズ果 

         仕上げ摘果：小玉果、表層果、キズ果 

         樹上摘果 ：小玉果、日焼け果、極大果 

 

有田地域の特徴 

・戦前は、全国の産地が「無摘果」。 
 

・戦後、果実の大きさ・品質・年ごとの収穫量は、「１樹あたりの果実数」（１果実あた 

りの葉数）により左右されることが次第に明らかとなり、摘果技術が開発・普及。 
 

・現在では、粗摘果・仕上摘果・樹上摘果の３回に分けた摘果技術が確立され、各産地 

に普及。 
 

・有田地域では、「摘果タイプ例」を作成し、樹勢・品種・立地条件・着果・新葉状況・ 

53



気象条件に応じたよりきめ細やかな摘果を実施。 

 

５．土作り 

時 期：１～２月 

       内 容：有機物（堆肥等）・石灰資材の投入、耕耘 

       目 的：土壌の物理性の改善 
 

６．施 肥 

時 期 

春 肥：３月～４月 

        夏 肥：５月下旬～６月上旬（着果過多樹のみ） 

         秋 肥：収穫直後～11 月上中旬 

      内 容：肥料散布 

      目 的： 

粗摘果 仕上げ摘果①
仕上げ摘果②

樹上摘果

B 50% 50% 見直し
C 20～30% 60% 10～20%・見直し

D 0～20% 80～100% 見直し

若木・強勢樹：20葉
新葉のある成木：25葉
旧葉のみの樹：30葉
(一般的な基準：20～25(30)葉)

摘果基準

時期別の摘果程度
（％：摘果する果実の割合）

A 80% 20%～見直し 見直し

タ
イ
プ

表 4-3 摘果タイプ例 

出典：有田みかんデータベース（ブランドありだ果樹産地協議会） 

A タイプ 

・「隔年結果傾向の着果過多樹」は上部全摘花・摘果による隔年結果防止対策が 

先決 

・「その他の着花過多樹」は枝別全摘果も必要  
  

Ｂ～Ｃタイプ  

・高品質作り型 

・着果の多い樹でも、早生、中生ミカンではこのタイプ 

・着果の少ない樹はＣタイプ 

Ｄタイプ  

・着果がきわめて少ないか、後期に果実肥大の期待できる樹 
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        春 肥：これから成長する新芽、花、果実肥大のための栄養供給 

       夏 肥：根、新梢、果実の生長ための栄養供給（必要時） 

        秋 肥：越冬及び次期の生長のための栄養供給、隔年結果の防止 
 

   有田地域の特徴 

・「夏肥」は、1960 年代頃、静岡県果樹試験場を中心に開発。 

     （着果数が多い場合、マルチ栽培や樹上完熟栽培において実施） 
 

・ただし、有田地域では基本的には、春肥と秋肥のみで対応。 

（肥料吸収が遅れた場合の果実の着色不良、糖度低下などを回避） 

 

栽培系統（極早生・早生・普通）の構成 

・温州みかんは、収穫時期によって極早生（9～10 月）、早生（10 月～11 月下旬）、 

普通（中生・普通・晩生、12 月）に区分されるが、その栽培比率（作型の構成）に 

は産地ごとに特徴がある。 
 

有田地域 

・栽培の歴史が古く、適切な栽培管理と十分な栽培期間の確保により「みか 

ん本来の甘さ・酸味」を発揮する「普通品種」を主体に産地を形成。 
 

・近年では、食味の良さから早生品種の比率が増加。 
 

・地勢・地質に応じた品種選定を行う有田地域では、地域内においても、各 

産地によって品種構成は異なる。 
     

熊本県、長崎県などの日本南部の産地 

           ・温暖な気候を活かした早期出荷による高単価出荷が可能な「極早生品種」 

を多く栽培。 
     

 

静岡県 

・12 月に収穫した「普通品種」を貯蔵し、年明けに出荷することで、他産 

地と差別化を図る。 

表 4-4 栽培系統（極早生・早生・普通品種）別 栽培面積 

資料：平成 28 年産 特産果樹生産動態等調査（農林水産省） 
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・また、有田地域は他産地に比べ、施設栽培（ハウスみかん）の面積率が小さいが、 

これは、有田地域が温州みかんの栽培適地であり、環境制御の必要が小さいこと 

が理由の一つとして挙げられる。 

     

       （補足）栽培技術の開発・研究の歴史 

・みかんの栽培技術は、明治期から組織的な研究が開始。 
 

        ・開発された技術は産地間で共有・検証されることで向上。       
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