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第２章 ニホンナシにおけるいや地現象について 

 
第１節 いや地現象の発生と原因 
 
１．緒言 
改植した幼木は，生育が不良となることが多く，その原

因としていや地現象の発生が疑われている．いや地現象は，

モモ（水谷ら，1977）やウメ（大江ら，2002），イチジ

ク（細見・内山，1998），リンゴ（熊代・山本，1992）
など多くの果樹で発生が認められている．その発生原因と

しては，モモ（水谷ら，1977）やウメ（大江ら，2002）
では前作樹の根に由来する青酸配糖体が挙げられ，改植し

た幼木の生育を阻害していることが明らかになっている．  

しかし，ニホンナシにおいては，後作の幼木でどの程度い

や地現象が発生するのか，またその原因について実験的に

明らかにした報告はない．そこで本節では，ニホンナシに

おけるいや地現象の発生やその原因を明らかにすること

を目的に試験を実施した． 
 
２．材料および方法 
（1）いや地現象の再現と植付距離が定植した幼木の生育

に及ぼす影響 
1）処理区の設定 
千葉県農林総合研究センター内のニホンナシ改植圃場

（腐植質普通黒ボク土）において試験を実施した．2005
年11月に，7m×7mの間隔で植栽された43年生の「幸水」

4樹をバックホーで抜根し，その跡地に連作土区を4区設け

た．連作土区は，土壌が移動しない様に上層部の太根を，

主幹を中心に2m四方の範囲で取り除いた後に埋め戻した．

同時期に，同一圃場内のニホンナシ栽培跡地（1997年お

よび2001年にバックホーで抜根後，放置）において7m×

7mの間隔で4m四方，深さ1mの大きさで土壌を除去し，

新土区を2区設けた．新土区は，土壌を除去した跡地に，

果樹未植栽圃場から採取した黒ボク土を客土した．同年12

月に，「幸水」または「あきづき」の1年生苗木（ホクシ

マメナシ台）を品種別に連作土区に2区ずつ，新土区に1
区ずつ定植した．供試樹数は，連作土区では前作樹主幹位

置からの距離（以下植付距離とする）が0mに1樹，1.4mに

4樹，2.0mに4樹，2.8mに4樹，3.2mに8樹，4.2mに4樹と

した（第1図）．新土区では同様に0mに1樹，1.4mに4樹
としたが，全ての樹を客土した4m四方の範囲内に定植し

たため，新土区の生育データは距離に関わらず5樹の平均

値として求めた（第2図）．植え穴は，土壌が移動しないよ

うに直径40cm，深さ40cmに掘り，定植直後にフルアジナム

（商品名フロンサイドＳＣ）500倍液を1樹当たり5Lかん

注した．定植後の栽培は慣行とし，1年目のせん定は新梢

を半分の長さに切除した． 
2）調査項目 
供試樹の生育量は，2007年11月に，樹を接ぎ木部で切

断後に地上部生体重を測定した． 
土壌の化学性および硬度は，植付距離で生育に差が見ら

れた「あきづき」を植栽した連作土区および新土区におい

て，2007年11月に調査した．土壌の化学性は，各供試樹

の主幹から20cm離れた深さ20～40cmの土壌を4か所ずつ

オーガで採取し，植付距離別に混合して測定した．pHは

ガラス電極法，無機態窒素は10％塩化カリウム抽出法，可

給態リン酸はトルオーグ法，交換性陽イオンはショーレン

ベルガー法，マンガンは0.2％ハイドロキノン含有酢安抽

出法，亜鉛と銅は0.1N塩酸抽出法，ホウ素はオートクレ

ーブ抽出法で分析した．土壌硬度は，貫入抵抗式土壌硬度

計（コーン：頂角30°，底面積2cm2）を用いて，各供試

樹の主幹から20cm離れた部分を4か所，深さ50cmまで

10cm間隔で測定し，植付距離別に平均値を求めた． 

 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第1図 連作土区の苗木定植位置               第2図 新土区の苗木定植位置 
注）●は前作樹主幹位置からの距離：0m，△：1.4m，     注1）●は前作樹主幹位置からの距離：0m，△：1.4m 
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（2）改植時のダゾメット処理が定植した幼木の生育に及

ぼす影響 
1）処理区の設定 
千葉県農林総合研究センター内のニホンナシ改植圃場

と新植圃場（いずれも腐植質普通黒ボク土）で実施した．

2005年11月に，改植圃場では，7m×7mの間隔で植栽さ

れた43年生の「幸水」4樹について主幹を中心に4m四方，

深さ1mの大きさにバックホーで抜根して土壌改良を行っ

た．新植圃場では，7m×7mの間隔で4m四方，深さ1mの

大きさで土壌改良を行った．土壌改良は，両圃場とも埋め

戻す際にバーク堆肥120kg，苦土石灰8kg，BM熔りん8kg
を，深さ30cm，60cm，100cmの3層に分けて施用した． 
試験は，両圃場にダゾメット処理区（以下処理区とする）

と無処理区を設け，各区3樹2反復とした．処理区では，土

壌改良時に，土壌微生物に対して殺菌効果があるダゾメッ

ト（商品名ダゾメット微粒剤）を深さ30cmと60cmの2層
にそれぞれ50g/m2処理し，1か月間ビニルフィルムで被覆

後，耕耘を行ってガス抜きした．2005年12月に，「幸水」

の1年生苗木（ホクシマメナシ台）を，各区とも1.4m間隔

で定植した．定植後の栽培は慣行とし，1年目のせん定は1
年生枝を半分の長さに切除した． 
2）調査項目 
供試樹の生育量は，2007年11月に，1区当たり2樹を接

ぎ木部で切断後に地上部生体重を測定した．土壌の化学性

は，各供試樹の主幹から20cm離れた深さ20～40cmの土壌

を3か所ずつオーガで採取し，1区ごとに混合したサンプル

を試験1と同様の手法で分析した． 
 
 
 
 
 

３．結果 
（1）いや地現象の再現と植付距離が定植した幼木の生育

に及ぼす影響 
新土区の地上部生体重の平均は「幸水」が3.7kg，「あ

きづき」が4.4kgで，両品種ともに連作土区の幼木の地上

部生体重に比べ重かった（第3図，第4図）．それぞれの新

土区を100とした比数は，連作土区の「幸水」が53～64，
「あきづき」が25～68であった． 
一方，連作土区の「幸水」は，植付距離別に平均した地

上部生体重が2.0～2.4kgで，植付距離による有意な差は認

められなかった（第3図，写真3）．これに対し，連作土区

の「あきづき」は，植付距離別に平均した地上部生体重が

1.1～3.0kgで，植付距離が近くなるほど生体重が有意に軽

かった（第4図，写真4）． 
「あきづき」を植栽した連作土区の土壌硬度は570～1035

kPa/cm2で，植付距離や土壌の深さによる一定の傾向は見

られなかった（第1表）．また，「あきづき」を植栽した

新土区の土壌硬度は647～824kPa/cm2で，連作土区に定植

した「あきづき」の土壌硬度と違いは見られなかった． 
「あきづき」を植栽した連作土区の植付距離別に採取し

た土壌の化学性を第2表に示した．pHが6.7～6.8，無機態

窒素が1.8～2.3mg/100g，可給態リン酸が2.2～3.2mg/100g
で，距離による差は見られなかった．交換性陽イオンは，

交換性カルシウムが465～542mg/100g，交換性マグネシ

ウムが78～101mg/100g，交換性カリウムが71～83mg/100g
で，距離によって差があるものの一定の傾向は見られなか

った．微量要素は，マンガンが140～208ppm，ホウ素が0.9
～1.3ppm，亜鉛が26～42ppm，銅が7.9～9.5ppmで距離

によって差があるものの一定の傾向は見られなかった．ま

た，「あきづき」を植栽した新土区の土壌の化学性は，連

作土区と比べマンガンや亜鉛，銅が低いものの、その他の

項目にはほとんど違いは見られなかった（第2表）． 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第3図 新土区および前作樹主幹位置からの距離別に定植した   写真3 前作樹主幹位置からの距離別に定植した連

連作土区における「幸水」の地上部生体重            作土区における「幸水」の生育 
注1）前作樹は 43 年生の「幸水」 

2）定植は 2005 年 12 月，栽培終了は 2007 年 11 月 
3）連作土区は 2 反復，新土区は反復なし 
4）数値は新土区を 100 とした比
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第 4 図 新土区および前作樹主幹位置からの距離別に定植し    写真 4 前作樹主幹位置からの距離別に定植した 

た連作土区における「あきづき」の地上部生体重         連作土区における「あきづき」の生育 
注 1）前作樹は 43 年生の「幸水」           

2）定植は 2005 年 12 月，栽培終了は 2007 年 11 月 
3）連作土区は 2 反復，新土区は反復なし        
4）数値は新土区を 100 とした比数      
5）異符号の値には Tukey の多重比較法により 5％ 

水準の有意差がある 
 

 
第 1 表 「あきづき」を定植した試験区における栽培試験終了時の前作樹主幹位置からの 

距離別の土壌硬度 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

注1）2005 年 12 月に定植，2007 年 11 月に栽培終了 
2）前作樹主幹位置から距離別に，供試樹の主幹から 20cm 離れた部分を 4 か所，土壌硬度計を 

用いて測定し，距離別に平均 
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第 2 表  「あきづき」を定植した試験区における栽培試験終了時の前作樹主幹位置 
からの距離別の土壌化学性 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）2005 年 12 月に定植，2007 年 11 月に栽培終了 
2）前作樹主幹位置から距離別に，供試樹の主幹から 20cm 離れた位置の 

4 か所から深さ 20～40cm の土壌を距離別に混合し測定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
第5図 改植および新植圃場における改植時のダゾメット処理が 

定植した苗木の地上部生体重に及ぼす影響 
注1）前作樹は43年生の「幸水」       

2）定植は2005年12月，栽培終了は2007年11月 
3）試験区は2反復    
4）数値はそれぞれの無処理区を100とした比数   

 
第3表 改植時にダゾメット処理を行った栽培試験の終了時における土壌化学性 

 
 
 
 
 
 
 

注1）2005年12月に定植，2007年11月に栽培終了 
2）供試樹の主幹から20cm離れた位置の4か所から深さ20～40cmの土壌をオーガで採取し， 

処理区ごとに混合したサンプルを測定 

pH 無機態窒素 可給態リン酸

（H2O） （mg/100g） （mg/100g） CaO K2O
0 6.7 2.3 2.9 465 89 74

1.4 6.8 2.0 2.7 482 92 83
2.0 6.8 2.1 2.7 468 78 71
2.8 6.8 1.8 3.2 542 100 76
3.2 6.8 2.1 2.2 520 101 79
4.2 6.8 1.9 2.2 485 92 81

新土区 6.6 2.9 3.0 501 87 79

交換性陽イオン（mg/100g）前作樹主幹位置か
らの距離（m） MgO

B Zn Cu
（ppm） （ppm） （ppm）

0 193 1.0 32 9.5
1.4 169 0.9 26 9.5
2.0 140 1.1 28 9.2
2.8 193 1.2 33 8.1
3.2 199 1.3 36 7.9
4.2 208 1.0 42 9.0

新土区 87 0.9 15 5.8
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（2）改植時のダゾメット処理が定植した幼木の生育に及

ぼす影響  
改植圃場における地上部生体重は，処理区が2.7kg，無

処理区が2.5kgであった（第5図）．新植圃場における地上

部生体重は，処理区が4.8kg，無処理区が4.3kgであった．

それぞれの無処理区を100とした比数は，改植圃場の処理

区では108，新植圃場では112で，ダゾメット処理による

違いは見られなかった．また，ダゾメット処理の有無にか

かわらず，改植圃場の幼木の地上部生体重は，新植圃場の

幼木に比べ軽く，ダゾメット処理による違いよりも大きかった． 
栽培終了時の土壌の化学性を第3表に示した．pHは5.9

～6.2，無機態窒素が2.9～6.4mg/100g，可給態リン酸が1.2
～6.0mg/100gで，圃場による差やダゾメット処理の有無

による差は見られなかった．交換性カルシウムは，改植圃

場では319～329mg/100g，新植圃場では171～189mg/100g
で，交換性マグネシウムは，改植圃場では61～67mg/100g，
新植圃場では10～11mg/100gで，処理による差は見られな

かったが，圃場による差は見られた．交換性カリウムは65
～78mg/100gで，ニホンナシの植栽や処理の有無による差

は見られなかった． 
 
４．考察 
 果樹の中でいや地現象が発生しやすいとされるモモに

おいては，栽培跡地土壌の幼木の生育が新土に比べ32～68％
になると報告されている（平野・森岡，1971）．一方，

ニホンナシでもいや地現象が発生すると言われてきたが，

ニホンナシ栽培跡地の圃場におけるいや地現象発生の有

無や程度，原因については明らかになっていない．本試験

では，43年生の「幸水」栽培跡地に定植した連作土区の1
年生苗木の地上部生体重は，同一圃場内の新土区に比べ

「幸水」が53～64％，「あきづき」が25～68％となり著

しく生育が劣った．改植した幼木の生育は，モモと同程度

に阻害されていることから，ニホンナシにおいてもいや地

現象が発生することが明らかになった． 
 また，「あきづき」では植付距離が近いほど有意に生育

が抑制されたが，「幸水」では植付距離によって生育に差

が見られなかった．この結果から，ニホンナシにおいては

品種によっていや地現象の発生程度に差がある可能性が

ある．これまでにいや地現象の発生程度に品種間差異があ

るという知見はないが，いや地現象を回避する対策を講じ

る上でその確認は重要と考えられるため，今後更に検討し

たい． 
 いや地現象が発生する原因として，土壌物理性の悪化や

養分消耗による土壌化学性のアンバランス化，土壌生物の

関与が挙げられる（佐藤ら，1991）．本試験では，「あきづき」

を植栽した連作土区および新土区において，栽培終了後の

土壌の硬度，化学性を調査した．その結果，植付距離で生

育差が顕著であった連作土区の土壌硬度は，もっとも硬い

地点でも1035kPa/cm2であり，千葉県の火山灰土における

物理性診断基準（千葉県，2006）におけるニホンナシの

土壌硬度の改善目標である1471kPa/cm2以下であった．ま

た，幼木の生育が優れた新土区の土壌硬度は，生育が劣っ

た連作土区と比べ違いが見られなかった．これらのことか

ら，「あきづき」を定植した連作土区および新土区の土壌

硬度はいや地現象を引き起こす原因ではないと考えられ

る． 
土壌の化学性は，植付距離で生育差が顕著であった連作

土区では距離による差で一定の傾向が見られなかった．ま

た，新土区ではマンガンおよび亜鉛，銅以外の項目が連作

土区と同程度であったが，定植した幼木の地上部生体重は

重かった． 
さらに，ダゾメットを用いた試験では，新植圃場の交換

性カルシウムおよびマグネシウムが適値とされる値より

も低かったが，定植した幼木の地上部生体重は重かった．

これらのことから，いや地現象の発生に土壌化学性の影響

はないと考えられる． 
  本試験では，「幸水」を抜根した跡地においてダゾメッ

トによる土壌消毒を実施し「幸水」の幼木を定植しても，

無処理区の幼木に比べ地上部生体重に差は見られなかっ

た．また，改植圃場のダゾメット処理区の地上部生体重は，

新植圃場の無処理区に比べ軽かったことから，ダゾメット

処理にいや地現象の発生を防止する効果はないと判断さ

れた．ダゾメットによる土壌消毒の効果が認められなかっ

たことから，いや地現象の発生には土壌病原菌やセンチュ

ウ類の関与は小さいと考えられた．  
 以上の結果から，ニホンナシでは栽培跡地でいや地現象

が発生し，その発生原因として土壌の硬度や化学性，土壌

病害虫の関与は小さいことが明らかになった．いや地現象

の原因として，モモでは前作樹の根に由来する青酸配糖体

が（水谷ら，1977），ウメでは青酸配糖体の分解物の安

息香酸が同定され（大江ら，2002），ともに後作の幼木

の根の呼吸を阻害することが報告されている．ニホンナシ

では，阻害物質の同定には至っていないが，根の水抽出液

をニホンナシの幼木にかん注すると生育が無処理の70％
程度になることが報告されている（平野・森岡，1964）．

これらのことから，ニホンナシにおけるいや地現象の原因

を明らかにするためには前作樹の根から放出される物質

の同定やその影響を明らかにする必要があると考えられ，

この点については今後更に検討したい． 
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第２節 いや地現象発生の品種間差 
 
１．緒言 
改植した幼木は，いや地現象のため活着や初期生育が不

良となることが多い．第2章第1節の結果，ナシの改植圃場

においてはいや地現象が発生し，その発生程度には品種に

よって差があることが示唆された．これまでにいや地現象

の発生程度に品種間差異があるという知見はないが，いや

地現象を軽減する対策を講じる上でその確認は重要と考

えられる．そこで，本節では「幸水」を抜根した跡地土壌

をポットに充填し，「幸水」，「豊水」，「新高」および

「あきづき」を定植して，いや地現象発生の品種間差を明

らかにした． 
 
２．材料および方法 
（1）処理区の設定 
千葉県農林総合研究センターの圃場で実施した．処理区

は，連作土区と新土区をそれぞれ品種ごとに5反復設けた．

連作土区は，2012年10月に「幸水」（18年生）を5樹抜根

し，主幹部を中心に2ｍ四方，深さ60cmの範囲で跡地土壌

を採取し混和後，ポット（容積22.5L）に充填した（以下，

連作土区とする）．同様に，果樹未植栽圃場（野菜類の栽

培圃場，腐植質普通黒ボク土）から採取した土壌をポット

に充填した（以下，新土区とする）． 
2013年3月に，「幸水」，「豊水」，「新高」および

「あきづき」の1年生苗木（ホクシマメナシ台）をそれぞ

れ定植した．定植直後にフルアジナム500倍液を2Ｌ/樹か

ん注した．施肥は硫加燐安(窒素:リン酸:加里=15:15:15)
200g/樹を5月および9月の2回に分けて土壌表面に散布した．

かん水は主幹部から10cm離した位置にノズルを設置し，土

壌が乾燥しない程度に毎日行った．立木仕立てとし，摘心

などの新梢管理は行わなかった．  

（2）調査項目 
2013年11月に，30cm以上の新梢について，その発生本

数，長さおよび基部から10cm上部の節間の直径（基部径）

を測定した．主幹径は，接ぎ木部から10cm上部の主幹の

直径を測定した．幼木を掘り上げて，新梢，旧枝（主幹部

を含む）および地際より下の根部に分けて，生体重を測定

した．  
新梢の長さと基部径および生体重については，樹ごとの

平均値をデータとして用い，品種ごとにｔ検定を行った． 
 
３．結果 
新梢の長さは「幸水」の連作土区では60.6cmで新土区

の67.4％で，「豊水」の連作区では90.3cmで新土区の82.3％
で，「あきづき」の連作土区では63.5cmで新土区の60.4％
で，「新高」の連作土区では61.0cmで新土区の72.1％で

有意に短かった（第4表）．1樹当たりの総伸長量は「幸水」

および「あきづき」の連作土区が2.4mおよび2.1mで，そ

れぞれの新土区の64.9％および53.8％と有意に短かった．

基部径は「豊水」の連作区では9.0mmで新土区の85.7％で，

「あきづき」の連作土区では8.7mmで新土区の73.7％で，

「新高」の連作土区では9.2mmで新土区の86.8％で有意に

細かった．発生本数は有意な差が認められなかった． 
主幹径は「豊水」および「あきづき」の連作土区が16.7

mmおよび17.1mmで，それぞれの新土区の81.5％および

83.4％と有意に細かった． 
1樹当たりの生体重は，新梢では「あきづき」の連作土

区では168gで新土区の43.8％と有意に軽かった（第5表）．

旧枝では「あきづき」の連作土区が164gで新土区の67.2％
と有意に軽かった．新梢，旧枝および根部を合計では「あ

きづき」の連作土区が512gで新土区の60.4％と有意に軽か

った．根部では有意な差が認められなかった． 

  
第4表 いや地現象がニホンナシ各品種の新梢および主幹径の生育に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）連作土は「幸水」18年生の跡地から，新土はナシ未植栽圃場から採取し， 
各区5反復 

2）それぞれの新土区を基準として*は5％水準で，**は1％水準で有意（ｔ検定）  
 
 
 

発生本数

（本／樹）

連作土区 4.2 60.6 **2） 2.4 * 8.5 21.2
新土区 4.2 89.9 3.7 9.9 21.6
連作土区 3.4 90.3 * 3.1 9.0 * 16.7 *

新土区 4.2 109.6 4.5 10.5 20.5
連作土区 3.4 63.5 ** 2.1 ** 8.7 ** 17.1 **

新土区 3.8 105.1 3.9 11.8 20.5
連作土区 4.2 61.0 * 2.5 9.2 * 20.8
新土区 3.4 84.1 2.9 10.6 20.2

新梢

（cm）

長さ 基部径

あきづき

新高

幸水

豊水

主幹径

（mm）（mm）

総伸長量

（m／樹）

品種 処理区注1）
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第5表 いや地現象がニホンナシ各品種の生体重に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）連作土は「幸水」18年生の跡地から，新土はナシ未植栽圃場から採取し， 
各区5反復 

2）それぞれの新土区を基準として**は1％水準で有意（ｔ検定）  
 
４．考察 
第1章第1節において「幸水」栽培跡地（連作土）に定植

した1年生苗木の地上部生体重は，同一圃場内の新土区に

比べ「幸水」が53～64％，「あきづき」が25～68％であ

った．「あきづき」では，「幸水」と比べいや地現象によ

る影響が強く見られたことから，ニホンナシにおいては品

種間にいや地現象の発生程度に差がある可能性が示唆さ

れた．そこで，本節ではポットに連作土を充填し，「幸水」，

「豊水」，「新高」および「あきづき」の1年生苗木での

いや地現象の発生程度を比較した．その結果，「あきづき」

の連作土区は，新土区と比べ，新梢生育では長さが60.4％
と短く，総伸長量が53.8％と短く，太さが73.7％と細くな

り，樹全体の生体重が60.4％と軽くなった．「幸水」，「豊水」

および「新高」では，それぞれの新土区と比べ，連作土区

の新梢の長さが67.4～82.3％と短くなり，「幸水」では総

伸長量が64.9％と短くなり，「豊水」で新梢の基部径およ

び主幹径がそれぞれ85.7％および81.5％と細くなり，「新高」

では基部径が86.8％と細くなった．これらの3品種でも部

分的にはいや地現象による生育抑制の影響が確認されたが，

生体重には有意な差がないことから，「あきづき」と比べいや

地現象による影響が少ないと考えられた． 
以上のことから，ニホンナシにおけるいや地現象の発生

には品種間差があることが明らかとなり，「あきづき」で

は他の品種と比べて生育抑制が顕著であった．「あきづき」

は，若木で比較すると「豊水」や「新高」よりも樹勢が強

い品種である（壽ら，2002）が，いや地現象が発生する

条件下で栽培すると品種特性が発揮できず，いや地現象の

                         

影響を強く受け生育が抑制されると考えられる．「あきづき」

は果実品質や食味が良好であり，普及が進んでいる品種で

あるが，生産者圃場で定植した苗木が生育不良になること

が多い．その原因の一つとして，本研究で明らかになった

いや地現象による生育抑制があると考えられ，対策を立て

る必要がある．いや地現象を軽減させる方法としては，第

3章で実施した客土を行うことが挙げられ，「あきづき」

のようにいや地現象による生育抑制を強く受ける品種に

は有効と考えられる．また，もう一つの方法としては，い

や地現象の影響を受けにくい品種を中間台として利用す

ることが考えられる．しかし，中間台木の品種の選定や

「あきづき」を穂木として接いだ場合の樹体の生育や果実

の成熟特性など不明な点が多く，今後さらに検討が必要で

ある． 
いや地現象による樹体生育への影響は，本試験で供試し

た4品種がともに，新梢の伸長が抑制されたことに現れて

いる．新梢が短くなったことで葉数が減少し，同化産物や

貯蔵養分が少なくなったと推察される．貯蔵養分の減少は，

新梢の基部径や主幹径の肥大が新土区と比べ細くなった

ことにつながったと考えられる．また，本試験に用いた台

木は，供試した4品種がともにホクシマメナシであるが，

接ぎ穂した品種によって，いや地現象の発生程度が異なっ

た．このことについて，廣田（1990）は，台木が同じで

も接ぎ穂した品種によって根の伸長量や形態が異なり，

「幸水」では根が細く発生量も少ないとしている．このこ

とから，根の生体重をより詳しく調査し，いや地現象が根

部に及ぼしている影響を明らかにする必要がある． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

品種 処理区
注1） 旧枝 根部

連作土区 172 232 304 708
新土区 252 232 280 764
連作土区 184 164 152 500
新土区 312 244 188 744
連作土区 168 **2） 164 ** 180 512 **

新土区 384 244 220 848
連作土区 164 188 412 764
新土区 244 204 356 804

あきづき

新高

幸水

豊水

新梢 合計


