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甲州市勝沼町 食と農の参考書 

【 史歴 ・産業編】 

１ 位置と面積 

甲州市勝沼町は、甲府盆地の東部に位置し、東京都心からは直線距離で約 90 キロの距離

にあります。 

標高は隣接する山梨市に近い北端の綿塚地区が海抜 330ｍと最も低く、最高標高は東部山

岳地帯の 1,412ｍとなっています。総面積は 36.77 ㎢で、その約 6 割を山林が占めていま

す。 

 

２ 地形と地質 

 勝沼町の地形を大分すると、甲府盆地東部及び東南部の山岳地帯と、日川、鬢櫛川、田草

川、京戸川、重川など、複数の河川によって造られた複合的扇状地とに分けられます。 

 東部の山岳地帯は、山地が重なり大きな尾根が走っており、谷は V 字谷で、山稜線は鋭

く、地形的には壮年期の険しい山岳地形を形成しています。一方、平地部分は、甲府盆地の

形成時に形つくられたと考えられる日川扇状地に覆われた傾斜地になっています。 

 地質は、山岳地帯の大半が堆積岩の小仏層で、農地・集落の分布する山裾から平坦地は扇

状堆積層によって構成されています。町内の大部分に広がる扇状地や河川沿いの肥沃で水

はけの良い土壌は、ブドウを中心とした果樹栽培に最適な環境となっています。 

      
 

３ 気象 

 勝沼町は、海に近い内陸に位置し、冬寒く夏暑いという顕著な内陸性気候です。 

これまでに記録した最高気温は 40.5 度（2013.8.10）、最低気温は△11.3 度（1986.1.6）、

気温の較差の大きいことが特徴となっています。また、1981 年から 2010 年の平均気温は、
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13.8 度となっています。 

降雪量はあまり多くありませんが、1998 年（平成 10 年）には 50 ㎝の大雪に見舞われ、

ブドウ棚の倒壊など、大きな被害が発生しました。さらに、2014 年（平成 26 年）2 月には

甲府で 114 ㎝の記録的大雪に見舞われ、ビニールハウスの倒壊など甚大な被害が発生しま

した。 

 1981 年から 2010 年までの年間降水量は、1080.9mm と少なく、晴天が多く空気は乾燥

しがちです。風は冬には北西の風が強く、秋口に笹子峠から吹き下ろす風は「笹子おろし」

と呼ばれ、ブドウの育成には良好な環境となっています。 

峡東地域の気象 （アメダス勝沼） 

出所）気象庁（平年値） 

 

４ 交通 

 鉄道は、勝沼町の東部、標高 500ｍの地点をＪＲ東日本の中央線が走り、都心から電車で

90 分の至近距離にあります。 

 1992 年（平成 4 年）に駅名を「勝沼駅」から「勝沼ぶどう郷駅」へと改名し、年間を通

じて「特急かいじ」も停車するようになりました。日本ワインへの注目度の高まりとワイン

ツーリズム等により、秋のブドウ、ヌーボワインのシーズンには停車する電車の数も増加し

ています。また、循環バスの運行や電動式自転車の設置により、電車利用者の利便性も高ま

っています。 

 道路に関しては、基幹道路として中央自動車道と主要国道 20 号線勝沼バイパスが町の東

西を貫いており、新宿から中央道勝沼インターまでの所要時間は 90 分で甲府盆地の東の玄

関口となっています。 

 横浜・埼玉方面と結ぶ圏央道、さらには、静岡と山梨を結ぶ中部自動車横断道の開通によ

り、首都圏との交通アクセスは大幅に改善されつつあります。 

 

５ 歴史 文化 

勝沼町は、古来より自然環境に恵まれ、古代集落の遺跡や遺物から狩猟者や漁労者が古く

から住み着いたことがうかがえます。戦国時代には武田信玄の父、信虎の弟、勝沼五郎信友

が勝沼に館を構えており、甲斐戦略上、重要な拠点であったと伝えらえています。近世、特

に江戸時代に入ってからは、甲州街道が開け、街道 29 宿のうちで最も繁栄を極めた勝沼宿

を中心に町は経済、文化面において大いに繁栄しました。 

商業の繁栄のみならず、米麦はもとより独特の風土を利用して勝沼が発祥の地と言われ

る甲州ブドウや養蚕、木綿、カキなどの作物が栽培されていました。第二次世界大戦の復興

期からは、独特の気候風土を生かしたブドウやモモなどの果樹産業と観光産業が大いに発

  平均気温 日最高気温 日最低気温 降水量 日照時間 

年平年値  
（1981∼2010） 

 

13.8℃ 20.1℃ 9.0℃ 1,080.9ｍｍ 2,163.6ｈｒ 
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展しました。同時にブドウ栽培を活かした二次産業としてのワイン産業も発展を続け、日本

一のワインの産地として、近年ではワインツーリズムと称し年間を通じてブドウとワイン

の産地を訪れる観光客も増加し、ブドウやワインを基盤とした市民の誇りの醸成と独自の

産業文化が花開いています。 

町の設立は明治 22 年の町村制施行の際に、勝沼村と等々力村が連合して「勝沼村外一ヵ

村組合」となり、明治 29 年に「勝沼町外一ヵ村組合」に改名しました。その後、昭和 17 年

に等々力村を編入して「勝沼町」となりました。昭和 29 年には、「東雲村」と「菱山村」、

「祝村」大和村の一部（深沢地区）を編入して、勝沼町が誕生しました。そして、平成の大

合併により平成 17 年に「塩山市」、「勝沼町」、「大和村」が合併したことにより、甲州市勝

沼町となり新たな時代を迎えています。 

 

６ 勝沼町の果樹産業  

（１）ブドウ発祥に関する２つの伝説 

山梨県の果樹栽培は、甲府盆地の東西部、北部、中央部など各地で行われ、甲州市勝沼

町を含む峡東地域は、伝統的な果樹農業が営まれる地域として代表されます。 

甲州市の農家戸数は 3,935 戸で総世帯に占める割合は約 14％、果実生産額は県全体の

約 25％を占めており、勝沼町の代表的産業であるワイン醸造、観光果実園などは、地域

経済に重要な役割を果たしています。 

甲州市勝沼町は日本のブドウ栽培発祥の地でその歴史は 1300 年とも 800 年とも伝え

られており、ここには、ふたつのブドウ発祥伝説があります。 

ひとつは大善寺説です。718(養老 2)年、僧の行基が甲斐の国を訪れたとき、勝沼の柏尾

にさしかかり、日川渓谷の岩上で修行したところ、満願の日、夢の中に右手に葡萄をもち、

左手で結印した薬師如来が現れました。行基はその夢を喜び、早速夢の中に現れたお姿と

同じ薬師如来像を刻んで安置したのが、今日の柏尾山大善寺です。 

以来、行基は薬園をつくって民衆を救い、法薬の葡萄の作り方を村人に教えたので、こ

の地に葡萄が栽培されるようになり、これが甲州葡萄の始まりだと伝えられています。 
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ふたつめは、雨宮勘解由（かげゆ）説です。1186(文治 2)年、上岩崎の住人、雨宮勘解

由は付近の山「城の平」で毎年 3 月 27 日に行われる石尊祭へ村人と一緒に参列するた

め山道を通りました。 

その時偶然に路傍に、一種のつる性の植物を発見しました。これは未だかつて見たこと

のない植物で、一緒にいた村人にも相談し、これを自園に栽培することにしました。 

それから 5 年の春夏を経て、そのつるは繁茂し、ついに 1190(建久元)年の 5 月に初め

て 30 余の房が結実しました。勘解由は、この珍しい果実に自らが驚き、栽培の努力の賜

と思いその年の秋の実りに期待しました。 

そして 8 月下旬にその果実はことごとく熟し、色は朱紫のように、味はきわめて甘美

であったため、勘解由はこの果実の繁殖方法を研究し、1197(建久 8)年ようやく 13 株と

なったとされています。 

 

（２）伝統的ブドウ品種「甲州」 

「甲州」は我が国で栽培されているブドウの中で数少ない固有種で、ブドウ栽培の歴史、

文化、技術発展の観点からも極めて重要な品種といわれています。 

近年の研究で「甲州」は、ヨーロッパブドウ（ヴィティス・ヴィニフェラ（VitisVinifera））

に東アジア系の野生種で中国南部に生息するヴィティス・ダビディ(Vitis Davidii)との種

間雑種であることが解明されました。 

 

 
 

「甲州」はヴィニフェラ種の特徴を持つため、降雨や病気に弱く、湿潤な日本の環境

下で生育することは非常に困難ですが、勝沼が降雨の少ない内陸気候と水はけの良い

扇状地に立地などの環境が適したこと、峡東地域で考案された棚栽培や疎植・大木仕立

てなど、「甲州」を栽培するため革新的な技術が生み出されたことが、これまで勝沼を

はじめとする峡東地域で「甲州」が栽培できた要因と考えられています。 
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（３）湿潤な日本の気候に適応したブドウ栽培 

世界におけるブドウ栽培の多くは、乾燥した地域で行われています。 

山梨県の多雨・湿潤な気候は、果樹栽培には不適な条件ですが、排水の良い扇状地の特性

を利用し、更に棚栽培などの適応技術により、多雨・湿潤な気候等に適応した独特の果樹

農業システムをつくりあげてきました。 
 

 ブドウ、モモの世界の主な生産地の降水量（平年値） 

出所）気象庁（世界の地点別平年値） 

 

（４）ブドウの棚栽培など世界的にも独創的な適応技術 

扇状地で安定的な果実生産を行うため、様々な適応技術が開発され、中でもブドウの

棚栽培と疎植大木栽培は、湿潤な気候でブドウを栽培するために開発された優れたシス

テムです。 

世界のブドウのほとんどが垣根栽培で密植栽培される中、ブドウの棚栽培と疎植大木

栽培は世界の同様なシステムと比較しても独創的な適応技術です。 

 

 

 

現在日本に広く普及しているブドウの棚栽培（甲州式ブドウ棚）と疎植大木栽培は、扇

状地の傾斜地を有効に使い、湿潤・多雨な風土でブドウを生産するため、約 400 年前に 

  日本 
勝沼  

（峡東地域） 

中国  
トゥルファン （新疆
ウイグル自治区） 
 

アメリカ  

サンフランシスコ  

（カリフォルニア州） 

 

イタリア  

ピサ  

（トスカーナ州） 

スペイン 

アルバセテ  

（ラ・マンチャ地方） 

 

フランス 
ボルドー 

メリニャック 
 

ブドウ 

年間1（月∼12月） 1,080.9ｍｍ 16.9ｍｍ 517.1ｍｍ 940.8ｍｍ 353.6ｍｍ 937.4ｍｍ 

生育期4（月∼10
月） 

848.9ｍｍ 13.7ｍｍ 78.2ｍｍ 518.1ｍｍ 214.1ｍｍ 501.5ｍｍ 

  日本 
勝沼 

（峡東地域） 
 

中国 
シンタイ  

（河北省） 

スペイン 

ムルシア 
 

イタリア  
ピサ  

（トスカーナ州） 
 

アメリカ  
サクラメント  
（カリフォルニ
ア州） 

アメリカ  
メーコン  

（ジョージア州） 
 

モモ 

年間1（月∼12月） 1,080.9ｍｍ 472.3ｍｍ 299.1ｍｍ 940.8ｍｍ 418.9ｍｍ 1,150.2ｍｍ 

生育期4（月∼9月） 731.6ｍｍ 410.2ｍｍ 123.2ｍｍ 390.9ｍｍ 56.2ｍｍ 566.1ｍｍ 
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勝沼で考案されました。 

当時は、竹棚を栗木で支える簡素なスタイルでしたが、明治以降、針金やコンクリート

棚が考案されました。 

現在のような針金を使った棚の創始は、1906(明治 39)年頃といわれ、その後改良が重

ねられ現在のような棚となりました。 

現在のブドウ棚は、「甲州式」と呼ばれ全国に普及しました。昭和 40 年代には、棚掛け

の技術を持つ農家のグループが勝沼町から全国に棚づくりに出かけ、日本のブドウ栽培

の普及に一役買いました。 

 

 
明治 30 年代の竹棚 
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（５）人々の暮らしを支えてきた果樹農業の歴史と変遷 

甲斐国の地誌である「甲斐叢記（かいそうき）」(1848 年)には、「甲斐八珍果」とい

われる甲斐国で産出されたブドウやモモ、カキなどの様々な果実が描かれており、既に

この時期から多様な品目の果樹が栽培されていたことがわかります。 

多様な果樹栽培は、その後も自然環境や社会経済環境の変化に適応しながら現在ま

で継続されており、勝沼では、ブドウのほか、モモ、スモモなどが栽培されています。 

果樹は換金作物として古くから栽培され、江戸時代に徳川家康により甲州街道（旧道

20 号線）が整備されたことにより、生産された果実は江戸に送らました。明治までの

輸送手段は人馬であったため、輸送可能な果実の量は極めて少なく、輸送時間も東京

（江戸）まで数日かかったことから、輸送性の低い果実が生産できる量は限定されてい

ました。 

江戸時代(1603～1868 年)から明治時代(1868～1912 年)初期の主要な農産物は、水

利に恵まれた一部の地域では米麦、最も多かったのは養蚕で、国も養蚕業を振興し山梨

県においても重要な産業であったことや、米麦の栽培に適さない傾斜地や土壌条件の

悪い場所、水利の乏しい場所でも蚕の餌となる桑は栽培できたことから、扇状地の農地

の多くは桑園でした。 

 

『甲斐叢記』より八珍果の図 

（八珍果：ブドウ、モモ、カキ、リンゴ、ナシ、クリ、ザクロ、ギンナンまたはクルミ） 

出典）山梨県立図書館 
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当時の養蚕の依存度が高い養蚕専業の単一経営は、不況に見舞われると農家の生計ば

かりでなく地域経済も根底から覆され、破綻を来すこともしばしば起き、明治から第二次

世界大戦後にかけては何度かの養蚕不況が起き、その度に農家生活は困窮を極め、これが

養蚕から果樹への転換の契機となりました。 

 

（６）勝沼の祭事等 

① 藤切会式大祭（平成 25 年に国の選択無形民俗文化財に指定） 

修験道系の祭典ですが、１つの祭典の中に仏事から神事までの流れが明確に残って

おり、神仏分離令（明治元年）、修験道禁止令（明治 5 年）の苦難を乗り越えて現代ま

で続く非常に貴重な神仏習合期の祭典です。 

世界宗教と民族宗教が共存できた例は日本と中国の一部にしか確認されていません

ので世界的にみても非常に珍しい祭典といえます。 

【藤切会式の内容】 

藤切会式は、千三百年前、修験道の開祖役小角（役行者）が、三十年間山に篭り苦行

をし、法力を得て人々を救うと同時に、大蛇を退治し地域の人々を災厄から救った故事

に習い、役小角の徳を慕い、その御利益にあずかろうと１３００年前から伝わるお祭り

です。 

高さ 3 間半もある御神木から七尋半の大蛇を形どった藤の根を切り落とし、藤蔓は、

果実豊作、開運成就、魔除けに効験あり(「破邪顕正の守護藤」)とされ、今日でも人々

は競って奪い合い、家内安全の守りとしています。 
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② 鳥居焼まつり 

鳥居焼きは、柏尾山大善寺の盆送り火として、また、ブドウなどの農作物から害虫を

駆除し豊作を祈願する「虫送り」としても受け継がれてきました。 

鳥居焼の起源は、仁和 4 年(888 年)、大善寺ご開帳の際の本尊として「丈六不動尊画

像」が、巨勢金岡（このせまなおか）により画かれた頃から始まったとも考えられてい

ます。 

安永 5 年(1776 年)7 月 15 日には、夜鳥居の火を取り逃がし、山に移り大騒ぎとな

った記録なども残されています。 

明治元年になると甲府盆地各地の送り火のお祭りは、排仏毀釈の流れのなかで一斉

に取りやめとなりましたが、勝沼では明治期に修験道とともに復活しました。 

【近年の鳥居焼】 

その後、昭和初年にぶどう祭りとして行われ、昭和 29 年の勝沼町誕生以降は町制祭

の記念事業として勝沼町あげての祭りとして継続し、今日まで続けられています。 

現在では、「甲州市かつぬまぶどうまつり」として、毎年祭り前に護摩木を鳥居の形

に積み上げる作業を地元中学生や多くのボランティアの方々の協力により行っていま

す。 

 

    
    

 

 

 



10 
 

７ 勝沼町のワイン産業 

（１）ワイン醸造の歴史 

1877 年（明治 10 年）東八代郡祝村下岩崎（現甲州市勝沼町）の内田作右衛門、雨宮

彦兵衛、土屋勝右衛門、宮崎市左衛門らが発起人になって「大日本山梨葡萄酒会社」（通

称 祝村葡萄酒会社）を設立しました。 

同年ワインの本場フランスへ醸造技術と施設の修得のため、２名の若者、高野正誠、土

屋竜憲を派遣し、ワイン醸造以外に、ブドウの剪定、挿し木法、接ぎ木法、収量調節、収

穫法ブドウの品種などについて習得し、明治 12 年に帰国しました。 

両名の帰国後、本格的なワイン醸造が勝沼の地で始まりました。ある程度の水準に達し

たワインが生産されるようになったのは明治 30 年代でした。 

明治期には農家が比較的容易に酒造免許を取得し葡萄酒製造を行うことができたため、

峡東地域では、醸造を行う農家個人やグループが千以上ありました。 

農家個人や数人のグループ又は団体が醸造規模を大きくした共同醸造組合（ブロック

醸造）を設立し、全国でも類を見ない多くのワイン醸造所となりました。 

現在では、ワイナリーの統合や集約が進み、勝沼町には大小 34のワイナリーが存在し、

日本一のワイン産地を形成しています。 

ブロック醸造については、統合・集約が進みましたが、一部の地域ではブロック醸造が

続けられており、農家は自園のブドウを持ち寄り共同でワイン醸造を行い、特有のワイン

文化を継承しています。 

また、勝沼町では、1979 年（昭和 54 年）に「勝沼町原産地認証ワイン制度」を制定し

ました。この制度は、糖度 18 度以上の勝沼町産ブドウを使用し、町の認証ワイン審査会

に合格したものだけが認証されるもので、財産であるワイン産業の活性化を促すことに

大いに貢献しました。この条例は、現在の甲州市原産地呼称ワイン認証制度へと引き継が

れています。 
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（２）ワイン文化 

ワインの醸造が始まった明治の頃は、清酒は高価なものであったため、ブドウ農家は

醸造免許を取得し、自家用で飲むワインを醸造していました。 

その後、国からの指示や酒税法の改正により、農家個人や数人のグループが醸造規模

を大きくした共同醸造組合（ブロック醸造）を経て現在に至ります。 

現在も地域特有のワイン文化が残っており、「ワイン」のことを、親しみを込め「葡

萄酒」と呼んでいます。 

かつては勝沼の冠婚葬祭に出るお酒は全て葡萄酒で、一升瓶の葡萄酒をケース単位

で購入し、それを四合瓶（720ml 瓶）に移しかえ、湯飲み茶碗で振る舞いました。お

酒が飲めない人や子供たちは、一升瓶の「葡萄液（ぶどうえき）」というブドウ果汁を

飲んでいました。 

       

神棚などにワインを供える独特な風習は現在も続き、ワインは峡東地域に文化とし

て定着しています。 

甲州市では、「甲州市甲州ワインによる乾杯の促進等普及促進に関する条例」を定め

10 月 10 日を「ワインの日」とし、様々な普及啓発活動を実施しています。 

現在山梨県は、日本国内で生産されたブドウを 100％使用して国内で醸造されたワイ

ンである「日本ワイン」の生産量は日本一です 

また、1976 年（昭和 51）9 月 18 日には、フランスでも最高のワイン銘嬢地ブルゴ

ーニュのボーヌ市と姉妹都市となりました。ワインを通じた交流はもちろん、スポーツ

や文化交友を進め、現在では市内の中学生がボーヌ市を訪問するなど、ワインを核とし

た友好都市交流を進めています。 
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８ 果実の文化、果実加工と６次産業化 

勝沼町では、多くの方がブドウ、モモなどの果実をお盆や正月の神棚へ供えています。ま

た、親しい人や親戚等への進物やお礼の品として使うなど、果実は大切で価値のあるものと

して日常生活の中で文化として定着しています。 

果実の加工品については、江戸時代後期、甲州街道の勝沼宿では、干ぶどう、ぶどう漬、

ぶどう膏（こう）といったブドウの加工品が作られ甲斐国の名物として売られていた記録が

あります。 

現在、市場へ出荷できない余剰な果実（傷、変形、着色不良など）は、自家消費のほか知

人に分けるなどされていますが、果実を長く保存する工夫として、古くからビン詰めやジャ

ムなどへの加工が行われてきました。特に甲州ブドウを砂糖で包んだ「月の雫」は、江戸時

代後半から甲州土産として多くに方々に親しまれています。 

果実加工品は、地域の農産物の少ない冬から春に、親戚や知人への手土産として使われ、

農家の現金支出を防ぐ役割もあり、果実加工は峡東地域の果樹農家の多くが行う代表的な

食文化となっています。 

長い間加工品づくりが行われたことで、次第に加工技術なども工夫され、加工品の評価も

次第に高まり、農産物直売所や観光客が訪れる地域のイベント等で販売され非常に好評で、

販売量も増加しています。 

余剰果実を利用した加工品づくりの文化が販売収入に結び付き、生産･加工・販売（観光

消費を含む）を一体的に行う６次産業化が活発になっています。 

現在も果実を利用した多くの加工品が誕生しており、６次産業化の更なる進展により、農

家や観光農園などの収入増加が期待されています。 
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９ 果実の観光利用と直売 

（１）観光果実園の歴史 

勝沼町における観光農業は、江戸時代として栄えた勝沼宿で往来する旅人に対し、特産

のブドウや加工品等を販売したことがその始まりといわれています。 

戯作者 仮名垣魯文（かながきろぶん）作、一光斎芳盛（いっこうさいよしもり）画に

よる道中記「身延参詣 甲州道中膝栗毛 勝沼の図」（1857(安政 4 )年）には、身延参詣に

向かう途中、甲州道中勝沼宿のぶどう棚の下で憩う弥次郎兵衛と北八、その二人に名物の

ぶどうを売ろうとする女性、三人の丁々発止（ちょうちょうはっし）のやりとりがおもし

ろおかしく描かれています。とくにブドウの食べ方を「ぶどうはくうじゃねえずら、すう

ずら」表現しており、今のその食べ方が伝承されています。 

  

現在の観光ブドウ園の原形となる「ブドウ見学」は、1894(明治 27)年に甲州市の「宮

光園」（みやこうえん）で始まったといわれます。 

1903(明治 36)年、八王子～甲府間の鉄道（中央本線）開通し輸送力が飛躍的に向上し

たばかりでなく、鉄道を使って観光客（団体）を誘致する観光事業が開始し 1958(昭和 33)

年の国道 20 号線笹子トンネルの開通を契機に主要幹線道路を中心に多くの観光果実園

が開園しました。 
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「身延参詣 甲州道中膝栗毛 勝沼の図」 
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歌川広重（三代）1877(明治 10 年) 出典)山梨県立博物館 

 

宮光園 大正時代 
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（２）現在の観光果実園 

【観光果実園と果実の直売】 

甲州市勝沼町を含む峡東地域での果実の観光利用（観光果実園）は、ブドウを中心に、

モモ、スモモ等の作目で営まれており、観光果実園を経営する農家数は 334 戸、2015(平

成 27 年)の年間来園者数は 125 万人、消費額は 26 億円を超えるなど峡東地域の独特の産

業となっています。 

また、 観光果実園における果実のもぎ取りや収穫体験に加え、 峡東地域の果樹園地帯

と周囲の里山の景観は、 地域の貴重な観光資源となり、 都市住民と農家の交流の場とし

て、 更には農業や自然・文化に触れ合う場に深化してきています。 

果実の直売については、農業協同組合（以下「ＪＡ」という。）などが農産物直売所を

22 カ所開設しており、 地元住民や観光客が新鮮な果実やその加工品を購入できる人気の

立ち寄り先となっています。こうした直売所での販売額は年間約 12 億円、利用者数も 90

万人を超えるなど農家収入の向上や地域の活性化に大きく貢献しています。 

 

 

１０ ブドウの栽培方法 

（１）手作業での伝統的できめ細かい管理による高品質化 

果実を生で食す日本独特の古くからの食文化、また、食味はもちろん、外観が美しく大

きいことなどを求める日本人の嗜好を背景に、このような品質の果実を生産するため手

作業によるきめ細かな栽培管理が行われてきました。 

この管理技術は、 機械化などによる大幅な省力化は困難で、 手作業で芸術品を作るか

のようにひとつひとつの果実を管理しています。 

   ブドウやモモなどの品目、 品種特性に応じた管理技術で生産された果実は国内でも

食味、大きさや外観ともトップレベルの水準であり、海外にも輸出され高い評価を受けて

います。 
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（２） ブドウの管理技術 （疎植・大木仕立て等） 

「甲州」 をはじめ、多くのブドウ品種は、降水量の多い日本では若木のうちは樹勢が

旺盛で実がつきにくい性質があり、結実までに多くの年月を要します。 

このため、 ブドウの木を疎植にし、樹をのびのびと大きく育て、樹勢をコントロール

する整枝（せいし）・剪定方法が、棚栽培と組み合わされ確立し、我が国におけるブドウ

栽培の基礎的技術として全国に普及しています。 

10a 当たりの植栽本数は、5∼10 本程度であり、密植・垣根仕立ての世界のブドウ栽培

と比較すると 1/10 以下となっています。 

中でも 「Ｘ字型整枝」 と呼ばれている整枝・剪定技術は、 ブドウの樹を早期に拡大

し、 高品質な果実を安定的に生産するため、 勝沼町の篤農家でブドウ研究家の土屋長男

氏が 1950 年頃に考案したもので、現在、我が国のブドウ栽培法の基礎となっています。

こうした伝統的技術により、高品質な果実を生産するため、 年間を通じてきめ細かな栽

培管理が行われています。 

冬季に行う剪定作業は、 樹の勢力を最も良い状態にコントロールするためのものであ

り、 品種や樹の勢いなどに応じ、剪定の程度を変えて行われています。 

春以降、 ブドウの本格的な生育期には、食味や着色を向上させるため、房の数を 2/3 ∼

1/2 以下まで段階的に減らしながら、果房の整形（房づくり） と果粒数の調整（摘粒（て

きりゅう））を一房ずつ丁寧な手作業で行い、病害虫や雨水・降雹などから果実を保護す

るため傘かけ・袋かけをして 収穫期を迎えます。 
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で行う必要があることから、 
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