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第５章 ニホンナシ幼木の生育促進技術の現地実証 

 
第１節 マルチ処理が生産者の新植圃場および改

植圃場に定植したニホンナシ大苗の生育に

及ぼす影響 
 

１．緒言 
ニホンナシ幼木の生育を促進させる技術として，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）する方法を第3章および第4章で開発して

いる．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，マルチ処理による幼木の生育増大が収量の増

加に結びつくかという点である．そこで，生産者の新植圃

場に「幸水」の大苗を定植し，マルチ処理が初期収量や果

実品質に及ぼす影響を調査した． 
2つ目は，いや地現象で生育不良が生じる改植圃場でマ

ルチ処理の有効性を確認することである．そこで，生産者

の改植圃場に「幸水」および「豊水」の大苗を定植し，い

や地現象の発生が懸念される条件においても，マルチ処理

が初期収量を向上させる効果があることを現地実証した． 
 
２．材料および方法 

（1）生産者の新植圃場におけるマルチ処理の増収効果 
1）定植の方法 

生産者の新植圃場（千葉県八街市，腐植質普通黒ボク土，

前作は落花生）で実施した．2013年3月に，定植位置を

4m×4mの間隔に設け，植え穴を掘り，吉岡・石田（1982）
の架線式大苗育成法により大苗育成圃場（八街市）で2年
間育成した4本主枝の「幸水」（ホクシマメナシ台）大苗

を定植した（写真8）．  
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4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2013年4月20日～11月30日および2014年4

月25日～11月30日の期間，被覆した．被覆の範囲は，主

幹を中心に2013年が縦横1.4m，2014年が縦横2mとした．

無処理区は被覆を行わなかった．  
3）栽培の概要 

定植後の施肥は，年間の窒素成分量で2013年が170g/樹，

2014年が340g/樹とした．マルチ区では，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の内70％を被覆時に施用し，残りは被

覆前の3月と除去後の12月に無処理区と同様に施用した．

無処理区は，尿素と油かすを用い，年4回に分けて施用し

た． 
樹の仕立て法は折衷式平棚仕立て（十文字方向）とした．

かん水や新梢誘引，せん定等の栽培管理は生産者が常法に

準じて行った．また，定植2年目には着果させたが，着果

数や収穫時期などは生産者に一任した． 
4）調査項目 

収量は，2014年8月に収穫直前の着果数を測定し，収穫

盛期の平均果重の積で求めた．果実品質は，2014年8月の

収穫盛期に平均的な大きさの果実を4果/樹を調査した．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． 
新梢，主枝および主幹径の生育は，定植直後の2013年4

月と落葉後の同年11月および2014年11月に測定し，樹ご

との平均値をｔ検定した．新梢の生育は，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． 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

写真8 大苗育成圃場（左）と新植圃場に定植した大苗（右） 
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（2）生産者の改植圃場におけるマルチ処理の増収効果 
1）定植の方法 
生産者のナシ改植圃場（千葉県八街市，腐植質普通黒ボ

ク土，2013年12月に前作樹を伐採）で実施した．2014
年3月に，定植位置を4m×4mの間隔に設け，植え穴を掘

り，試験1と同様の方法で育成した 4本主枝の「幸水」お

よび「豊水」（ともにホクシマメナシ台）の大苗を定植し

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4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2014年4月25日～11月30日および2015年4月20日～

10月13日の期間，試験1と同様の範囲を被覆した．無処理

区は被覆を行わなかった．  
3）栽培の概要 
定植後の施肥，樹の仕立て法，せん定および着果管理な

どの栽培管理は試験1と同様に行った． 
4）調査項目 
収量と果実品質は，2015年8月に試験3と同様に調査し

た．新梢，主枝および主幹径の生育は，定植直後の2014

年4月と落葉後の11月および2015年11月に試験1と同様に

測定し，樹ごとの平均値をｔ検定した．  
 
３．結果 

（1）生産者の新植圃場におけるマルチ処理の増収効果 
1）収量および果実品質 
果数は，マルチ区が19.0果/樹であり，無処理区の9.8果/

樹と比べ有意に多かった（第29表）．収量は，マルチ区が

6.0㎏/樹であり，無処理区の2.9㎏/樹と比べ有意に多かっ

た．1果重および果実品質は処理区間に有意な差が認めら

れなかった． 
2）新梢の生育 
定植時の新梢は，全ての項目で処理区間に有意な差がな

かった（第30表）．発生本数は，定植1，2年目ではマル

チ区が36.2本/樹および79.8本/樹であり，無処理区の17.8
本/樹および50.0本/樹と比べ有意に多かった．長さは，定

植１年目ではマルチ区が82.8cmであり，無処理区の62.1cm
と比べ有意に長かった．総伸長量は，定植1，2年目ではマ

ルチ区が29.6m/樹および58.5m/樹であり，無処理区の11.0
m/樹および34.9m/樹と比べ大きかった．基部径は処理区

間に有意な差がなかった． 
                  

第29表 マルチ処理が生産者の新植圃場における「幸水」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4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 
 

第30表 マルチ処理が新植圃場における「幸水」大苗の新梢，主枝および主幹径の生育 
に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各4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 

主幹径

長さ 長さ 基部径

（cm） （cm） （mm） （mm）

マルチ 4.8 76.0 3.6 9.4 186.0 20.2 37.8
無処理 6.0 74.8 4.5 9.5 183.3 19.7 37.1
有意性

2） ns ns ns ns
マルチ 36.2 82.8 29.6 11.6 273.8 31.0 57.1
無処理 17.8 62.1 11.0 10.3 233.8 26.1 52.0
有意性 * ** ** *
マルチ 79.8 73.1 58.5 10.8 310.1 40.6 74.6
無処理 50.0 69.8 34.9 10.7 285.5 35.4 65.5
有意性 ns ns ** **

主枝

定植時

1年目

2年目

定植後
の年数 処理区

注1）
新梢

3）

発生本数

（本/樹）

ns

**

**

総伸長量
4）

（m/樹）

ns

** ns

**

基部径

（mm）

ns

ns

1果重 収量 地色 硬度 糖度

（g/個） （kg/樹） (lbs.) (brix％)
マルチ 19.0 317.7 6.0 3.8 5.0 13.0
無処理 9.8 298.4 2.9 3.2 4.8 12.8
有意性

2） ns * ns ns ns**

処理区注1） 果数

（個/樹）
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3）主枝や主幹径の生育 
定植時の主枝および主幹径は，全ての項目で処理区間に

有意な差がなかった．長さは，定植１年目ではマルチ区が

273.8cmであり，無処理区の233.8cmと比べ有意に長かっ

た（第30表）．基部径は，定植1，2年目ではマルチ区が

31.0mmおよび40.6mmであり，無処理区の26.1mmおよ

び35.4mmと比べ有意に太かった．主幹径は，定植1，2年
目ではマルチ区が57.1mmおよび74.6mmであり，無処理

区の52.0mmおよび65.5mmと比べ有意に太かった． 
 
（2）生産者の改植圃場におけるマルチ処理の増収効果 
1）「幸水」大苗に用いた場合 
ⅰ 収量および果実品質 
果数は，マルチ区が39.8果/樹であり，無処理区の22.0

果/樹と比べ有意に多かった（第31表）．収量は，マルチ

区が13.3㎏/樹であり，無処理区の6.9㎏/樹と比べ有意に多

かった．1果重および果実品質は，処理区間に有意な差が

認められなかった． 
ⅱ 新梢の生育 
定植時の新梢は，全ての項目で処理区間に有意な差がな

かった（第32表）．発生本数は，定植1，2年目ではマル

チ区が21.5本/樹および44.3本/樹であり，無処理区の7.5本
/樹および28.0本/樹と比べ有意に多かった．総伸長量は，

定植1年目ではマルチ区が13.0m/樹であり，無処理区の

4.7m/樹と比べ有意に大きかった．長さや基部径は処理区

間に有意な差がなかった． 
ⅲ 主枝や主幹径の生育 
定植時の主枝および主幹径は，全ての項目で処理区間に

有意な差がなかった（第32表）．長さは，定植１年目では

マルチ区が219.6cmであり，無処理区の202.3cmと比べ有

意に長かった．基部径は，定植1，2年目ではマルチ区

が28.6mmおよび34.8mmであり，無処理区の25.2mmお

よび31.2mmと比べ有意に太かった．主幹径は，定植1，2
年目ではマルチ区が57.7mmおよび70.5mmであり，無処

理区の50.1mmおよび61.7mmと比べ有意に太かった．  
2）「豊水」大苗に用いた場合 
ⅰ 収量および果実品質 
果数は，マルチ区が38.3果/樹であり，無処理区の33.0

果/樹と比べ有意に多かった（第31表）．収量は，マルチ

区が13.8kg/樹であり，無処理区の10.8kg/樹と比べ有意に

多かった．1果重および果実品質は処理区間に有意な差が

認められなかった． 
ⅱ 新梢の生育 
定植時の新梢は，全ての項目で処理区間に有意な差がな

かった（第33表）．発生本数は，定植1，2年目ではマル

チ区が32.5本/樹および50.0本/樹であり，無処理区の15.3
本/樹および24.0本/樹と比べ有意に多かった．総伸長量は，

定植1，2年目ではマルチ区が29.1m/樹および38.9m/樹で

あり，無処理区の14.2m/樹および17.5m/樹と比べ大きか

った．長さや基部径は処理区間に有意な差がなかった． 
ⅲ 主枝や主幹径の生育 
定植時の主枝および主幹径は全ての項目で処理区間に

有意な差がなかった（第33表）．主幹径は，定植1，2年
目ではマルチ区が64.3mmおよび76.3mmであり，無処理

区の56.7mmおよび65.3mmと比べ有意に太かった．長さ

や基部径は処理区間に有意な差がなかった． 
 
 

第31表 マルチ処理が生産者の改植圃場における「幸水」および「豊水」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4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 
 
 
 
 
 
 
 
 

果数 1果量 地色 硬度 糖度 酸度

（個/樹） （g/個） (lbs.) (brix％) (pH）

マルチ 39.8 334.1 13.3 2.3 5.2 13.4 5.4
無処理 22.0 312.0 6.9 2.1 5.1 13.6 5.5
有意性

2） ** ns ns ns ns ns
マルチ 38.3 326.7 13.8 3.2 4.2 12.9 4.8
無処理 33.0 360.4 10.8 3.1 4.4 12.5 4.7
有意性 * ns ns ns ns ns

豊水

処理区注1）品種

幸水

収量

（kg/樹）

**

*
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第32表 マルチ処理が生産者の改植圃場における「幸水」大苗の新梢や主枝および主幹径の 
生育に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各4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33表 マルチ処理が生産者の改植圃場における「豊水」大苗の新梢や主枝および主幹径の 
生育に及ぼす影響 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注1）処理区は各4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 

 
 
４．考察 
本節では，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，生産者の新植圃場にお

いて収量や果実品質に及ぼす影響を現地検証するととも

に，いや地現象が発生する改植条件下での効果を生産者の

圃場において現地検証した． 
マルチ処理による幼木の生育増大が収量の増加が結び

つくことを明らかにするため，生産者の新植圃場で「幸水」

大苗を用いて試験を行った．その結果，マルチ処理を行っ

た樹の定植2年目の着果数は1.9倍になり，収量が2.1倍と

増加した．着果数が多くなると，それに見合った乾物生産

量が伴わないと果実肥大が促進されないこと（大谷，2011）
や乾物生産量を高めるためには光合成同化産物を生産す

るための葉量と光合成能力を高める必要があること（高橋，

1998）が報告されている．本試験では，定植2年目のマル

チ処理を行った幼木の生育は，新梢の発生本数や総伸長量

が1.6倍および1.7倍に増加した結果，葉数が増加し同化産

物も多くなったと推察され，1果重は処理区間に差がなか

った．また、樹勢が盛んになっても果実品質は反対に低下

することが多いこと（古屋，1995）が指摘されているが，

本試験においては果実品質が無処理区と同程度あった．以

上のことから，マルチ処理では，生産者の新植圃場におい

主幹径

長さ 長さ 基部径

（cm） （cm） （mm） （mm）

マルチ 5.3 61.8 3.2 8.1 187.1 21.6 42.5
無処理 5.5 57.3 3.2 8.7 186.3 20.0 40.9
有意性

2） ns ns ns ns
マルチ 21.5 60.7 13.0 9.4 219.6 28.6 57.7
無処理 7.5 52.3 4.7 8.6 202.3 25.2 50.1
有意性 ns * * ** 
マルチ 44.3 65.6 29.1 9.7 313.8 34.8 70.5
無処理 28.0 78.1 21.5 10.1 319.9 31.2 61.7
有意性 ns ns * * 

基部径

（mm）

ns

ns

ns

ns

**

*

総伸長量
4）

（m/樹）

ns

*

ns

主枝

定植時

1年目

2年目

定植後
の年数 処理区注1）

新梢
3）

発生本数

（本/樹）

主幹径

長さ 基部径 長さ 基部径

（cm） （mm （cm） （mm） （mm）

マルチ 7.2 79.1 5.9 9.7 211.8 21.6 43.9
無処理 8.8 74.6 6.5 8.8 220.8 21.2 44.1
有意性

2） ns ns ns ns
マルチ 32.5 89.1 29.1 10.4 280.4 29.6 64.3
無処理 15.3 93.5 14.2 10.7 269.6 27.4 56.7
有意性 ns ns ns **
マルチ 50.0 77.3 38.9 9.8 304.3 36.7 76.3
無処理 24.0 70.9 17.5 9.9 309.9 32.7 65.3
有意性 ns ns ns *

定植時

1年目

2年目

定植後
の年数 処理区注1）

新梢
3） 主枝

発生本数

（本/樹）

ns

**

*

ns

ns

ns

総伸長量
4）

（m/樹）

ns

*

**
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て，生育増大とそれに伴う収量増加を両立させることがで

きた． 
改植圃場におけるマルチ処理の有効性を「幸水」および

「豊水」の大苗を用いて検討した．その結果，マルチ処理

を行った「幸水」幼木の定植2年目の着果数は1.8倍になり，

収量が1.9倍と増加し，果実品質が無処理区と同程度であ

った．マルチ処理を行った「幸水」幼木の定植2年目の生

育は，新梢の発生本数が1.6倍に増大したが，総伸長量に

差がなかった．また，マルチ処理を行った「豊水」幼木の

定植2年目の着果数は1.2倍になり，収量が1.3倍と増加し，

果実品質が無処理区と同程度であった．マルチ処理を行っ

た幼木の定植2年目の生育は，新梢の発生本数や総伸長量

が2.1倍および2.2倍に増大し，主幹径が1.2倍と肥大し，

収量が1.3倍と多くなった．なお，「幸水」と「豊水」の

着果数は，生産者が樹の生育状況を勘案して調整したもの

である． 
以上の結果，改植圃場でもマルチ処理による幼木の生育

増大とそれに伴う収量増加を確認することができた． 
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第２節 シアナミド剤の散布が生産者の改植圃場 
に定植したニホンナシ大苗の生育に及ぼす

影響 
 
１．緒言 
第4章第2節で実施した圃場試験の結果，ニホンナシへの

シアナミド剤の散布は，幼木の葉芽の発芽率を高め，初期

生育を促進させる効果があることが明らかとなり，改植を

推進する技術の一つとなる可能性がある． 
そこで，本節では生産者の改植圃場に定植した「幸水」

大苗を用いて，シアナミド剤の散布による生育促進効果を

検証した． 
 
２．材料および方法 
（1）定植の方法 
生産者のナシ改植圃場（千葉県八街市，腐植質普通黒ボ

ク土，2013年12月に前作樹を伐採）において試験を実施

した． 
2014年3月に，定植位置を4m×4mの間隔に設け，植え

穴を掘り，吉岡・石田（1982）の架線式大苗育成法によ

り大苗育成圃場（八街市）で2年間育成した4本主枝の「幸水」

（ホクシマメナシ台）大苗を定植した．  
（2）処理区の設定 
試験はシアナミド剤を散布した区（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樹として各区4反復

とした．シアナミド剤の散布は第4章第2節と同様とし，

2014年1月23日に大苗育成圃場で散布した．  
（3）栽培の概要 
定植後の施肥は，年間の窒素成分量で170g/樹とし，尿

素と油かすを用い，年4回に分けて施用した．樹の仕立て

法は折衷式平棚仕立て（十文字方向）とした．かん水等の

栽培管理は生産者が常法に準じて行った． 
（4）調査項目 
葉芽の発芽は，2014年4月に各主枝の先端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．新梢，主枝および主幹径の生育は，定植後

の2014年4月と落葉後の11月に測定した．新梢の生育は，

長さ30cm以上の新梢の発生本数，長さおよび基部から10
cm上部の節間の直径（基部径）を測定した． 
主枝の生育は，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，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． 
新梢，主枝および主幹の生育については各区の平均値を

t検定した． 
 
３．結果 
（1）定植時の樹の状態 
定植時の主枝本数，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（第34表）． 
（2）定植1年目の生育 
葉芽の発芽率はシアナミド区が97.0％であり，無散布区

の88.0％と比べ有意に高かった（第35表，写真9）． 
新梢の生育は，発生本数ではシアナミド区が13.5本/樹

であり，無散布区の7.5本/樹と比べ有意に多かった（第36
表）．長さ，総伸長量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． 
 
 
第 34 表 生産者の改植圃場における「幸水」大苗の定植直後の主枝   第 35 表 シアナミド剤の散布が生産者の   

および主幹の状態                           改植圃場に定植した「幸水」大 
苗の葉芽の発芽率に及ぼす影響 

注1）生産者圃場（八街市）で2013年12月に前作樹を伐採し，2014年 
3月に改植 

2）シアナミド剤の10倍希釈液を2014年1月23日に動力噴霧器を用いて 
散布 

3）ｔ検定により処理区間にnsは有意差なし  
 
 
 
 
 

本数 長さ 基部径

（本/樹） （cm） （mm） （mm）

シアナミド
2) 4 193.3 19.0 40.8

無散布 4 189.3 19.6 40.0
有意性

3) ns ns ns ns

処理区注1)
主枝

主幹径 処理区注1） 発芽率（%）
2)

シアナミド 97.0
無散布 88.0

有意性
3) ** 

注 1）各区の概要は第 34 表に同じ  
2）2014 年 4 月 23 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 1％水準の有意差がある 
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写真9 シアナミド剤を散布した樹の主枝先（左）と無散布の樹の主枝先（右，ともに4月15日） 
 
 
第36表 シアナミド剤の散布が生産者の改植圃場に定植した「幸水」大苗の新梢生育，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34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1％水準の有意差がある  

 
 
４．考察 

改植圃場ではいや地現象の発生により定植後の生育が

抑制されるため（戸谷ら，2012），生産者の改植圃場で

のシアナミド剤の散布効果の知見が必要であることから，

これを「幸水」大苗を用いて実証試験した．その結果，第

4章第2節で実施した圃場試験と同様に，葉芽の発芽率と新

梢生育を有意に促進した．このように，改植後の幼木にも

シアナミド剤の効果が得られたことから，本剤の散布は改

植圃場における早期成園化を目的に用いる技術の一つと

なる可能性が示唆された．  

 シアナミド剤の散布は，第4章第2節で実施した圃場試験

と同様に，主枝や主幹径の生育を促進する効果は認められ

なかった．一方で，散布にかかる時間は1年生苗木を定植

した場合，1年目が10秒程度/樹，3年目が30秒程度/樹と短

時間である．生産者に実施したアンケート調査によると，

改植時の問題点として，労働力の不足が大きな割合を占め

ている（データ未発表）．そのため，シアナミド剤の散布

は，生育促進効果が限定されるが，短時間で多くの苗木に

対して散布できることから，生産現場でも普及が容易であ

ると考えられる． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

長さ 総伸長量 基部径

（cm） （m/樹） （mm） （cm） （mm） （mm）

シアナミド 13.5  53.8 6.1 8.3 258.1 26.1 50.6
無散布 7.5 52.4 4.1 8.6 246.9 25.2 50.1

有意性
2) ns ns ns ns ns ns

処理区注1) 発生本数

（本/樹）

新梢
主枝基部径 主幹径主枝長

**


