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　「高齢化で葉摘みは今まで通り出来ない。」「でも、着色が悪いと高く売れない。」（と信じられて
 いた ) ため、止むを得ず葉摘みをしていたというのが現状ではないでしょうか？
　しかし、それをいつまでも続けることは不可能ではないでしょうか。

　「これまでのような葉摘み作業を行わなくても確実に着色がよくなり、かつ糖度が上がる
技術が生まれた」と云ったら、信じていただけますか？　にわかには信じられないと思い
ますが、それはもはや夢物語ではないのです。

　この夢のような新技術とは、海藻エキス「ケルパック 66」による葉摘み省力化技術（表１）
をベースに、新開発の核酸・アミノ酸資材「DiNA プロリン」を組み合わせることによって
 達成できる技術です。

　「ケルパック 66」による葉摘み省力化技術をご紹介いたします。
同技術は表 1 に示したように大きく分け A)、B) の 2 通りあります。本技術に共通して

いる要素はケルパック原液の総使用量が 10a 当たり年間 1 ～ 1.5L ということです。

処理濃度と処理回数は、一回当たりの散布量（処理量）との関係で決まります。

　例えば 1,000 倍にうすめて使用する場合の 10a 当たりの散布量を 500L/10a とする

と、原液使用量は 0.5Ｌ/10a になります。年間使用量が 1 ～ 1.5L /10a であるため、

散布回数は 1 ～ 1.5Ｌ/10ａ ÷0.5Ｌ/10ａ＝2 ～ 3 回となります。

　表 1 に示したケルパック 66 の使用方法は、品種によって散布（処理）時期・製品が異なるため、

分かり易いように表２（次ページ）使用暦形式で示しました。

　また、DiNA プロリンの処理時期・処理濃度についても品種に応じた使い方も記してあります。

表 1 ≪ケルパック 66 による葉摘み省力化技術≫

A)　葉を舟形（内側に巻き込ませ立たせる）にし、受光状態を良くする方法：幼果期から数回

　　にわたり、ケルパック 66 の 1,000〜2,000 倍液を散布。

　　その際、ビターピット防止と果実硬度を高めるため、カルシウム材の「カルビタ」、

　　「カルビタ P」を併用する。（カルビタ P は他社にはないカルシウムにリン酸を混合した

　　資材で果実を軟化させることなく、糖度、着色向上が同時に図れる。）

B）　新梢の伸びを止め、葉を小振りに仕立て、受光状態を良くする方法：開花 1 ヶ月後（新梢

　　が 30cm 位伸びた頃）にケルパック 66 の 500〜1,000 倍

　　＋「色一番 E」の 1,000〜2,000 倍混合液を散布することによって新梢の伸びを止め、

　　葉を小振りに仕立てる。以降はケルパック 2,000 倍を 3〜4 回散布する。

　　その際 A) と同じくカルシウム材を加用する。



表２   DiNA プロリンとケルパック 66 の組合せ処理方法

品種 散布時期 散布濃度

王林

シナノスイート

5月中下旬

７月上中旬

＋

8月下旬

千秋

ジョナゴールド

秋映

陽光

ぐんま名月

シナノゴールド

6月上中旬

8月上中旬

9月中旬～中下旬

これまで一度も
DiNA プロリンを
使用していない場合

7, 8 月に DiNA プロリンを一度も使用していない場合は、
直ちに以下の混用液を 1～2回散布する。

※2回散布する場合は、前回処理から 4, 5 日後とする。
＋

品種 散布時期 散布濃度

つがる

さんさ

5月中下旬

6月上中旬

７月上中旬

＋
＋ （又は
＋

＋
＋

＋
＋ ＋

7, 8 月に DiNA プロリンを一度も使用していない場合は、
直ちに以下の混用液を 1～2回散布する。

※2回散布する場合は、前回処理から 4, 5 日後とする。

（又は

8月上中旬
＋

＋ ＋
落果防止材

＋

これまで一度も
DiNA プロリンを
使用していない場合



●モンパ病罹患樹及び樹勢の衰えた樹には　　　　　　　15ml ／樹（矮性樹の場合）、50ml ／樹（大樹
　の場合）を 2000〜3000 倍にうすめ、幹の周りに灌水する。この時　　　　　　　を併用する。

　ケルパック 66、DiNA プロリン、グルタン、アミノマリーン、カルビタ、カルビタ P は、
肥料・農薬と混合散布しても効果が落ちたり、薬害が出るということはありませんので安心して
お使い下さい。

・‘秋映’の幼果期は果皮障害が出やすいため、落花後 1 ヶ月くらいの間は、農薬・肥料はもとより
　カルビタも散布しないでください。

・カルビタ、カルビタ P をボルドー液散布後に使用する場合は、薬害回避のため希釈液 100ℓにつき、
　石灰を 1〜2 握り加用してください。

●土壌の干害防止に納豆菌製剤の　　　　 5〜10ℓ／ 10a を 500〜1000 倍に希釈し SS で散布
　（樹から滴り落ちた溶液で灌水を兼ねる）する。葉面散布を行うことで、葉はテリが出て健康になり
　ます。矮化樹には特に有効です。

品種 散布時期 散布濃度

ひろさきふじ

5月中下旬

７月上中旬

＋

8月下旬

ふじ

6月上中旬

8月上中旬

7, 8 月に DiNA プロリンを一度も使用していない場合は、
直ちに以下の混用液を 1～2回散布する。

※2回散布する場合は、前回処理から 4, 5 日後とする。
＋

・本材を散布しても着色しない場合があります。
　原因は：１）葉摘みが早過ぎてデンプンの蓄積が充分ではないとき。
　　　　　２）夏場の日照が足りない場合とき。
　　　　　　　（山の紅葉も夏場の天気が悪い場合は色が冴えないのと同じです。）
　従って、着色を良くするためには初期からケルパック６６を散布することで光合成能を増進し、
　糖の蓄積を高めておくことが大切です。

肥料・農薬との混合可否

注意事項
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《散布事例 3》
イ）試験場所：青森県板柳町　KT 氏園地
ロ）品種：ひろさきふじ
ハ）散布時期・濃度・回数
　　第一回目：8月 4日 　DiNA プロリン 1000 倍
　　第二回目：8月 14 日  DiNA プロリン 1000 倍
へ）結果：
　・樹全体が均一に着色した。
　・枝下や北側のりんごも着色した。
　・尻の部分も見事に着色した。
　・糖度：12.6 度

《散布事例 2》
イ）試験場所：青森県鶴田町　MS氏園地
ロ）品種：早生ふじ－ほのか
ハ）散布時期・濃度・回数
　　第一回目：8月 5日 　 DiNA プロリン＋ケルパック 66　各 1000 倍
　　第二回目：8月 15 日　DiNA プロリン＋ケルパック 66　各 1000 倍
　　第三回目：9月 5日     DiNA プロリン＋ケルパック 66　各 1000 倍
へ）結果・コメント：
　・樹全体が均一に着色した。
　・無処理区は設けていないが、DiNA プロリンとケルパック 66 を
　 使用することで、これまでの栽培の中で最も満足いく着色管理が
　 できた。

《散布事例 1》
イ）試験場所：弘前市　SK氏園地
ロ）品種：平賀つがる（葉取らず栽培）
ハ）散布時期・濃度・回数
　　第一回目：7月 31 日　DiNA プロリン 1000 倍
　　第二回目：8月 18 日　DiNA プロリン 1000 倍（農薬に混用）
ニ）収穫始め：9月 5日より
へ）結果・コメント：
　・収穫直前の様子をみても着色は十分。樹全体が着色した。
　・糖度は 12 度。9月 1日時点でも食味は美味しさを感じる。
　・花そう葉が良く立っている。葉取らず栽培でも十分着色が
期待でき、ツル回しの手間が省けそうだ。

処理区

無処理区処理区

無処理区
（隣接園）

処理区

処理区

処理区処理区

使用事例



5.5kg 入り

日焼け防止、硬度アップ日焼け防止、硬度アップ

有機・炭酸カルシウム肥料有機・炭酸カルシウム肥料パラフィンワックス入り液肥パラフィンワックス入り液肥

日焼け防止、
肥料・農薬の効果保持

日焼け防止、
肥料・農薬の効果保持

糖蜜を納豆菌が発酵させた微生物資材

グルタングルタン
糖蜜を納豆菌が発酵させた微生物資材

土壌の保水力・保肥力向上

発根促進、光合成能力の向上、
増収、糖度アップ

発根促進、光合成能力の向上、
増収、糖度アップ増収、旨味・コク味強化増収、旨味・コク味強化

）

花芽充実、
着色促進、糖度アップ

花芽充実、
着色促進、糖度アップ

徒長防止、
着色促進、糖度アップ

徒長防止、
着色促進、糖度アップ

りん酸 42％、加里 28％
苦土 2％
りん酸 42％、加里 28％
苦土 2％

硬度・日持ち性・耐病性向上、
食感向上、品質向上

硬度・日持ち性・耐病性向上、
食感向上、品質向上

750g入り

DiNA プロリン・ケルパック 66 新技術の製品ラインアップ

土壌の保水力・保肥力向上

1ｋg入り1ｋg入り


