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第４章 ニホンナシ幼木の生育促進技術の開発 

 
第１節 マルチ処理によるニホンナシ幼木の生育 

促進効果 
 
１．緒言 
産地では1年生苗木を定植してから成木となり収量が増

加するまでには，7～8年もの長期間を要することから，収

益の減少が問題となっている．この問題を解決するために

は定植した幼木の新梢や根の生育を増大させ，初結実まで

の期間を短縮し，成園化を促進することが必要である．し

かし，充実した1年生苗木を定植して，かん水や施肥等の

管理を適切に行っても，新梢の生育不良が起こることが多

い．特に，改植圃場ではいや地現象が発生するため，初期

生育が著しく悪くなることがある（戸谷ら，2012）．そ

こで，ニホンナシの改植および新植を促進し産地の生産力

を維持するためには，定植した幼木の生育を促進させる技

術の開発が必要である． 
第3章では，いや地現象を軽減するための客土にマルチ

処理を併用することで，新梢の生育が客土単独区より増大

したことを明らかにしている．このことから，マルチ処理

は，新梢の生育を増大させることで初期生育を促進し，改

植を推進する技術の一つとなる可能性がある．しかし，こ

の技術を検証するとともに，生産者の圃場に導入するため

には，以下の2つの課題がある．1つ目は，マルチ処理で幼

木の生育が向上する要因が明らかでないことである．これ

までに要因の一つとして地温が高いことで根の活性が高

まること（戸谷ら，2011）を挙げているが，細根の発生

状況や新梢の伸長時期などの詳細な樹体生育や，硝酸態窒

素などの環境要因については精査されていない．また，幼

木の生育は，摘心，新梢誘引およびせん定など人為的な栽

培管理によって大きな影響を受けるため，それらの処理を

加えないで幼木の生育を観察する必要がある．そこで試験

1では，1年生苗木を定植後，放任で1年間栽培を行い，マ

ルチ処理が樹体生育に与える影響を詳細に調査するとと

もに，土壌中の窒素量等の環境要因について分析した． 
2つ目は，改植に用いることが多い1年生苗木を用いて，い

や地現象が発生しない条件下で，マルチ処理を単独で行い

その効果を実証した事例がないことである．そこで，試験

2では1年生苗木に3年連続してマルチ処理を行い，幼木の

生育に対する効果を検証した． 
 
２．材料および方法 

（1）マルチ処理で幼木の生育が促進される要因 
1）定植の方法 
千葉県農林総合研究センター内のニホンナシ圃場（千葉

県千葉市，腐植質普通黒ボク土，1997年にニホンナシを

伐採後17年間放置）において試験を実施した． 
定植位置は4m×4mの間隔に設け，それぞれに縦横100

cm，深さ60cmの穴を2014年11月に掘り上げ，苦土石灰質

肥料800g/穴，リン酸肥料500g/穴および微量要素入り硫酸

苦土（苦土:マンガン:ホウ素=15:0.5:0.2）320g/穴を，深さ

30cmと60cmの2層に分けて施用後，掘り上げた土壌で上

下層が混和されないように埋め戻した．「幸水」1年生苗

木（ホクシマメナシ台）を，縦横40cm，深さ40cmの植え

穴を掘り，2015年1月に定植した．苗木は，定植直後に，

接ぎ木部から100cmの長さになるように切り返した． 
2）処理区の設定 
試験は，ポリマルチで被覆した区（以下マルチ区とする）

および無処理区を設定し，各区6反復とした． 
マルチ区は，ポリエチレンフィルム（厚さ0.02mm，透明）

で地表面を2015年4月21日～11月26日の期間，被覆した．

無処理区は，同期間中，稲わらで地表面を被覆した．被覆

の範囲は，全ての区において，主幹を中心に縦横0.5mと

した． 
3）栽培の概要 
定植後の施肥は，両区とも同じとし，3月に高度複合ナ

シ専用を窒素成分量で10g/樹，4月21日の被覆時に被覆燐

硝安加里413（窒素14％-リン酸11％-加里13％，溶出期間

270日）を窒素成分量で70g/樹を施用した．立ち木仕立て

とし，新梢の摘心や誘引は行わなかった．  
4）調査項目 
調査は，新梢（発生本数，長さおよび基部径），主幹径

および葉（葉数および葉色）の生育を被覆後40日から220
日まで30日おきに測定した．新梢は長さ15cm以上を調査

対象とした．総伸長量は発生本数に長さを掛け合せて算出

した．基部径は基部から10cm上部の節間を測定した．主

幹径は接ぎ木部から10cm上部の主幹の直径を測定した．

葉色は各樹20枚の果そう葉を葉緑素計（MINOLTA社製，

SPAD-502）で測定した．  
樹の乾物重は70日と220日に各区3樹ずつ掘り上げて，

新梢，旧枝（主幹部を含む），地際より下の根幹および根

を直径2mm未満，2mm以上5mm未満，5mm以上10mm
未満，10mm以上20mm未満に分け，90℃で1週間乾燥後

に測定した． 新梢，主幹径，葉および乾燥重については，

樹ごとの平均値をｔ検定した．  
地温は各樹1か所ずつ3反復で，樹の主幹から30cm離れ

た場所の深さ20cmの位置にセンサー（TR-0506）を埋設

し，サーモレコーダー（T＆D社製RS-11）で，4月21日～

11月26日の期間，毎正時ごとに測定した．なお，8月20日
～9月19日の期間は測定器の故障のため反復がとれなかっ

た．土壌水分は各樹1か所ずつ3反復で，樹の主幹から30cm
離れた場所の深さ20cmの位置にセンサー（EC-5）を埋設

し，土壌水分計（Decagon社製ECHOロガー）で，4月23
日～11月17日の期間，毎正時ごとに測定した．硝酸態窒

素は各樹1か所ずつ3反復で，主幹から30cm離れた深さ20
～40cmから土壌を被覆当日および被覆後40日から30日
ごとに採取し，10％塩化カリウム抽出法で分析後，ｔ検定
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した．  
 
（2）マルチ処理が1年生苗木の生育に及ぼす影響 
1）定植の方法 
千葉県農林総合研究センター内のニホンナシ圃場（千葉

県千葉市，腐植質普通黒ボク土，1997年にニホンナシを

伐採後13年間放置）において試験を実施した． 
定植位置は4m×4mの間隔に設け，それぞれに縦横100 

cm，深さ60cmの穴を2010年11月に掘り上げ，試験１と同

様に土壌改良した．「幸水」1年生苗木（ホクシマメナシ

台）を，縦横40cm，深さ40cmの植え穴を掘り，2010年12
月に定植した．苗木は，定植直後に，接ぎ木部から100cm
の長さになるように切り返した． 
2）処理区の設定 
試験は，ポリマルチで被覆した区（以下マルチ区とする）

および無処理区を設定し，各区5反復とした． 
マルチ区は，試験1と同様にポリエチレンフィルムで地

表面を2011年4月25日～11月30日，2012年4月25日～11
月30日および2013年4月26日～11月30日の期間，被覆し

た．無処理区は，同期間中，稲わらで地表面を被覆した．

被覆の範囲は，両区とも2011年が主幹を中心に縦横0.5m，

2012年が縦横1m，2013年が縦横1.5mとした．  
3）栽培の概要 
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，2013年が300g/樹とした．マルチ区で

は，マルチ処理を行っている期間は施肥が困難なため，被

覆燐硝安加里424（窒素:リン酸:加里=14:12:14，溶出期間

270日）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．無処理区は，高度複合ナシ専用（窒

素:リン酸:加里=12:14:7）を用い，年6回に分けて施用した． 
樹の仕立ては，4本主枝折衷式平棚仕立てとした．2011

年の新梢管理は，主枝候補枝を養成するため5～6葉展葉し

た時期に主枝候補となる4本以外の新梢の先端を摘心し，

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．

かん水は，2011年2～4月が2週間に1回程度，5～11月が1
か月に1回程度の割合で20Ｌ/樹を行った．冬季せん定は，

主幹の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．2012年および2013年の新梢管理は，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．2012年の冬季せん定および2012～2013年のかん水

などの栽培管理は，常法に準じて行った．なお，せん定量

は，マルチ区および無処理区では2011年が0.2kg/樹および

0.3kg/樹であり，2012年が1.0kg/樹および0.7kg/樹であり，

両年とも処理区間に有意な差がなかった． 
4）調査項目 
新梢の生育は，定植1年目には主枝候補として残した新

梢の長さおよび基部から10cm上部の節間の基部径を，せ

ん定前の2011年11月に測定した．定植2，3年目には，長

さ30cm以上の新梢の発生本数，長さおよび基部から10cm
上部の節間の基部径を，せん定前の2012年および2013年
の11月に測定した．また，総伸長量は発生本数に長さを掛

け合せて算出した． 
主枝の生育は，主枝長として新梢に旧枝を併せた主枝全

体の長さを，主枝基部径として旧枝の基部から10cm上部

の節間の直径を，せん定前の2012年および2013年の11月
に測定した． 
主幹径は，接ぎ木部から10cm上部の主幹の直径を，2011

年，2012年および2013年の11月に測定した． 
生体重は，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，2013年12
月に測定した．新梢，主枝，主幹径および生体重について

は，樹ごとの平均値をｔ検定した． 
 
３．結果 

（1）マルチ処理で幼木の生育が促進される要因 

新梢の生育は，長さでは被覆後40日にマルチ区が74.4cm
であり，無処理区の49.8cmに比べ有意に長く，その後も

マルチ区が無処理区と比べ有意に長かった（第13表）．総

伸長量は,被覆後40日にマルチ区が3.5m/樹であり，無処理

区の2.0m/樹と比べ有意に長く，その後もマルチ区が無処

理区と比べ有意に長かった．基部径は，被覆後100日にマ

ルチ区が10.3mmであり，無処理区の8.8mmと比べ有意に

太く，その後もマルチ区が無処理区と比べ有意に太かった．

発生本数は処理区間に有意な差がなかった． 
主幹径は，被覆後160日にマルチ区が24.6mmであり，

無処理区の21.5mmと比べ有意に太く，その後もマルチ区

が無処理区と比べ有意に太かった．  
葉の生育は，葉数では被覆後40日にマルチ区が86.0枚/

樹であり，無処理区の58.0枚/樹と比べ有意に多く，その

後もマルチ区が無処理区と比べ有意に多かった．葉色は処

理区間に有意な差がなかった． 
被覆後70日の乾物重は，葉および直径5～2mmと2mm

未満の細根では，マルチ区が81.8g/樹および16.3g/樹と

13.3g/樹であり，無処理区の42.7g/樹および7.2g/樹と7.3g/樹
に比べ有意に重かった（第14表）．なお，被覆後70日に

抜いた幼木の生育は，新梢の総伸長量や葉数において，マ

ルチ区が無処理区に比べ有意に増大していた（第15表）．

被覆後220日の乾物重は，新梢および旧枝ではマルチ区が

234.0g/樹および273.9g/樹であり，無処理区の109.7g/樹お

よび188.0g/樹と比べ有意に重かった（第14表，写真6）．

また，直径10～5mm，5～2mmおよび2mm未満の細根で

はマルチ区が53.1g/樹と33.0g/樹および19.1g/樹であり，

無処理区の23.8g/樹と19.6g/樹および9.6g/樹と比べ有意

に重かった． 
地温は，マルチ区では被覆後～被覆後40日の平均が21.7℃

であり，無処理区の18.3℃と比べ3.4℃高くなったが，7月
上旬以降では無処理区と同程度となった（第6図）．体積

水分率は，被覆直後～7月中旬までは処理区間に差がなか
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ったが，7月下旬以降ではマルチ区が無処理区と比べ低く

推移した（第7図）．硝酸態窒素は，被覆後40日および被

覆後70日にはマルチ区が14.6mg/100gおよび15.7mg/100g

であり，無処理区の4.9mg/100gおよび3.5mg/100gと比べ

有意に高く，被覆後160日まではマルチ区が無処理区と比

べ有意に高かった（第16表）． 
 
 

第13表 マルチ処理による「幸水」1年生苗木の新梢，葉および主幹径の生育の推移 
（11月に抜根した幼木） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

注1）処理区は各3反復 
2）ｔ検定で処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差があることを，**は 

1％水準の有意差があることを示す 
3）15cm以上の長さの新梢を調査 
4）総伸長量は発生本数に長さを掛け合わせて算出 

 
第14表 マルチ処理が「幸水」1年生苗木の乾物重に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
注1）処理区は各区3反復 

2）ｔ検定で処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差が        写真6 マルチ区（左）と無処理 
あることを，**は1％水準の有意差があることを示す                      区（右）の抜いた幼木 

 
 
 

処理区注1）発生本数 総伸長量
4）

（本/樹） （m/樹） （SPAD値）（mm）

マルチ 4.7 74.4 3.5 6.7 86.0 46.7 15.1
無処理 4.0 49.8 2.0 6.1 58.0 44.3 15.3
有意性

2） ns ** ns ns
マルチ 4.7 88.8 4.2 8.3 104.0 49.0 17.8
無処理 4.0 65.7 2.6 7.2 77.0 46.7 17.3
有意性 ns * ns ns
マルチ 4.7 93.1 4.3 10.3 140.3 50.5 21.0
無処理 4.0 69.8 2.8 8.8 91.0 46.7 19.6
有意性 ns * ns ns
マルチ 4.7 117.7 5.5 10.8 142.7 53.2 23.0
無処理 4.0 83.8 3.4 9.6 88.7 50.6 20.9
有意性 ns * ns ns
マルチ 4.7 118.2 5.5 11.6 106.0 51.2 24.6
無処理 4.0 83.6 3.5 10.0 72.3 50.4 21.5
有意性 ns * ns *
マルチ 4.7 118.2 5.5 11.7 91.7 47.2 25.1
無処理 4.0 87.9 3.5 10.5 58.7 45.7 21.7
有意性 ns * ns *
マルチ 4.7 118.5 5.6 11.8 - 25.1
無処理 4.0 88.7 3.5 10.6 - 21.7
有意性 ns * *

葉色 主幹径

160日

190日

220日

被覆後
日数

新梢
3）

40日

70日

100日

130日

*

長さ

（cm）

**

*

*

*

*

*

基部径

（mm）

ns

ns

**

**

**

*

**

（枚/樹）

*

**

**

葉数

*

*

*
-
-

20～10mm 10～5mm

マルチ 92.7 175.9 81.8 56.9 34.6 21.6 16.3 13.3
無処理 47.3 138.0 42.7 43.1 21.2 12.6 7.2 7.3
有意性

2） ns * ns ns ns
マルチ 234.0 273.9 - 99.7 56.9 53.1 33.0 19.1
無処理 109.7 188.0 - 72.8 55.2 23.8 19.6 9.6
有意性 * ns ns **

根部

2mm以下

（g/樹）

*

**

5～2mm

*

*

被覆後
日数

70日

220日

処理区注1) 根幹旧枝 葉新梢

ns

**
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第15表 マルチ処理による「幸水」1年生苗木の新梢，葉および主幹径の生育の推移 
（6月に抜根した幼木） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各3反復 
2）ｔ検定で処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差があることを，**は 

1％水準の有意差があることを示す                        
3）15cm以上の長さの新梢を調査                                           
4）総伸長量は発生本数に長さを掛け合わせて算出                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       第6図 被覆期間中の地温の変動            第7図 被覆期間中の体積水分率の変動   

注1）樹ごとに1か所ずつ3反復で，4月21日～11月26日の      注）樹ごとに1か所ずつ3反復で，4月23日  

    毎正時ごとに測定                        ～11月17日の毎正時ごとに測定 
2）無処理区は8月20日～9月18日の反復なし                  

 
 

第16表 被覆期間中の硝酸態窒素の変動 
 
 
 
 
 

 
注1）処理区は3反復 

2）ｔ検定で処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差が 
あることを，**は1％水準の有意差があることを示す

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

処理区注1）発生本数 長さ 総伸長量
w

基部径

（本/樹） （cm） （m/樹） （mm） （SPAD値）（mm）

マルチ 8.0 51.6 4.1 5.7 99.0 45.9 15.4
無処理 4.7 36.4 1.6 5.6 52.0 41.7 13.9
有意性

2） ns ns ** ns * ns
マルチ 8.0 58.7 4.8 7.0 135.7 47.0 17.5
無処理 4.7 53.3 2.3 6.0 63.0 45.5 14.9
有意性 ns ns * ns ns ns

葉色 主幹径

（枚／樹）

40日
*

70日
*

被覆後
日数

新梢
3）

葉数

0

5

10

15

20

25

30

4/21 5/21 6/20 7/20 8/19 9/18 10/18 11/17

地
温
（
℃
） マルチ区

無処理区

190日 220日
マルチ 14.6 15.7 12.6 23.9 14.5 4.3 5.3
無処理 4.9 3.5 8.6 4.4 6.0 4.9 2.4
有意性

2） ns ns

処理区注1）
160日

**

被覆後日数

40日

**

70日

**

100日

*

130日

**
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（2）マルチ処理が1年生苗木の生育に及ぼす影響 
1）新梢の生育 
発生本数は，定植2，3年目ではマルチ区が23.2本/樹お

よび63.2本/樹であり，無処理区の11.4本/樹および29.8本/
樹と比べ有意に多かった（第17表）．長さは，定植１年目

ではマルチ区が159.5cmであり，無処理区の131.3cmと比

べ有意に長かった．総伸長量は,定植1～3年目ではマルチ

区がそれぞれ6.4m/樹，20.5m/樹および56.2m/樹であり，

無処理区のそれぞれ5.3m/樹，11.1m/樹および26.7m/樹と

比べ有意に大きかった．基部径は処理区間に有意な差がな

かった． 
2）主枝や主幹径の生育 
長さは，定植3年目ではマルチ区が285.2cmであり，無

処理区の235.4cmと比べ有意に長かった（第17表）．基部

径は，定植3年目ではマルチ区が36.5mmであり，無処理

区の31.3mmと比べ有意に太かった．主幹径は，定植2，3
年目ではマルチ区が44.5mmおよび64.2mmであり，無処

理区の38.9mmおよび55.2mmと比べ有意に太かった．  
3）定植3年目の生体重 
生体重は，新梢ではマルチ区が5.4kg/樹であり，無処理

区の3.2kg/樹と比べ有意に重かった（第18表）．旧枝では

マルチ区が9.9kg/樹であり，無処理区の6.7kg/樹と比べ有

意に重かった．根部ではマルチ区が4.2kg/樹であり，無処

理区の3.2kg/樹と比べ有意に重かった．新梢，旧枝および

根部の合計は，マルチ区が19.4kg/樹であり，無処理区の

13.1kg/樹と比べ有意に重かった．  
 
 

第17表 マルチ処理が「幸水」1年生苗木の新梢や主枝の生育および主幹径に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各5反復 
2）ｔ検定で処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差があることを，**は1％水準 

の有意差があることを示す 
3）30cm以上の長さの新梢を調査 
4）総伸長量は発生本数に長さを掛け合わせて算出 

 
 

第18表 マルチ処理が「幸水」1年生苗木の定植3年目の 
生体重に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各5反復 
2）ｔ検定で処理区間に*は5％水準の有意差があることを示す 

 
 
 
 
 
 
 

基部径 長さ 基部径

（mm） （cm） （mm） （mm）

マルチ 4.0 159.5 6.4 13.9 - - 27.9
無処理 4.0 131.3 5.3 13.1 - - 26.6
有意性

2） ns ns
マルチ 23.2 87.9 20.5 10.2 225.0 24.4 44.5
無処理 11.4 98.0 11.1 10.3 208.0 21.3 38.9
有意性 ns ns ns * 
マルチ 63.2 88.7 56.2 11.0 285.2 36.5 64.2
無処理 29.8 88.2 26.7 10.9 235.4 31.3 55.2
有意性 ns * * * 

処理区注1）
新梢

3）

発生本数

（本/樹）

総伸長量
4）

（m/樹）（cm）

長さ
主幹径

**

**

1年目

2年目

3年目

ns

**

**

*

ns

ns

*

主枝
定植後
の年数

新梢 旧枝 根部 合計

マルチ 5.4 9.9 4.2 19.4
無処理 3.2 6.7 3.2 13.1
有意性

2） * * * *

処理区注1）
（kg/樹）
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４．考察 
本研究では，マルチ処理をニホンナシの早期成園化を目

的に用いる技術として確立するため，圃場に定植した幼木

の生育を促進させる効果やその要因を検証した． 
マルチ処理で変動した環境要因を調査した結果，地温は

被覆後～40日間の平均がマルチ区では21.7℃で，無処理区

の18.3℃と比べ高かった．地温がニホンナシの生育に及ぼ

す影響としては，地温の上昇とともに新根の量が増加し5
～6月に大きなピークになること（関本・大野，1976）や，

根が20℃前後で最も活性化すること（平田，2001）が報

告されている．そこで， 6月29日（被覆後70日）に樹を

掘り上げて根部の乾物重を調査したところ，マルチ区では

無処理区に比べ，2mm以下の細根が1.8倍に増加していた．

形態的にみると，春根は非常に細く，枝の伸長などに使用

される養水分を吸収する役割がある（平田，1983）．こ

れらのことから，マルチ処理で地温が早期に上昇したこと

で細根量が増加し，養水分の吸収が促進されたと推察され

る． 
環境要因して土壌中の硝酸態窒素は，マルチ区では5月30

日（被覆後40日）および6月29日（被覆後70日）が無処理

区と比べ3.0倍および4.5倍と高くなった．この原因として，

被覆肥料からの窒素成分の溶出は周辺温度が高いほど溶

出が進むこと（古屋，1995）やポリエチレンフィルムで

降雨の浸透による流失が少ないことが推察される．ニホン

ナシの窒素吸収量は根の急激な発達に合わせて多くなり，

5～6月に吸収された窒素はその後の枝の充実や果実の肥

大に利用されることや土壌中の窒素が多くなると光合成

量が比例して増加すること（平田，1983）が報告されて

いる．本研究でマルチ区の新梢生育は，5月30日（被覆後

40日）に長さが1.5倍と長くなり総伸長量も1.8倍に増大し，

葉数も1.5倍と増加した．これらのことから，細根量の増

加と硝酸態窒素の溶出増大により，新梢生育が増大したと

考えられる．また，葉数の増加は，同化産物が増加するこ

とにつながると推察され，樹の初期生育が向上した要因の

一つと考えられる． 
旧器官の炭水化物含量は発育枝の生長期から増加し始

め，果実収穫後，落葉期までの間に，新梢，主枝，根の順

に含量が増加する（田村，2013）ことが報告されている．

本研究では，マルチ区の新梢の基部径は被覆後100日以降，

主幹径では160日以降から無処理区に比べ有意に太くな

っており，貯蔵養分が増加したことが推察される．さらに，

11月下旬では，細根に加え10～5mmの根が2.2倍に増加し

ていた．秋根はずんぐりとした根が多く翌年の果実の細胞

分裂に関係する貯蔵養分を保持する役割があること（平田，

1983）から，マルチ処理は貯蔵養分を増やすことで根を

含めた幼木全体を肥大させる効果があると考えられ，さら

に蓄えられる貯蔵養分が増加することは，翌年の幼木の生

育にも好影響を与える可能性が高くなると考えられる．以

上のことから，マルチ処理は，地温の上昇や硝酸態窒素の

増加により，細根量が増加し養水分吸収が多くなり，新梢

の生育に合わせて葉数が増加することで同化産物が多く

なり，幼木の生育が促進されたと推察される． 
次に，1年生苗木にマルチ処理を3年間継続して行った結

果，定植1年目では無処理区と比べ新梢の長さが1.2倍と長

くなり，定植2，3年目では無処理区に比べ新梢の発生本数

や総伸長量がそれぞれ1.9～2.1倍に増加した．新梢の生育

が増大した結果，定植3年目では無処理区に比べ主枝長が1.2
倍と長く，主枝の基部径や主幹径も1.2倍に肥大し，根部

の生体重も1.3倍重くなった．以上のことから，マルチ処

理は圃場に定植した「幸水」1年生苗木の生育促進に効果

があることが明らかとなった．なお，マルチ処理による幼

木への生育促進効果は，新梢の発生本数が少ない場合は1
本当たりの長さが長くなり，発生本数が多くなる場合は1
本当たりの長さが無処理区と同程度になるが，いずれの場

合も総伸長量が増大する．栽培面から考えると，1年生苗

木を定植した1年目は，主枝として使用する新梢を長くす

るため，早期に摘心し新梢本数を制限することで長く太い

新梢を育成することができる．また，1年生苗木の定植2
年目以降や大苗を定植した場合は，新梢の発生本数を増加

させることで側枝候補の確保が容易になり，幼木全体の生

育向上につながると考えられる． 
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第２節 シアナミド剤の散布によるニホンナシ幼

木の生育促進効果の検証および散布適期判

定システムの開発 
 
１．緒言 
ニホンナシへのシアナミド剤の散布は，冬季の低温が不

足した条件下で自発休眠打破を促し，混合芽の発芽率を高

め，開花を安定させる効果があること（吉川ら，2014）
や，散布した幼木の新梢の発生本数，長さおよび葉数が無

散布区と比べ増大したこと（黒木ら，2010）が報告され

ている．このことから，シアナミド剤の散布は本県の改植

圃場においても，苗木の葉芽の発芽率を高め，初期生育や

早期成園化を促進させることができ，改植を推進する技術

の一つとなる可能性がある． 
しかし，この技術を検証するとともに，本県の現地圃場

に導入するためには，以下の二点の課題がある．一つは，

吉川ら（2014）および黒木ら（2010）の報告は，温暖化

による低温不足対策を想定し，混合芽の発芽を促進させ開

花を安定させることを目的としたポット栽培における事

例である．しかし，圃場に定植したニホンナシ苗木での葉

芽の発芽を促進させ新梢の生育を向上させる知見は見当

たらない．もう一つは，シアナミド剤の効果は散布時期に

よって大きく異なること（田村，1999）や，ニホンナシ

の花芽では生育予測モデル（杉浦・本條，1997）で算出

した自発休眠期の発育指数が1.0～1.5の時点での散布で

効果が高いこと（大野・三井，2008）が報告されている．

したがって，シアナミド剤の適切な散布時期を決定するた

めには，自発休眠期が始まる9月から散布時期までの1時間

ごとの気温データを収集しつつ，複雑な計算を継続的に行

い，推移を把握する必要がある．これらの作業を技術指導

者や生産者が行うには極めて煩雑であることから，もっと

簡便に使用できるシステム化が必要である． 
そこで，本節では圃場に定植した「幸水」1年生苗木を

用いて，葉芽の発芽率や新梢の生育を調査し，シアナミド

剤の散布による生育促進効果を検証した．また，著者らが

開発した開花予測システム（戸谷・川瀬，2013）を改良

して簡便にシアナミド剤の散布適期を算出するシステム

を開発した． 
 
２．材料および方法 

（1）シアナミド剤の散布が圃場に定植した「幸水」1年生

苗木の生育に及ぼす影響 
1）定植の方法 
千葉県農林総合研究センター内の圃場（千葉県千葉市，

腐植質普通黒ボク土，1997年にニホンナシを伐採後13年
間放置）において試験を実施した． 

2010年11月に，4m×4mの間隔にそれぞれに縦横100cm，

深さ60cmの穴を掘り上げ，苦土石灰800g/穴，BM熔りん

500g/穴および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/穴を深さ30cmと60cmの2層に分けて

施用後，掘り上げた土壌で上下層が混和されないように埋

め戻した．2010年12月に縦横40cm，深さ40cmの植え穴

を掘り，「幸水」1年生苗木（ホクシマメナシ台）を定植

し，穂木と台木の接ぎ木部から100cmの長さになるように

切り返した．  
2）処理区の設定 
試験はシアナミド剤（シアナミド10％含有，日本カーバ

イド工業(株)製）を散布した区（以下シアナミド区とする）

および無散布区を設定し，1区1樹とし，各区5反復とした． 
シアナミド剤は水で10倍希釈し，動力散布機でシアナミ

ド区の幼木の地上部全体に散布した（写真7）．散布はア

メダスの佐倉観測所の気温データを用いて，杉浦・本條

（1997）の生育予測モデルから算出した自発休眠期の発

育指数が1.5となった2011年1月17日，2012年1月13日お

よび2013年1月7日に行った． 
3）栽培の概要 
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，2013年が300g/樹とし，高度複合ナシ

専用（窒素:リン酸:加里=12:14:7）を用い，年6回に分けて

施用した． 
幼木の仕立て法は4本主枝折衷式平棚仕立てとした．2011

年の新梢管理は，主枝候補となる4本以外の新梢に対して5
～6葉で摘心し，その後発生した新梢も5～6葉残して適宜

摘心した．かん水は，2011年2～4月が2週間に1回程度，5
～11月が1か月に1回程度の割合で20Ｌ/樹を行った．冬季

のせん定は，主幹の上位から発生した強い主枝を20％程度，

下位から発生した弱い主枝を50％程度切り返した．2012
年および2013年の新梢管理は，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葉残して適宜摘心した．2012年の冬季せん定お

よび2012年および2013年のかん水等の栽培管理は常法に

準じて行った． 
4）調査項目 
葉芽の発芽や新梢，主枝および主幹の生育を調査項目と

した． 
葉芽の発芽は，定植1年目の2011年4月には樹ごとに主

幹の先端から上位10芽を，定植2年目の2012年4月には各

主枝の先端10芽（40芽/樹）を調査し，発芽数を調査した

全芽数で除して発芽率を算出した．発芽率は角変換を行っ

た後に，区ごとの平均値をt検定した．なお，定植3年目の

2013年は，各主枝の先端10芽の多くが花芽となったため

調査期間の対象外とした． 
新梢の生育は，各調査年のせん定前の11月に調査した．

定植1年目は主枝候補として残した新梢の長さおよび基部

から10cm上部の節間の直径（基部径）を測定した．定植2，
3年目には長さ30cm以上の新梢の発生本数，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． 
主枝の生育は，定植2，3年目の2012年および2013年の

せん定前の11月に調査した．主枝長として新梢に旧枝を加

えた主枝全体の長さを測定し，主枝基部径として旧枝の基

部から10cm上部の節間の直径を測定した．主幹の生育は，
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主幹径として接ぎ木部から10cm上部の主幹の直径を，2011
年，2012年および2013年11月に測定した． 

せん定量は，2011年および2012年12月にせん定枝の生

体重を測定し，樹ごとの合計を平均した． 
新梢の生育，主枝，主幹の生育については各区の平均値

をt検定した． 
 
（2）シアナミド剤の散布適期判定システムの開発 

適期判定システムはMicrosoft社のExcel 2007を使用し，

開花予測システム（戸谷・川瀬，2012）を基に作成した．

本システムの概要は第8図に示した． 
まず，システムに予測年と予測地点を入力すると，9月1

日0時から本システムを作動させた時点までの既存の気温

データを，気象データ仲介ソフトMetBroker Servlet
（Laurensonら，2002）を利用してアメダスから取得す

る．次に，システムを作動させた時点から散布適期までの

気温データを，地点ごとに今後の気温が過去30年間（1980
～2009年）の平均気温より高いか，同等か，低いかを選

択する．これらを行った後に，生育予測モデル式（杉浦・

本條，1997）にデータが挿入され計算が行われる．その

結果，選択した地点における自発休眠期の発育指数1.0，1.5，
2.0に達する日および自発休眠覚醒日が表示される．なお，

自発休眠覚醒日は，杉浦・本條（1997）の推奨している

発育指数が2.2となる月日とした． 
また，市町とアメダス地点の組み合わせは以下のとおり

である．千葉市，白井市，印西市，香取市，八街市，富里

市および四街道市がアメダス佐倉，市川市，鎌ケ谷市，柏

市および八千代市がアメダス船橋，市原市がアメダス木更

津，木更津市がアメダス牛久，旭市，山武市および芝山町

がアメダス横芝光，一宮町およびいすみ市がアメダス勝浦，

館山市がアメダス館山のデータを利用することを推奨す

る． 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真7 シアナミド剤を動力噴霧器で散布       第8図 シアナミド剤の散布適期判定システムの概要 
 
 
３．結 果 
（1）シアナミド剤の散布が圃場に定植した「幸水」1年生

苗木の生育に及ぼす影響 
1）定植1年目の生育 

葉芽の発芽率はシアナミド区が94.0％であり，無散布区

の68.0％と比べ有意に高かった（第19表）． 
新梢の発生本数は，主枝となる新梢以外を摘心したため，

両区とも4.0本であった（第20表）．また，新梢の長さと

基部径，主幹径およびせん定量は処理区間に有意な差がな

かった． 
2）定植2年目の生育 

葉芽の発芽率はシアナミド区が96.5％であり，無散布区

の84.5％と比べ有意に高かった（第19表）． 
新梢の生育は，長さではシアナミド区が111.2cmであり，

無散布区の98.0cmと比べ有意に長かった（第21表）．総

伸長量ではシアナミド区が16.3m/樹であり，無散布区の

11.1m/樹と比べ有意に大きかった．発生本数および基部径

は処理区間に有意な差がなかった． 
主枝の生育は，長さではシアナミド区が249.0cmであり，

無散布区の208.0cmと比べ有意に長かった．主枝基部径，

主幹径およびせん定量は処理区間に有意な差がなかった． 
3）定植3年目の生育 

新梢の生育は，発生本数ではシアナミド区が45.8本/樹
であり，無散布区の29.8本/樹と比べ有意に多かった（第

22表）．総伸長量ではシアナミド区が41.7m/樹であり，

無散布区の26.7m/樹と比べ有意に大きかった．また，長さ

および基部径は処理区間に有意な差がなかった． 
主枝長，主枝基部径および主幹径は処理区間に有意な差

がなかった． 

 
 

生育予測モデル →

今後の気温が過去30年間（1980

～2009年）の平均気温より高い
か、同等か、低いかを選択

予測地点を選択

↓

MetBroker　Servlet

予測地点の現在までの１時間ご
との気温データをアメダスから
自動取得 自発休眠期

の発育指数
が1.0，

1.5，2.0に
達する日と
自発休眠覚
醒日を表示

↓

気温データを作成 →

↑

今後の気温を予測し選択
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第19表 シアナミド剤の散布が定植した「幸水」1年生苗木 
の葉芽の発芽率に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各区5反復で,シアナミド剤を2011年1月17日， 
2012年1月13日に動力噴霧器を用いて散布  

2）2011年は4月12日に上から10芽を，2012年は4月22日 
に各主枝先の10芽（40芽/樹）を調査 

3）角変換後ｔ検定を行い，処理区間に*は5％水準の有意差 
がある 

 
 

第20表 シアナミド剤の散布が定植1年目の「幸水」1年生苗木の新梢生育，主幹径および 
せん定量に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 

注1）各区の概要は第19表に同じ 
2）ｔ検定により処理区間にnsは有意差がない 

 
 
第21表 シアナミド剤の散布が定植2年目の「幸水」1年生苗木の新梢生育，主枝生育，主幹径およびせん定量に及ぼす影響 

注1）各区の概要は第19表に同じ 
2）ｔ検定により処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差があることを示す  

 
 

第22表 シアナミド剤の散布が定植3年目の「幸水」1年生苗木の新梢生育，主枝生育および主幹径に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
 
注1）各区の概要は第19表に同じ 

2）ｔ検定により処理区間にnsは有意差がないことを，*は5％水準の有意差があることを，**は1％水準の有意差が 
あることを示す 
 

発生本数 長さ 総伸長量 基部径

（本/樹） （cm） （m/樹） （mm） （mm） （kg/樹）

シアナミド 4.0 149.0 6.0 14.1 27.7 0.3
無散布 4.0 131.3 5.3 13.1 26.6 0.3

有意性
2) ns ns ns ns ns ns

処理区注1）
新梢

主幹径 せん定量

2011年 2012年
シアナミド注1） 94.0 96.5
無散布 68.0 84.5

有意性3) * *

処理区
発芽率（％）

2)

発生本数 長さ 総伸長量 基部径 主枝長 主枝基部径 主幹径 せん定量

（本/樹） （cm） （m/樹） （mm） （cm） （mm） （mm） （kg/樹）

シアナミド 14.8 111.2 16.3 11.1 249.0 23.6 42.4 0.8
無散布 11.4 98.0 11.1 10.3 208.0 21.3 38.9 0.7

有意性
2) ns * * ns ns ns ns ns

処理区注1)

発生本数 総伸長量 長さ 基部径 主枝長 主枝基部径 主幹径

（本/樹） （m/樹） （cm） （mm） （cm） （mm） （mm）

シアナミド 45.8 41.7 90.9 11.2 276.4 34.9 59.2
無散布 29.8 26.7 88.2 10.9 235.4 31.3 55.2

有意性
2) ** * ns ns ns ns ns

処理区注1)
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（2）シアナミド剤の散布適期判定システムの開発 
散布日を予測するため，以下の1）～4）の4項目を入力

又は選択する（第9図）と，最後に結果が表示される（第10
図）．なお，適期判定システムは9月1日から散布日までの

期間に使用できる． 
1）予測したい年を入力 
予測したい年は， 9月1日～12月31日に予測する場合で

は翌年の年を，1月1日以降に予測する場合では当年の年を，

西暦を半角数字で入力する． 
2）予測したい地点のアメダスを選択 
「アメダス地点を選択」の選択ボタンをクリックすると

「アメダス地点名」フォームが表示され，アメダス地点を

選択できる．インターネット接続下でアメダス地点を選択

すると1時間ごとの気温データが取得できる．  
3）今後の気温を選択 
「今後の気温を選択」ボタンをクリックすると「気温の

選択」フォームが表示され，今後の気温を選択できる．気

温は，1980～2009年までの30年間の気温を平均したもの

を平年値とし，それに対する-1.0℃，-0.5℃，±0℃，+0.5℃，

+1.0℃となる気温を選択できる． 
4）結果の表示  
「結果を表示する」ボタンをクリックすると，「結果表

示」ワークシートに切り替わり，結果として自発休眠期の

発育指数（DVI）が表示される． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第9図 条件を入力するワークシート 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第10図 予測結果を表示するワークシート 
 
 
 

予測したい西暦年（年は不要、開花年度）

気温の予測は、

2014
step　１
予測年を数字で入力

step ２
アメダス地点を選択
（ここをクリック） 船橋

step ３
今後の気温を選択
（ここをクリック） 船橋の平年値 最後に！

結果を表示する
（クリック）

ダウンロードが成功すると地点名が表示、０は失敗

結果の表示
船橋

開花年度 2014 年

DVI=1.0 12月29日

DVI=1.5 1月16日

DVI=2.0 2月5日

自発休眠覚醒日
(DVI=2.2)

2月12日

選択に戻る
クリック
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４．考察 

（1）シアナミド剤の散布が圃場に定植した「幸水」苗木

の生育に及ぼす影響 
ニホンナシの幼木の生育促進技術は，定植後の発芽や初

期生育の不良，または改植におけるいや地現象の影響を軽

減し，早期成園化を図るために重要である．本報告では，

ニホンナシでは開花安定のために用いられているシアナ

ミド剤を，早期成園化を目的に用いる技術として確立する

ため，圃場に定植した幼木で葉芽の発芽を向上させ新梢の

生育を促進させる効果を確認しつつ，現地改植圃場で実証

的な試験を行った． 
1年生苗木にシアナミド剤を散布した結果，定植1，2年

目では無散布区と比べ葉芽の発芽率が有意に高まり，定植

2，3年目では無散布区に比べ新梢の生育が増大した．この

ことから，シアナミド剤の散布は，圃場に定植した幼木の

葉芽の発芽促進効果があることが明らかとなった．既報に

おいて，シアナミド剤の散布によるポット試験での発芽率

の向上が報告されていたことから（吉川ら，2014），圃

場に定植した幼木の葉芽においても同様の効果があるこ

とは十分に予想され，3年に渡り調査をした結果，本報告

でもその効果を確認することができた．なお，定植1年目

では，発芽率が高まっても主枝となる4本以外の新梢を摘

心したため，新梢の生育に差が生じなかったと推察された．

そこで，定植1年目からシアナミド剤の効果を活かすため

には，発生した新梢を摘心せずに，ある程度生育させてか

らねん枝を行い下向きに誘引することで，葉数の確保がで

き生育をさらに促進できるものと考えられるが，今後，実

証試験が必要である． 
これまでに幼木の生育を促進する方法としては，定植前

の土壌消毒，堆肥やパーライト等改良資材による土壌改良

および定植後のかん水や施肥管理（北川，2004）の他，

幼木の生育促進効果が認められているマルチ処理（戸谷ら，

2014）が挙げられる．これらの方法と比較して，シアナ

ミド剤の散布は水で希釈して動力噴霧器等で散布するだ

けであり，多くの苗木を定植した場合に手軽に実施できる

ことから，有効な方法と考えられる．一方，シアナミド剤

は主幹径の肥大や主枝の生育を促進させる効果があまり

認められなかったことから，マルチ処理と比べ樹全体の生

育を促進する効果は劣ると考えられた．このように幼木の

生育促進に関する各技術には得られる効果が異なるため，

早期成園化を図るためにはこれら技術を組み合わせる必

要があると思われ，今後，後述の散布適期判定システムと

併せた実証試験を要する． 
 
（2）シアナミド剤の散布適期判定システムの開発 
冒頭で述べたように，シアナミド剤の散布適期は自発休

眠期の発育指数が1.0～1.5の時点（大野・三井，2008）で

あるが，年次変動や地点による差異が大きい．そのため，

適期に本剤を散布するには，簡便に発育指数を算出するシ

ステムが必要である．そこで，千葉県内の多くの産地にお

いて開花予測の精度が高いことが証明されている杉浦・本

條（1997）の生育予測モデルを用いて，散布適期判定シ

ステムを開発した．このシステムは広く普及しているExcel 
2007を用いて，品種や地点をボタンで簡単に選択し，複

雑なモデル式を自動的に計算できるため，普及性が高いと

考えられる．また，予測に必要な膨大な量の気温データは，

MetBroker Servletを介しインターネット接続下でアメ

ダスからリアルタイムに取得できることから，温度計の設

置や気温の記録といった装置や労力がかからない利点が

ある．さらに，本システムの利用時以降の気温は，気象庁

の長期予報を参考に，平年値を基に一定条件を選択して予

測できる．これらのことから，散布適期判定システムはリ

アルタイムにシアナミド剤の散布適期を予測できる．今後，

本システムの普及により，的確なシアナミド剤の散布が行

われることが期待される．  
これまでにシアナミド剤は，冬季の低温が不足した条件

下で，ニホンナシの花芽の発芽率を高めることを目的とし

て散布条件が検討されている（吉川ら，2014）．今後，

千葉県においても温暖化による開花異常が発生する可能

性があり（戸谷・川瀬，2011），その対策の一つとして，

シアナミド剤の散布を行うことが考えられるが，この場合

にも本システムを活用することが期待できる． 
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第３節 点滴かん水やマルチ処理によるニホンナ

シ大苗の生育促進効果 
 
１．緒言 
生産者に対して改植を促すためには，定植した苗木の生

育を良好にして，結実するまでの期間を短縮し，成園化を

促進する技術の支援が必要である．吉岡・石田（1982）
は，苗木圃場で主枝を直立に伸長させた大苗を用いること

で成園化を促進できることを明らかにしている．しかし，

この大苗は定植後の生育が不良になりやすく，改植に失敗

する事例が散見される．この対策として，主幹部周辺を稲

わらなどの有機物でマルチしているが，効果は不十分であ

る． 
ニホンナシの幼木は，根域が浅いため，土壌の乾燥によ

って新梢伸長の早期停止や樹体の衰弱が起こりやすい（吉

田，2004）とされている．一方，大苗は苗木圃場で掘り

上げる際に断根するため，乾燥による影響を受けやすい傾

向にある．土壌の乾燥を防止する手段として，少ない水量

で効率よくかん水することができる点滴かん水や被覆部

位の乾燥防止に効果があるポリエチレンフィルムが有効

と考えられる．そこで，本節ではニホンナシ大苗を定植後，

点滴かん水やポリエチレンフィルムを用いて、生育促進効

果を検証した． 
 
２．材料および方法 
（1）定植の方法 
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）で実施した．2007年11月に，2m
×2mの間隔で植栽された2年生の「幸水」（前作樹は43
年生の「幸水」）および7m×7mの間隔で植栽された45
年生の「幸水」を抜根し，7m×7mの間隔で4m角，深さ

1mの穴を6つ掘り上げた．掘り上げたそれぞれの穴に，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層に分けて施用して，

土壌改良を行った． 
（2）処理区の設定 
処理区は，点滴かん水区，マルチ区，無処理区を，それ

ぞれ2反復設けた．2008年3月に吉岡・石田（1982）の架

線式大苗育成法で2年間育成した「あきづき」（ホクシマ

メナシ台）の大苗を定植した．  
定植1年目は，点滴かん水区では，点滴かん水システム

（小林製袋産業(株)製「一滴さん」）を用い，点滴ノズル

1点を主幹の横5cm，高さ60cmに設置し，試験期間を通じ

て毎日5L/樹かん水した．マルチ区は，ポリエチレンフィ

ルム（厚さ0.02mm，透明）を，主幹を中心に1.4m四方の

大きさに被覆した．無処理区は，主幹を中心に1.4m四方

の大きさに稲わらを敷いた．処理は，2008年4月23日から

同年11月30日まで行った． 
定植2年目も定植1年目と同様に，同一の樹に対して点滴

かん水とマルチを行った．点滴かん水区では，それぞれの

主枝先の高さ60cmに点滴ノズルを1点ずつ計4点設置し，

試験期間を通じて毎日10L/樹かん水した．マルチ区におけ

るポリエチレンフィルムおよび無処理区における敷わら

は，主幹を中心に2m四方の大きさに被覆した．処理は，

2009年4月21日から同年11月30日まで行った． 
肥料は，点滴かん水区と無処理区および定植1年目のマ

ルチ区では高度複合ナシ専用（窒素:リン酸:加里=12:14:7）
を用い，1樹当たり年間の窒素成分量で定植1年目は300g，
2年目は400gを第23表に示すとおり施用した．定植2年目

のマルチ区は，被覆燐硝安加里424（窒素:リン酸:加里=14:
12:14，溶出期間270日）を用いて年間窒素成分量400gの
内70％をマルチ被覆時に施用し，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月に第23表のとおり

に施用した．農薬散布や摘花などの栽培管理は，慣行に準

じて行った． 
（3）調査項目 
新梢の生育は，発生本数および長さについて，30cm以

上の長さの枝を落葉期に調査した．基部径は，50cm以上

の長さの枝について基部から10cm上部の節間の直径を落

葉期の11月に調査した．樹冠の広がりを把握するため，側

枝の長さおよび本数をせん定後の3月に調査した．なお，

主枝の先端から発生した新梢は圃場の上部の多目的防災

網まで達して伸長を阻害されたため，主枝のデータは省略

した． 
定植2年目は1樹当たり20果程度を着果させ，収穫時に

全ての果実の重量を調査した．果実品質は，収穫盛期に平

均的な大きさの果実を1樹当たり10果調査した．硬度はマ

グネステーラー硬度計（10lbs.，プランジャーは5/16イン

チ）を，糖度は糖度計（アタゴ社製RX-5000）を，酸度は

pHメーター（堀場製作所製F-22C）を用いて，育成系統

適応性検定試験・特性検定調査方法（農林水産省果樹試験

場，1994）に基づき測定した． 
地温は，各区に1か所ずつ，樹の主幹から40cm離れた場

所の深さ20cmの位置にセンサー（TR-0506）を埋設し，

サーモレコーダー（T＆D社製RS-11）で毎正時ごとに測

定した．土壌水分は，各区に1か所ずつ，樹の主幹から40
cm離れた場所の深さ20cmの位置にセンサー（EC-5）を埋

設し，土壌水分計（Decagon社製ECHOロガー）で毎正時

ごとに測定した．あらかじめ黒ボク土で計測を行い，回帰

式から体積含水率を求めた．なお，土壌水分は定植2年目

のみ測定した．地温および土壌水分の欠測値は前後のデー

タから補正した． 
 

３．結 果 

（1）点滴かん水やマルチが定植１年目の大苗の生育に及

ぼす影響 
定植1年目における新梢の生育を第24表に示した．新梢

の長さは，無処理区を100とした場合，点滴かん水区およ

びマルチ区のそれぞれ131および129であった．基部径は，

点滴かん水区およびマルチ区がそれぞれ108および111で
あった．発生本数は，点滴かん水区およびマルチ区がそれ

ぞれ154および138であった．1樹当たりの総伸長量は，点
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滴かん水区およびマルチ区がそれぞれ210および187と大

きかった．定植1年目における側枝の生育を第25表に示し

た．側枝の長さは，無処理区を100とした場合，点滴かん

水区およびマルチ区がそれぞれ 137および154で，本数が

ともに163であった．総側枝長は，点滴かん水区およびマ

ルチ区がそれぞれ223および250と大きかった． 
定植1年目における地温の推移を第11図に示した．マル

チ区の地温は，試験期間を通じて無処理区よりも高く推移

し，その平均が22.9℃と無処理区の20.8℃に比べ2.1℃高

かった．点滴かん水区の地温は，無処理区と比べて6～8
月が高く，10月以降が低く推移したが，全体的に見ると無

処理区と同程度に推移し，その平均も20.8℃で無処理区と

同じであった． 
 
（2）点滴かん水やマルチが定植２年目の大苗の生育に及

ぼす影響 
定植2年目における新梢の生育を第26表に示した．新梢

の長さは，無処理区を100とした場合，点滴かん水区およ

びマルチ区がそれぞれ94および91であった．基部径は，

点滴かん水区およびマルチ区がともに無処理区並みであ

った．発生本数は，点滴かん水区およびマルチ区がそれぞ

れ155および148であった．このように，定植1年目の生育

と異なり，点滴かん水区およびマルチ区の新梢の長さが無

処理区より短かったが，発生本数は多かったため，総伸長

量は点滴かん水区およびマルチ区が145および136と大き

かった． 
定植2年目における側枝の生育を第27表に示した．側枝

の長さは，無処理区を100とした場合，せん定後の点滴か

ん水区およびマルチ区がそれぞれ105および116で，本数

が167および175であった．その結果，総側枝長は，点滴

かん水区およびマルチ区がそれぞれ175および203と大き

かった．このように，点滴かん水区およびマルチ区では総

側枝長が無処理区に比べ大きく，定植2年目においても樹

冠は無処理区に比べ拡大の程度が大きかった． 
定植2年目における収量および果実品質を第28表に示

した．果実の平均重は，無処理区を100とした場合，点滴

かん水区およびマルチ区がそれぞれ 107および102であ

った．軸折れによる落果で収穫果数に差が生じたため，1
樹当たりの収量はそれぞれ98および129であった．果実の

硬度，糖度，酸度は，処理による差が見られなかった． 
定植2年目のそれぞれの処理区における7月13日から11

月30日までの地温の推移を第12図に示した．マルチ区の

地温は，測定した期間を通じて無処理区よりも高く推移し，

その平均が22.4℃と無処理区に比べ1.0℃高かった．点滴

かん水区の地温は，無処理区と比べて7～8月が高く，10
月以降が低く推移したが，全体的に見ると無処理区と同程

度に推移し，その平均も21.2℃で無処理区とほぼ同じであ

った．また，4月21日から11月30日までの土壌の体積含水

率の推移を第13図に示した．点滴かん水区の体積含水率は

試験期間を通じて無処理区よりも高く推移し，その平均が

51.7％と無処理区の41.3％に比べ10.4％高かった．マルチ

区の体積含水率は試験期間を通じて無処理区よりも低く

推移し，その平均が37.6％と無処理区の41.3％に比べ3.7％
低かった．

第23表 定植1～2年目の施肥時期と配合割合  第24表 点滴かん水やマルチが定植1年目の「あきづき」 大苗の新梢 
の生育に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
注1）高度複合ナシ専用を用いた                注1）処理区は各2反復 
  2）定植 2 年目のマルチ区は別の施肥設計       2）( )内の数値は無処理区を 100 とした比数 
 
 
第25表 点滴かん水やマルチが定植１年目の「あきづき」 

大苗の側枝の生育に及ぼす影響 
 
 
 
 
 
 
注1）処理区は各2反復 
  2）( )内の数値は無処理区を100とした比数 

施用時期 配分割合（％）

3月上旬 20
5月上旬 20
6月上旬 20
9月下旬 20
10月下旬 10
12月上旬 10

長さ 本数 総側枝長

（cm） （本/樹） （ｍ/樹）

点滴かん水 51.3（137） 13（163） 6.7（223）
マルチ　 57.8（154） 13（163） 7.5（250）
無処理 37.4（100）   8（100） 3.0（100）

処理区
注1)

長さ 基部径 発生本数

（cm） （mm） （本/樹）

点滴かん水 70.7（131） 9.5（108） 20（154） 14.1（210）
マルチ　 69.5（129） 9.8（111） 18（138） 12.5（187）
無処理 53.9（100） 8.8（100） 13（100）  6.7（100）

処理区注1） 総伸長量

（ｍ/樹）

5
10
15
20
25
30
35

4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19

地
温
（
℃
）

点滴かん水

マルチ

無処理

第 11 図 定植 1 年目の地温の推移 
注）地温は日別平均しその値の 7 日ごとの移動平均

値を示した． 
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第26 表 点滴かん水やマルチが定植2年目の「あきづき」     第27表 点滴かん水やマルチが定植2年目の「あきづき」 
大苗の新梢の生育に及ぼす影響               大苗の側枝の生育に及ぼす影響 

注1）処理区は各2反復                                        注1）処理区は各2反復 
  2）( )内の数値は無処理区を100とした比数                   2）( )内の数値は無処理区を100とした比数 
 
 

第28表 点滴かん水やマルチが定植2年目の「あきづき」大苗の収量および果実品質に及ぼす影響 

注1）処理区は各2反復 
          2）( )内の数値は無処理区を100とした比数 
 
 

 
 
 
 
４．考察 
大苗を利用したニホンナシの改植は，成園化を促進させ

るうえでは有効な方法である．しかし，大苗は定植後に土

壌乾燥の影響を受けやすく，初期生育が不良になりやすい．

そこで，本節では，定植後の「あきづき」大苗に点滴かん

水やマルチを行って，土壌水分や地温が樹の初期生育に及

ぼす影響を調査した． 
本試験を行った圃場は黒ボク土であるが，この土壌にお

いて植物が容易に水を吸収できる体積含水率は32.0～45.0％
の範囲である（安西，2001）．この基準と比べると点滴

かん水区の土壌は過湿な状態であったと推定されたが，樹

の生育は無処理区と比べると向上し，果重も無処理区と比

べ7％重くなった．一方，地温は，点滴かん水区では無処

理区並みに推移したことから，樹の生育を向上させる要因

ではないと考えられる．したがって，定植1～2年目の生育

を考えると，土壌水分は高い方が良く，この時期の点滴か 

 
 
ん水は効果が高いと考えられた．しかし，過湿な土壌条件

で樹齢を重ねると樹の生育や収量が低下する可能性が指

摘されており（猪崎，1986），点滴かん水量については

最適な水量を検討する必要がある． 
マルチ区では，体積含水率の平均値は植物が容易に水を

吸収するのに適正な範囲内であり，下限値も30％前後であ

ることから，樹の生育に負の影響を及ぼしたとは考えられ

ない．一方，地温は，試験期間を通じてマルチ区では無処

理区よりも高く推移した．ニホンナシの根は地温20℃前後

で最も活性化するが，30℃以上に達すると根の呼吸が盛ん

になり樹勢が低下するとされている（平田，2001）． 
また，ニホンナシ「幸水」の根の伸長は5月に大きなピ

ークが見られ，新梢が生育するのに必要な養水分吸収を行

う細根が多く発生する．本試験では，定植1年目のマルチ

区における5月の平均地温は20.7℃で，無処理区に比べ3.3℃

10 

15 

20 

25 

30 

7/19 8/19 9/19 10/19 11/19

地
温
（
℃
）

点滴かん水

マルチ

無処理

20

25

30

35

40

45

50

55

60

4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19

土
壌
の
体
積
含
水
率
（
％
）

点滴かん水

マルチ

無処理

基部径 発生本数 総伸長量

（mm） （本/樹） （ｍ/樹）

点滴かん水  102（  94） 12.1（101） 45（155） 45.1（145）
マルチ　    99（ 91） 12.4（103） 43（148） 42.1（136）
無処理  109（100） 12.0（100） 29（100） 31.0（100）

処理区注1)
長さ

（cm）

本数 総側枝長

（本/樹） （ｍ/樹）

点滴かん水   98（105） 20（167） 19.6（175）
マルチ　 108（116） 21（175） 22.7（203）
無処理   93（100） 12（100） 11.2（100）

長さ

（cm）
処理区

 注1)

収穫果数 果重 硬度 糖度

（個） （ｇ） （lbs.） （Brix）
点滴かん水 15（  88） 551（107）   8.3（  98） 3.8 12.1
マルチ　 21（124） 525（102） 11.0（129） 3.7 12.2
無処理 17（100） 515（100）   8.5（100） 3.5 11.7

4.9
4.8

酸度

4.9
（ｐH）（kg/樹）

収量
処理区 注1）

第 12 図 定植 2 年目の地温の推移 
注）地温は日別平均し，その値の 7 日ごとの移動平均値 

第 13 図 定植 2 年目の土壌の体積含水率の推移 
注）体積含水率は日別平均し，その値の 7 日ごとの 

移動平均値 
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高かった．これらのことから，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℃前後に維持されたこと

により，新梢の伸長が促されたと推察される．カキでは苗

木の定植時にポリエチレンフィルムで被覆すると，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，根の生育は調査していないが，樹の生育については

同様の結果を得ることができたことから，マルチによる地

温上昇の効果と判断される．一方，定植1年目のマルチ区

の8月の地温は，根が衰弱するとされる30℃以上に達した

時間が無処理区と比べ長くなった．このことから，生育を

更に向上させるためには，8月に地温を上昇させないよう

マルチを撤去することなどを検討する必要がある． 
以上のように，大苗の定植後に点滴かん水やマルチを行

うことは樹の生育向上に有効であることが明らかになっ

た．点滴かん水とマルチは，新梢の生育や樹冠の大きさを

比較する限りにおいては，その効果に違いはなかった．点

滴かん水は，初期費用がかかるものの設置後の労力は必要

としない．一方，ポリエチレンフィルムによる被覆は費用

が安いが，被覆作業や施肥に手間がかかる．施肥について

は，定植2年目において被覆化成肥料を用いたところ，マ

ルチ被覆期間の施肥を省略することができ，年間の施肥回

数は慣行の半分に削減できた．したがって，生産者が点滴

かん水とマルチのいずれを選択するかは，園地の状態や改

植する苗木の本数などが判断要素になると考えられる．ま

た，点滴かん水とマルチの相乗効果については，試験を行

い，明らかにする必要がある． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


