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第３章 ニホンナシ改植における客土のいや地現象軽減効果およびマルチ処理の併用によ 

る幼木の生育促進効果 
 
１．緒言 
改植したニホンナシの幼木は，いや地現象の発生により

生育不良となることが多く，生産者が改植をためらう大き

な要因となっている．いや地現象を軽減する対策について

は，新しい土壌を客土することが有効である（山口，1991）
が，ニホンナシでは改植時の処理量や効果については明ら

かでない．また，ウメでは，いや地現象の対策として活性

炭を施用した結果，改植圃場に定植した幼木で生育が改善

したとの報告がある（大江ら，2010）．活性炭の施用よ

りも簡単な方法として，活性炭を液状にした活性炭フロア

ブル剤の施用が，アスパラガスでは報告されている（元木

ら，2002）． 
また，改植が進まない要因としては，改植してから結実

するまで長期間を要することも大きい．そのため，定植し

た幼木の生育を良好にして，初結実までの期間を短縮し，

成園化を促進する技術が必要である．第4章第3節では，苗

木圃場で2年間育成したニホンナシ大苗を用いた早期成園

化技術について検討し，定植後にポリエチレンフィルムで

主幹を中心に地表面を被覆（以下，マルチ処理）すると，

新梢の生育が良好になり，樹冠拡大が促進されることを明

らかにしている（戸谷ら，2011）． 
そこで，本章ではニホンナシの改植時に客土や活性炭お

よび活性炭フロアブル剤の施用によるいや地現象の軽減

効果を検証した．さらに，改植時の客土とマルチ処理の併

用によるニホンナシ幼木の生育促進効果を検証した． 
 
２．材料および方法 

（1）客土，活性炭および活性炭フロアブル剤の施用によ

るいや地現象軽減効果の検討（試験１） 
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

（千葉県千葉市，腐植質普通黒ボク土）において試験を実

施した．2009年11月に，7m×7mの間隔で植栽された28
年生の「幸水」3樹および32年生の「新高」2樹（それぞ

れ4本主枝折衷式平棚仕立て）の計5樹を伐採し，主幹を中

心に縦横1.5m，深さ60cmの範囲で根を取り除いた後に，

上下層が混和されないように元通りに埋め戻した．それぞ

れの主幹位置を中心に1.5m離れた円周上に等間隔で縦横

1m，深さ60cmの穴を1樹当たり4か所掘り上げ，各々を客

土区，活性炭区，フロアブル区および無処理区に用いて各

区5反復とした．客土区は，同センター内のニホンナシ未

植栽圃場（野菜類の栽培圃場，腐植質普通黒ボク土）の土

壌600Ｌ/穴で埋め戻した．活性炭区は，活性炭（味の素フ

ァインテクノ）8.5kg/穴（体積比2.8％）を掘り上げた土

壌に混和して埋め戻した．フロアブル区および無処理区は，

掘り上げた土壌で埋め戻した．埋め戻しの際に，すべての

区に苦土石灰800g/穴，BM115熔りん500g/穴，微量要素

入り硫酸苦土（苦土:マンガン:ホウ素=15:0.5:0.2）320g/
穴を，また活性炭区以外の処理区においてはバーク堆肥20
Ｌ/穴を深さ30cmと60cmの2層に分けて施用した． 

2010年1月に，土壌が移動しないように縦横40cm，深

さ40cmの植え穴を掘り，「幸水」の1年生苗木（ホクシマ

メナシ台）を定植した．定植直後，フロアブル区は活性炭

フロアブル剤（活性炭の水分散液で活性炭含有率20％，大

塚アグリテクノ）を水で100倍に希釈したもの20Ｌ/穴を，

フロアブル区以外の処理区は水を20Ｌ/穴をかん注した．  
ニホンナシ樹の仕立ては4本主枝折衷式平棚仕立てとし，

2010年は5～6葉展葉した時期に主枝となる4本以外の新

梢を残して先端を摘心し，その後発生した新梢も5～6葉残

して先端を適宜摘心した．せん定は，高い位置から発生し

た生育が強い主枝を20％程度と弱く，低い位置から発生し

た生育が弱い主枝を50％程度と強くせん除した．施肥やか

ん水などの栽培管理は常法に準じて行った．2011年は，5
～6葉展葉した時期に，主枝および側枝として使用する新

梢を残して先端を摘心し，その後発生した新梢も主枝およ

び側枝に使用しないものは5～6葉残して先端を適宜摘心

した． 
2）土壌分析 
客土に用いた土壌と試験圃場の土壌を2009年11月に採

取し，化学性を分析した．客土については無作為に3か所

から，試験圃場については無処理区の処理穴中央部の3か
所の深さ20～40cmから土壌を採取した．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，CECおよび交換性陽イオンはショーレン

ベルガー法で分析した． 
3）調査項目 

2010年の落葉期に，主枝候補として残した新梢につい

て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．2011年の落葉期に，主枝上に発生した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．また，2010
年および2011年の落葉期に，主幹径として，接ぎ木部か

ら10cm上部の主幹の直径を測定した．2011年11月にはせ

ん定前の幼木を掘り上げて，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た．なお，2010年は無処理区で，

2011年は活性炭区およびフロアブル区で，それぞれ1樹が

白紋羽病で枯死したためデータから除外した． 
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（2）客土とマルチ処理の併用による生育促進効果の検討

（試験２） 
1）処理区の設定 
試験は，同センター内のニホンナシ圃場（腐植質普通黒

ボク土）で実施した．2010年11月に，7m×7mの間隔で

植栽された38年生の「幸水」（4本主枝折衷式平棚仕立て）

5樹を伐採し，主幹を中心に縦横1.5m，深さ60cmの範囲

で根を取り除いた後に，上下層が混和されないように元通

りに埋め戻した．それぞれの主幹位置を中心に1.5m離れ

た円周上に縦横1m，深さ60cmの穴を1樹当たり3か所掘り

上げ，各々を客土とマルチ処理の併用区（以下併用区とす

る），客土区および無処理区に用いて各区5反復とした．

併用区および客土区は，試験1と同じニホンナシ未植栽圃

場の土壌（2009年11月に採取後ビニルシートで覆って保存）

600Ｌ/穴で埋め戻した．無処理区は，掘り上げた土壌で埋

め戻した．埋め戻しの際には，すべての区にバーク堆肥，

苦土石灰，BM115熔りんおよび微量要素入り硫酸苦土を

試験1と同様に施用した．2010年12月に，土壌が移動しな

いように縦横40cm，深さ40cmの植え穴を掘り，「幸水」

の1年生苗木（ホクシマメナシ台）を定植した． 
併用区は，2011年4月22日～11月30日および2012年4月

23日～11月30日の期間，ポリエチレンフィルム（厚さ0.02
mm，透明）で地表面を被覆した．客土区および無処理区

は，同期間について稲わらで地表面を被覆した．被覆の範

囲は，すべての区において，2011年が主幹を中心に縦横0.5
m，2012年が縦横1mとした．  
定植後の施肥は，年間の窒素成分量で2011年が100g/樹，

2012年が200g/樹とした．客土区および無処理区は高度複

合ナシ専用（窒素:リン酸:加里=12:14:7，太平物産(株)製）

を用い，年6回に分けて施用した．併用区では，マルチ処

理を行っている期間は施肥が困難なため，その期間の施肥

を省略できる被覆肥料を用いた．すなわち，被覆燐硝安加

里424（窒素:リン酸:加里=14:12:14，溶出期間270日，ジ

ェイカムアグリ(株)製）を用いて，年間窒素成分量の内

70％を被覆時に施用し，残りは高度複合ナシ専用を用いて

被覆前の3月と除去後の12月に施用した．  
ニホンナシの樹の仕立ては4本主枝折衷式平棚仕立てと

し，2011年の新梢摘心やせん定は試験1と同様とした．か

ん水などの栽培管理は常法に準じて行った． 
2）土壌分析 
試験圃場の土壌を，抜根後の2010年11月に試験1と同様

に採取し，化学性を分析した．なお，客土に用いた土壌に

ついては，試験1で得られた分析データを用いた． 
3）調査項目 

2011年の落葉期には，試験1と同様に，主枝候補として

残した新梢について長さと基部径および主幹径を測定し

た．2012年の落葉期には，試験1と同様に，主枝上に発生

した新梢の本数，長さおよび基部径と主幹径を測定した．

2012年11月に主枝のせん定前の長さと旧枝の基部から10
cm上部の節間の直径（基部径）を測定した．その後，せ

ん定前の幼木を堀上げて，試験1と同様に生体重を測定し

た． 
 
３．結果 
（1）客土，活性炭および活性炭フロアブル剤の施用によ

るいや地現象軽減効果の検討（試験１） 
1）定植1年目の生育 
客土した土壌の化学性は，試験圃場の土壌と比べて有意

な差が認められなかった（第6表）． 
新梢の総伸長量は，客土区が6.1m/樹であり，無処理区

の3.4m/樹と比べ有意に大きかった（第7表）．活性炭区お

よびフロアブル区は無処理区と比べ有意な差が認められ

なかった．発生本数は，主枝となる4本以外の新梢を残し

て先端を摘心し，その後発生した新梢も適宜摘心したため，

処理区間に有意な差が認められなかった．長さ，基部径お

よび主幹径は，処理区間に有意な差が認められなかった．

 
 

第6表 客土した土壌と各試験圃場の土壌化学性 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
注1）客土については2009年11月に無作為に3か所から，各試験圃場については2009年11月および 

2010年11月にそれぞれの無処理区の処理穴中央部の3か所の深さ20～40 cmから土壌を採取した 
2）ｔ検定により，客土した土壌と各試験圃場の土壌との間に，nsは有意差がないことを，**は 

1％水準の有意差がある 
 

pＨ 無機態窒素

(mg/100g) CaO K2O
客土した土壌

注1) 6.6 1.5 5.2 490 82.2 58.8

試験ほ場の土壌 6.6 1.9 5.3 411 98.2 65.8

有意性
2) ns ns ns ns ns

客土した土壌 6.6 1.5 5.2 490 82.2 58.8

試験ほ場の土壌 6.6 4.7 12.4 596 98.9 70.6

有意性 ns ns ns ns ns

（me/100g）

CEC可給態
リン酸

(mg/100g) MgO

交換性陽イオン(mg/100g)

ns

** **

試験1

試験2

ns

33.1
31.4

33.1
48.5
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第7表 改植時の処理が定植1年目の「幸水」幼木の新梢生育および主幹径に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）無処理区は4反復，その他の処理区は5反復 
2）Dunnettの多重比較法により，無処理区との間に，nsは有意差がないことを， 

＊は5％水準の有意差がある 
 

第8表 改植時の処理が定植2年目の「幸水」幼木の新梢生育および主幹径に 
及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 

注1）客土区は5反復，その他の処理区は4反復       
2）Dunnettの多重比較法により，無処理区との間にnsは有意差がないことを， 

＊は5％水準の有意差がある 
 

第9表 改植時の処理が定植2年目の「幸水」幼木の生体重に 
及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 

注1）客土区は5反復，その他の処理区は4反復       
2）Dunnettの多重比較法により，無処理区との間にnsは 

有意差がないことを，＊は5％水準の有意差がある 
 
2）定植2年目の生育 
新梢の発生本数は，客土区が15.0本/樹であり，無処理

区の9.3本/樹と比べ有意に多かった（第8表）．活性炭区

およびフロアブル区は無処理区と比べ有意な差が認めら

れなかった．総伸長量は，客土区が16.0m/樹であり，無処

理区の10.9m/樹と比べ有意に大きかった．活性炭区および

フロアブル区は無処理区と比べ有意な差が認められなか

った．長さおよび基部径は，処理区間に有意な差が認めら

れなかった．主幹径は，客土区が43.3mmであり，無処理

区の32.3mmと比べ有意に太かった．活性炭区およびフロ

アブル区は無処理区と比べ有意な差が認められなかった． 

生体重は，新梢では処理区間に有意な差が認められなか

った（第9表）．旧枝では，客土区が2.28kg/樹であり，無

処理区の1.33kg/樹と比べ有意に重かった．活性炭区およ

びフロアブル区は無処理区と比べ有意な差が認められな

かった．根部では，客土区が2.81kg/樹であり，無処理区

の1.56kg/樹と比べ有意に重かった．活性炭区およびフロ

アブル区は無処理区と比べ有意な差が認められなかった．

新梢および旧枝，根部の合計は，客土区が6.74kg/樹であ

り，無処理区の3.96kg/樹と比べ有意に重かった．活性炭

区およびフロアブル区は無処理区と比べ有意な差が認め

られなかった． 

長さ 基部径

（cm） （mm）

客土 15.0 *2) 108.8 16.0 * 12.0 43.3 *

活性炭 12.0 119.0 14.0 12.6 39.0
フロアブル 9.8 104.9 10.3 11.7 33.1
無処理 9.3 118.4 10.9 12.8 32.3

ns ns

発生本数

（本／樹）

総伸長量

（m／樹） （mm）

処理区
注1) 主幹径

新梢

客土 1.66 2.28 *2) 2.81 * 6.74 *

活性炭 1.53 1.78 2.17 5.48
フロアブル 0.97 1.23 1.66 3.85
無処理 1.07 1.33 1.56 3.96

ns

処理区注1)
合計

生体重（kg／樹）

旧枝 根部新梢

発生本数 長さ 基部径

（本／樹） （cm） （mm）

客土 3.8 160.6 6.1 *2) 12.5
活性炭 4.0 111.8 4.5 10.8
フロアブル 3.8 110.6 4.2 10.9
無処理 3.0 112.9 3.4 10.9

ns ns ns ns

26.9
26.0
23.3
23.9

処理区
注1)

（m／樹）

総伸長量

新梢

（mm）

主幹径
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（2）客土とマルチ処理の併用による生育促進効果の検討 
（試験２） 
1）定植1年目の生育 
客土した土壌の化学性は，試験圃場の土壌と比べ可給態

リン酸とCEC以外の項目で有意な差が認められなかった

（第6表）． 
新梢の発生本数は，併用区では4.0本/樹で無処理区の3.2

本/樹と比べ有意に多かったが，客土区では無処理区と比

べ有意な差が認められなかった（第10表）．なお，発生本

数は，主枝となる4本以外の新梢を残して先端を摘心した

が，無処理区では新梢の発生が少なく，目標とする主枝数

を確保できなかった．長さは，併用区および客土区が132.1cm
および112.5cmで，無処理区の65.7cmと比べ有意に長かっ

た．総伸長量は，併用区が5.3m/樹で有意に最も大きく，

次いで客土区が4.2m/樹で無処理区の2.1m/樹と比べ有意

に大きかった．基部径は，併用区が13.1mmで無処理区の

8.4mmと比べ有意に太かったが，客土区では無処理区と

比べ有意な差が認められなかった．主幹径は，併用区が

26.9mmあり，客土区および無処理区の22.9mmおよび19.2
mmと比べ有意に太かった． 

 
 

2）定植2年目の生育 
主枝上の新梢の発生本数は，併用区が17.5本/樹で有意

に最も多く，次いで客土区が12.0本/樹で無処理区の7.2本/
樹と比べ有意に多かった（第11表）．総伸長量は，併用区

が16.3m/樹で有意に最も大きく，次いで客土区が11.5m/
樹で無処理区の5.6m/樹と比べ有意に大きかった．新梢の

長さおよび基部径は，処理区間に有意な差が認められなか

った．主枝長は，併用区および客土区が197.6cmよび167.7
cmであり，無処理区の112.0cmと比べ有意に長かった．主

枝の基部径は，併用区および客土区が18.1mmおよび16.9
mmであり，無処理区の13.4mmと比べ有意に太かった．

主幹径は，併用区および客土区が33.2mmおよび33.0mm
であり，無処理区の27.3mmと比べ有意に太かった． 
生体重は，新梢では併用区および客土区が0.97kg/樹お

よび0.84kg/樹で，無処理区の0.33kg/樹と比べ有意に重か

った（第12表、写真5）．旧枝では，併用区および客土区

が1.79kg/樹および 1.54kg/樹で，無処理区の0.77kg/樹と

比べ有意に重かった．根部では，併用区および客土区が

0.89kg/樹および0.79kg/樹で，無処理区の0.49kg/樹と比べ

有意に重かった．新梢，旧枝および根部の合計では，併用

区および客土区が3.65kg/樹および3.17kg/樹で，無処理区

の1.58kg/樹と比べ有意に重かった． 
 
 

第10表 客土および客土とマルチ処理の併用が定植1年目の「幸水」幼木の 
新梢生育および主幹径に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 

注1）併用区は4反復，その他の処理区は5反復    
2）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11表 客土および客土とマルチ処理の併用が定植2年目の「幸水」幼木の主枝上に発生した新梢生育，主枝生育および

主幹径に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
注1）併用区は4反復，その他の処理区は5反復    

2）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 
 
 
 
 
 

併用 4.0 b2) 132.1 b 5.3 c 13.1 b 26.9 b
客土 3.8 ab 112.5 b 4.2 b 11.3 ab 22.9 a
無処理 3.2 a 65.7 a 2.1 a 8.4 a 19.2 a

長さ

（cm）

基部径

（mm） （mm）

主幹径
処理区注1) 総伸長量

（m／樹）

新梢

発生本数

（本／樹）

併用 17.5 c2) 94.4 a 16.3 c 9.7 a 197.6 b 18.1 b 33.2 b
客土 12.0 b 96.1 a 11.5 b 9.7 a 167.7 b 16.9 b 33.0 b
無処理 7.2 a 76.5 a 5.6 a 9.3 a 112.0 a 13.4 a 27.3 a

（mm）（mm）

主幹径

  （mm）

処理区
注1)

（本／樹） （m／樹）（cm）

発生本数 長さ 総伸長量 基部径

新梢

長さ 基部径

主枝

（cm）
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第12表 客土および客土とマルチ処理の併用が定植2年 
目の「幸水」幼木の生体重に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
注1）併用区は4反復，その他の処理区は5反復    

2）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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    写真5 定植2年目の「幸水」幼木の生育 
      注）左：客土区，中央：併用区，左：無処理区

 
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で

は，改植圃場での幼木の生育が新植圃場に定植した場合に

比べ32～68％になると報告されている（平野・森岡，1971）．
ニホンナシでも改植圃場に定植した幼木の生体重は，新植

圃場に定植した幼木と比べ「幸水」が53％，「あきづき」

が25％と著しく生育が劣り，いや地現象が発生することが

報告されている（戸谷ら，2012）．いや地現象の対策と

しては，前作樹の根をできるだけ取り除くことや定植位置

をずらすこと，肥料や堆肥を多く施用すること，土壌消毒

を行うことが常法として挙げられる（山口，1991）．こ

れまでに著者らは，ニホンナシ改植圃場でのいや地現象の

発生要因について検討し，土壌理化学性の関与が小さいこ

とやダゾメット微粒剤による土壌消毒では効果がなく土

壌病害虫の関与が小さいと推定されること，また対策とし

て定植位置をずらす方法も効果がないことを明らかにし

た（戸谷ら，2012）．いや地現象の原因は，モモやウメ

では前作樹の根に由来する青酸配糖体の分解物とされ，こ

れらが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（水谷ら，1977; 大江ら，2003）．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新梢の発生本数が無処

理の70.5％になることが報告されている（平野・森岡，

1964）．そこで，本試験の試験1では，いや地現象の原因

と考えられる前作樹の根や蓄積している可能性がある原

因物質を土壌ごと取り除き，ニホンナシ未植栽土壌と入れ

替える客土を行った．その結果，客土区の新梢の生育は，

定植1年目では総伸長量が無処理区の1.8倍に，定植2年目

では発生本数および総伸長量が1.6倍および1.5倍になり，

生育が促進された．また，生体重については無処理区の1.7
倍となった．改植圃場と新植圃場に同時期にニホンナシの

幼木を定植して2年間栽培した試験事例でも，新植圃場の

地上部生体重は改植圃場の1.7倍であったことから（戸谷

ら，2012），客土によって新植圃場に定植した場合と同

程度の生育量を確保できることが明らかになった．また，

客土の効果については，モモにおいてはブドウ園の土壌を

客土することで新梢の生育が促進されることが報告され

ている（浅野ら，2003）．本試験においては，野菜類の

栽培圃場の土壌を客土に用いたが，同様に新梢の生育が促

進された．これらのことから，ニホンナシにおいてもいや

地現象を軽減する対策として，ニホンナシ未植栽土壌の客

土が有効であることが明らかになった．なお，本試験では

客土する土壌量は600Ｌ/穴としたが，さらに生産者が容易

に行うためには，今後客土量の削減について検討する必要

がある．また，客土する場合は土壌pHなどの化学性を分

析し，ニホンナシ栽培に適した条件に調整する必要がある． 
一方，活性炭区やフロアブル区の幼木の生育は無処理区

と比べ有意差が認められなかった．活性炭は，ポットや改

植圃場に定植したウメ幼木で生育促進効果が確認されて

おり，その混和量は1％が適当であると報告されている（大

江ら，2010）．一方，モモでは，改植圃場の土壌に活性

炭を1％混和したポット試験では安定した生育促進効果が

得られておらず，植え穴（縦横1m，深さ30cm）に活性炭

を2kg混和した圃場試験でも生育促進効果が認められな

かった（和中・堀田，2011）．本試験では，縦横1m，深

さ60cmの植え穴に活性炭8.5kg（体積比2.8％）を混和し

たが，モモの場合と同様に生育促進効果が認められなかっ

た．モモでは，いや地現象の原因として土壌微生物，アレ

ロパシー物質および土壌水分状態などの複合的な要因が

関与している可能性が示唆されている（和中・堀田，2011）．
ニホンナシにおいては，いや地現象を引き起こす要因が未

解明で，活性炭による吸着の可否も不明なため，今後さら

なる研究を行って明らかにする必要がある．また，活性炭

フロアブル剤は，ウメのポット栽培では，50倍に希釈し5Ｌ/
ポットをかん注したが効果がなかった（大江ら，2009）．

本試験でも活性炭フロアブル剤を水で100倍に希釈した

もの20Ｌ/穴をかん注したが，効果が認められなかった．

以上のことから，ニホンナシにおいて活性炭および活性炭

フロアブル剤は，いや地現象を軽減する効果が認められず，

いや地現象を引き起こす要因を土壌ごと取り除く客土処

理が確実な方法であると考えられる． 
さらに，生産者に対して改植を促すためには，客土によ

併用 0.97 b2) 1.79 b 0.89 b 3.65 b
客土 0.84 b 1.54 b 0.79 b 3.17 b
無処理 0.33 a 0.77 a 0.49 a 1.58 a

処理区
注1)

生体重（kg／樹）

新梢 旧枝 根部 合計
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るいや地現象の軽減に加えて，幼木の生育を促進する技術

が必要である．そこで，本試験の試験2において客土に加

えてマルチ処理を行ったところ，著者らがニホンナシ大苗

を用いて行った試験同様（戸谷ら，2011），定植2年目で

は新梢の発生本数が客土の単独処理と比べ1.5倍に，総伸

長量も1.4倍に促進された．新梢の長さや主枝長に対する

伸長促進効果は認められなかったが，マルチ処理は新梢の

発生本数を増加させたことから，側枝候補の確保が容易に

なり，結果として早期結実に繋がるものと判断された．な

お，ニホンナシ大苗定植後にマルチ処理を行うと，根が最

も伸長する時期における地温が根の生育に好適な20℃前

後に維持されるため，新梢の伸長が促されることを明ら

かにしている（戸谷ら，2011）．カキにおいても苗木の

定植時に栽植位置をマルチ処理（透明，厚さ0.05mm）す

ると，敷わらと比べ発根が早く，新根の発生量が多くなり，

樹の生育が向上したことが報告されている（猪崎，1986）．
本試験では，根部の生体重に併用区と客土区で有意な差は

見られていないが，地上部の生育については増加する結果

を得ることができたことから，マルチ処理による地温上昇

の効果と考えられる．  
以上の結果から，ニホンナシ改植圃場におけるいや地現

象を軽減するためには，客土処理が有効であることが明ら

かになった．また，客土にマルチ処理を併用することで幼

木の生育が促進され，成園化を早めることが可能と考えら

れた． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


