
原　著

21

根圏土壌アッセイ法によるニホンナシのいや地リスクの評価
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Abstract
We applied the rhizosphere soil assay method used for asparagus, and conducted the following tests to establish a soil sickness 

risk evaluation method for the Japanese pear. First, when we measured the pear soil gradually diluted with non-pear soil with the 
rhizosphere soil assay, the inhibition rate of soil decreased from 75.6 to 18.3% according to the level of dilution (y = 12.9ln(x) + 11.5, 
r = 0.97, x: proportion of pear soil, y: percentage of soil inhibition). In addition to this, in the same way as the above-mentioned 
test, we gradually diluted the pear soil with non-pear soil, and we planted an annual nursery of pear. As the results, the growth 
of shoots increased accordingly. Therefore, it was clear that the rhizosphere soil assay method was effective as a technique to 
evaluate the risk of soil sickness for the pear. On the other hand, when we measured the soil around a pear tree planted in the 
field with the rhizosphere soil assay method, it was revealed that there is a difference in distance and depth.
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緒　　言

長年ニホンナシ栽培を続けた園地では，新たに定植した

苗木にいや地現象と呼ばれる樹体の生育不良が発生してお

り（戸谷ら， 2012），改植推進の阻害要因となっている．

いや地現象は多くの果樹で発生が認められており，モモ

（水谷ら， 1977）やウメ（大江ら， 2002）では前作の根や土

壌中に残っている青酸配糖体が関与していることが報告さ

れている．ニホンナシにおいても，いや地現象は生育阻害

物質による可能性が示唆されている（戸谷ら， 2012）．一

般的に，その発現の強さは圃場の土壌環境や前作樹からの

距離が関与する（平野， 1980）とされており，ニホンナシ

でも樹体生育への抑制程度（以下，いや地リスク）は圃場

の条件によって異なる傾向がみられる．

生産者は，改植圃場のいや地リスクの影響を予想できな

いことから発生対策を実施しないことも多い．また，いや

地現象の軽減対策として客土処理など複数の方法が報告

（平井ら， 2019; 戸谷ら， 2014）されているが，それぞれコ

ストや処理時間，効果が大きく異なるため，どの対策を実

施してよいかわからない．このため，適切な対策を行うた

めには苗木の定植予定地のいや地リスクを把握する必要が

ある．そこで，アスパラガスのいや地検定に用いられてい

る根圏土壌アッセイ法（藤井， 1994; 元木ら， 2006a）を活

用し，ニホンナシのいや地リスクの評価を行った．

根圏土壌アッセイ法は，根から根圏土壌中に放出される

物質による作用を検定する方法で，少ない供試土壌量でも

アレロパシー活性の評価法として用いることができる（元

木ら， 2006a）．本法をニホンナシのいや地リスクを評価す

る方法として確立するためには，いや地リスクが段階的に

異なる土壌に対する根圏土壌アッセイ法の反応や樹体生育

への影響を明らかにする必要がある．そこで試験 1 では，

いや地リスクが高いと考えられるニホンナシの連作土を，

新土で段階的に希釈し，作成したいや地リスクが異なる

サンプル土壌を，根圏土壌アッセイ法で測定し，その関連

性を調査した．また，試験 2 ではニホンナシの連作土を新

土で段階的に希釈して作成したいや地リスクが異なる土壌

に，1 年生苗木を植え付け，生育を調査した．

一方，アスパラガス栽培圃場において根圏土壌アッセイ
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法で測定した生育阻害活性は，畝上および通路部分の土壌

で弱く，根圏土壌で強かったことが報告されている（元木

ら， 2006b）．ニホンナシでは，圃場内のいや地リスクの分

布を示す知見はないが，アスパラガスと比べ樹体が大きい

ことからいや地リスクの分布も広範囲に及ぶ可能性が考え

られる．そのため，生産現場において，根圏土壌アッセイ

法を活用するためには，ニホンナシの樹周辺の土壌のいや

地リスクの分布を明らかにし，サンプリングする位置を特

定する必要がある．そこで，試験 3 では，圃場内に植栽さ

れたニホンナシ‘新高’を一つの例とし，距離別および深

さ別に土壌を採取し根圏土壌アッセイ法で測定すること

で，いや地リスクの分布を数値化した．

その結果，根圏土壌アッセイ法はニホンナシのいや地リ

スクを評価する方法として有効であることが明らかになっ

たので報告する．

材料および方法

1．いや地リスクが段階的に異なる土壌に対する根圏土壌

アッセイ法の反応（試験 1）
1）処理区の設定

栽培試験は，千葉県農林総合研究センターの圃場で行っ

た．果樹未植栽圃場の土壌（野菜類の栽培圃場，腐植質普

通黒ボク土，以下，新土）をポット （容積 22.5 L）に充填

し， ニホンナシ（Pyrus pyrifolia （Burm. f.） Nakai）‘あきづ 
き’ の 1 年生苗木（ヤマナシ台（Pyrus pyrifolia （Burm. f.）
Nakai））を 2016 年 3 月 20 日に定植後，同年 7 月 26 日まで

栽培した．施肥は化成肥料（窒素 : リン酸 : カリ =  
15 : 15 : 15）100 g／樹を 4～7 月の各上旬に 4 回に分けて土

壌表面に散布した．かん水は主幹部から 10 cm 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．

樹を抜根後，残根を取り除いた土壌（以下，連作土）を供

試材料とした．対照として，新土を用いた．土壌は通風乾

熱器（MOV-112F，三洋電機バイオメディカ（株））により，

60°C で 24 時間乾燥し，粉砕後に 2 mm の篩に通した．試

験は，ニホンナシ連作土の比率がいや地リスクに及ぼす影

響を明らかにするため，試験区として連作土／新土比を設

定した．試験区は連作土区（連作土のみ），連作土を 3／4，
1／2，1／4，1／8 および 1／16 と新土を体積比で加用し

た区，新土区（新土のみ）の 7 段階を設定した．

2）調査項目

土壌のいや地リスクは，二層法による根圏土壌アッセイ

法を用いて測定した．根圏土壌アッセイ法は，元木ら

（2006a）の方法に準じて行った．組織培養用マルチデッ

シュ（6 穴，NUNC）に供試土壌 3 g／ウエルを入れ，オー

トクレーブ（115°C， 15 分）した低温ゲル化寒天（以下，

寒天，0.75％，ナカライテスク（株））5 mL と混合し固まら

せた上に寒天 5 mL を重層した．また寒天のみ充填したウ

エルを作製し，ブランクとした．この寒天の上にレタスの

種子（‘レガシー’，タキイ種苗（株））を 5 粒播種し，25°C

で 3 日間，暗黒条件下で保持した．その後，レタスの根長

を測定した．ブランクウエルの根長を基準に，供試土壌で

の根長がどの程度短くなったかを阻害率として算出した

（阻害率 = （ブランクの根長の平均値 – 供試土壌の根長の平

均値）／ブランクの根長の平均値 × 100）．測定は，各区 5
反復で，5 回行った．

また，供試土壌は，土壌化学性の分析を行った．pH お

よび EC 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で分析した．

2．いや地リスクが段階的に異なる土壌の樹体生育への影

響（試験 2）
1）処理区の設定

千葉県農林総合研究センター果樹圃場で行った．試験 1
と同様に新土をポットに充填し，‘あきづき’の 1 年生苗

木（ヤマナシ台）を 2017 年 3 月 21 日から同年 7 月 21 日ま

で栽培した．樹を抜根後，残根を取り除き連作土を作製し

た．2018 年 3 月 22 日に，この連作土に 1／2，1／4 および

1／8 の新土を体積比で加用した区に，連作土区と新土区

を加えた 5 段階の試験区を設定し，ポット（容積 22.5 L）
に充填した（以下，連作土区，加用 1／2 区，加用 1／4 区，

加用 1／8 区，新土区）．各試験区に， ‘あきづき’ の 1 年生

苗木（ホクシマメナシ台（Pyrus betulaefolia Bunge））を接

ぎ木部から高さ 1 m で切り，2018 年 3 月 26 日に定植した．

なお， ‘あきづき’ は他のニホンナシ品種と比べていや地現

象による生育抑制が顕著である（戸谷，2016）ことから，

本研究ではいや地現象を検証するための材料とした．各区

1 樹 4 反復とした．

施肥およびかん水は試験 1 と同様とした．樹形は立木仕

立てとし，摘心や誘引などの管理は行わなかった．

2）調査項目

定植直前の 2018 年 3 月 23 日に，各処理区のポットから

土壌 150 g を採取し，土壌の阻害率および化学性を試験 1
と同様に分析した．また，定植時の樹の主幹径として接木

部の上 10 cm の部分の太さを測定した．2018 年 8 月 22 日

に，樹の生育調査および解体調査を行った．新しょうは，

長さ 10 cm 以上を調査対象とし，長さ，基部から 5 cm 上

部の直径および発生本数を測定した．総伸長量は，すべて

の新しょうの長さを合計した．葉の生育は，葉数および葉

色を測定した．葉色は，各樹 20 枚の果そう葉を樹全体か

ら無作為に選び，葉緑素計（SPAD-502， コニカミノルタ

（株））で 8 月 22 日に測定した．

樹の器官別乾物重は，新しょう，旧枝および接ぎ木部よ

り下の根部に分けて調査した．根部は，直径 2 mm 未満，

2 mm 以上 5 mm 未満，5 mm 以上 10 mm 未満，10 mm 以上

20 mm 未満および 20 mm 以上の根幹に分けた．試料はい

ずれも通風乾熱器により 90°C で 1 週間乾燥後，測定した．

試験終了時の 2018 年 8 月 23 日に各処理区のポットから

土壌を採取し，土壌の阻害率を試験 1 と同様に分析した．
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3．ニホンナシ樹周辺土壌のいや地リスク調査（試験 3）
千葉県農林総合研究センター果樹圃場（腐植質普通黒ボ

ク土）に 7.2 m × 7.2 m の間隔で植栽された 25 年生の‘新

高’（2018 年 4 月現在，4 本主枝折衷式平棚仕立て，ヤマ

ナシ台木）の周辺土壌を採取し，いや地リスクを測定した．

供試した‘新高’の主幹中心から 50 cm 離れた位置を起点

（0 m）とし，直線で 1 m， 2 m および 3 m 外側に離れた位置

の土壌を，深さを 0～20 cm， 20～40 cm および 40～60 cm
の 3 層に分けて，オーガ（DIK-100A-B1，大起理化学工業

（株））で 2018 年 12 月に採取した．土壌の採取は，東西南

北の主枝に沿って直線上にそれぞれ行った．採取した土壌

は，試験 1 に示した手順の根圏土壌アッセイ法により測定

した．

結　　果

1．いや地リスクが段階的に異なる土壌に対する根圏土壌

アッセイ法の反応（試験 1）
土壌の根圏土壌アッセイ法による阻害率（以下，土壌の

阻害率）は，新土では 18.3％で，連作土の 75.6％と比べ有

意に低かった（第 1表）．新土を加用し連作土を 3／4， 1／2， 
1／4， 1／8 および 1／16 に希釈すると，土壌の阻害率はそ

れぞれ 69.4％， 61.4％， 53.7％， 37.4％および 28.5％と低下

した（第 1 図）．このときの土壌の阻害率と新土の希釈率

の関係は高い正の相関を示し，y = 12.9ln(x) + 11.5（r = 0.97，
x：連作土の割合，y：土壌の阻害率）の一次式に回帰した．

また，阻害率の標準偏差は，連作土区や連作土の加用割 
合が 3／4～1／2 と高い区では 1.7～3.7 と，新土区や連作

土の加用割合が 1／4～1／16 と低い区の 3.7～7.5 に比べ

小さかった．土壌化学性は，新土と連作土に大きな差がな

かった．

2．いや地リスクが段階的に異なる土壌の樹体生育への影

響（試験 2）
定植前の土壌の阻害率は，連作土区では 59.0％と最も高

かった（第 2 表）．また，加用 1／2 区が 41.1％，加用 1／4
区が 28.7％，加用 1／8 区が 21.6％と新土の加用割合が高

まるほど低下し，新土区が 13.7％と最も低かった．一方

で，試験終了時の土壌の阻害率はそれぞれ 46.9～64.4％と

処理区間に差がなかった．定植時の樹の主幹径は，13.4～
14.5 mm と処理区間に差がなかった．

試験終了時の新しょうの生育は，総伸長量では連作土 

区が 1.9 m／樹と最も少なく，新土区が 4.0 m／樹と最も多

かった（第 3 表）．また，新土を加用した 3 処理区間は

2.8～3.1 m／樹で差がなかったが，いずれも連作土区より

有意に多かった．葉数では連作土区が 117 枚／樹で，加用

1／8 区および新土区の 179 枚／樹より有意に少なかった．

一方で，葉色には処理による差がなかった．主幹径では連

作土区が 18.5 mm で，新土区の 21.3 mm より有意に細かっ

た．その他の項目には，処理区間に差がなかった．

樹の器官別乾物重は， 新しょうでは連作土区が 53.4 g／樹

と最も軽かった （第 4表）．また，加用 1／2区が 63.8 g／樹， 

第 1 表　供試した連作土と新土の阻害率と化学性（2016 年）

処理区
土壌の阻害率 

（％）
pH EC 無機態窒素 

（mg・100 g–1）
可給態リン酸 

（mg・100 g–1）

交換性陽イオン （mg・100 g–1）

CaO MgO K2O

連作土 75.6 6.23 0.08 2.47 2.29 456 69.9 29.2
新土 18.3 6.21 0.06 1.37 0.92 495 49.3 21.0

有意性 **z – – – – – – –
z 土壌の阻害率は角変換し，t 検定で分析，** は 1％水準の有意差があることを示す

第 1 図　連作土の割合と土壌の阻害率との関係（2016 年）
z 連作土に新土を加用し 7 段階に希釈し，根圏土壌アッ
セイ法を用いて測定

y ** は 1％水準の有意差があることを示す
エラーバーは標準偏差を示す

第 2 表　土壌の阻害率と定植時の樹の主幹径（2018 年）

処理区
土壌の阻害率 （％）y

主幹径 
（mm）定植時 試験終了時

連作土 59.0 e 64.4 13.9
加用 1／2z 41.1 d 56.7 14.1
加用 1／4 28.7 c 55.8 13.7
加用 1／8 21.6 b 46.9 14.5
新土 13.7 a 57.0 13.4

p 値 <0.01 0.17 0.70
z 加用 1／2 区は新土に連作土を 50％加用， 同様に加用 1／4
区は 25％，加用 1／8 区は 12.5％加用

y 土壌の阻害率は角変換し， Tukey-Kramer 法で分析， 異なる
アルファベット間には 5％水準の有意差があることを示す
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加用 1／4 区が 85.7 g／樹， 加用 1／8 区が 88.6 g／樹と新土

の加用割合が高まるほど重くなり， 新土区が 96.7 g／樹と

最も重かった．新しょうの乾物重と土壌の阻害率の関係

は， y = –1.00x + 110 （r = 0.98， x：土壌の阻害率， y：新しょ

うの乾物重）の一次式に回帰し，高い負の相関を示した

（第 2図）．旧枝では連作土区が 124 g／樹で，加用 1／4区，

加用 1／8 区および新土区の 163～172 g／樹よりも有意に

軽かった．葉では連作土区が 48.5 g／樹で，加用 1／8 区

および新土区の 79.7 g／樹，82.6 g／樹よりも有意に軽かっ

た．樹全体では連作土区が 368 g／樹で， 加用 1／4 区， 加用

1／8区および新土区の 519～539 g／樹よりも有意に軽かっ

た．根幹および根部の生育は，処理区間に差がなかった．

定植時の土壌の化学性を分析したところ，可給態リン酸

は新土の割合が多いほど高かったが，全体的にニホンナシ

の基準値（千葉県，2009）よりも低い値だった（第 5 表）．

無機態窒素は新土区で有意に高かった．他の項目に明らか

な傾向はみられなかった．

3．ニホンナシ樹周辺土壌のいや地リスク調査（試験 3）
‘新高’（25 年生）の樹周辺の土壌を距離別および深さ別

に採取し，根圏土壌アッセイ法で測定したところ，距離別

では主幹からの距離が近いほど阻害率が高くなる傾向がみ

られた（第 6 表）．深さ別にみると，0～20 cm の表層ほど

高く，40～60 cm の深さでは阻害率が小さくなる傾向がみ

られた．

考　　察

根圏土壌アッセイ法は，レタス種子によるバイオアッセ

イの一種である（藤井， 1994; 元木ら， 2006a）．根圏土壌

アッセイ法を，ニホンナシのいや地リスクを評価する方法

第 3 表　いや地リスクの異なる土壌が樹体生育に及ぼす影響（2018 年）

処理区

新しょう
葉数 

（枚／樹）
葉色 

（SPAD 値）
主幹径 
（mm）発生本数 

（本／樹）
長さ 

（cm）
総伸長量 
（m／樹）

基部径 
（mm）

連作土 3.8 58.0 1.9 ay 8.6 117 a 51.7 18.5 a
加用 1／2z 4.0 69.1 2.8 b 9.3 146 ab 51.1 19.7 ab
加用 1／4 5.3 56.3 2.9 bc 9.2 151 ab 52.3 20.6 ab
加用 1／8 5.3 58.9 3.1 bc 9.2 179 b 50.4 20.7 ab
新土 5.8 71.4 4.0 c 9.4 179 b 51.9 21.3 b

p 値 0.15 0.50 <0.01 0.42 <0.01 0.83 0.03
z 加用 1／2 区は新土に連作土を 50％加用，同様に加用 1／4 区は 25％，加用 1／8 区は 12.5％加用
y 異なるアルファベット間には Tukey-Kramer 法で 5％水準の有意差があることを示す

第 4 表　いや地リスクの異なる土壌が樹の器官別乾物重に及ぼす影響（2018 年）

処理区
新しょう 旧枝 葉 根幹

根部
樹全体

20～10 mm 10～5 mm 5～2 mm 2 mm 以下

（g／樹）

連作土 53.4 ay 124 a 48.5 a 58.0 30.2 18.5 14.4 21.6 368 a
加用 1／2z 63.8 ab 152 ab 64.4 ab 84.4 41.0 17.9 14.3 24.4 462 ab
加用 1／4 85.7 bc 172 b 69.8 ab 83.1 45.7 21.5 18.2 33.1 539 b
加用 1／8 88.6 bc 163 b 79.7 b 93.8 42.0 16.1 16.9 29.1 519 b
新土 96.7 c 163 b 82.6 b 74.1 44.9 21.5 18.3 28.2 529 b

p 値 <0.01 <0.01 <0.01 0.28 0.54 0.93 0.65 0.09 <0.01
z 加用 1／2 区は新土に連作土を 50％加用，同様に加用 1／4 区は 25％，加用 1／8 区は 12.5％加用
y 異なるアルファベット間には Tukey-Kramer 法で 5％水準の有意差があることを示す

第 2図　土壌の阻害率と新しょうの乾物重との関係（2018年）
z * は 5％水準の有意差があることを示す
エラーバーは標準偏差を示す
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として確立するためには，本法で用いるレタスの生育とニ

ホンナシのいや地リスクとの関連を調査し，根圏土壌アッ

セイ法による測定結果から生育阻害物質の量を推測できる

かを明らかにする必要がある．そこで，ニホンナシの連作

土を新土で段階的に希釈して作成したモデル土壌を，根圏

土壌アッセイ法で測定し，その関連性を調査した．その結

果，連作土を新土で希釈した影響は根圏土壌アッセイ法で

用いるレタス根の生育に比例し，希釈率が低いほどいや地

リスクが高かった．本法を開発した元木ら（2006a）の試

験では，生育阻害は下胚軸よりも幼根に対して強く現れる

傾向にあった．それらのことから，本研究ではレタス根の

長さから算出した阻害率を，ニホンナシのいや地リスクを

評価する方法として用いた．なお，新土の加用割合が高い

区および新土区で標準偏差が大きいことは，これらの区で

は主要因である生育阻害物質が少なくなっており，これ以

外の要因がレタス根の生育に関与していると考えられる．

いや地現象が発生する原因の一つに前作樹の根から分泌

された生育阻害物質が土壌中に蓄積され，それが同種の後

作の生育を抑制すると考えられている（平野， 1977）．試

験 1 で供試した連作土は，前年に‘あきづき’1年生苗木

を 4 か月間栽培した土壌を用いており，栽培後の土壌の阻

害率が 75.6％と新土の 18.3％と比べ高いものであった．試

験 2 でも同様で，試験終了時の土壌の阻害率はそれぞれ

46.9～64.4％と，定植時よりも高くなった．また，ブラン

クとして，かん水と施肥は行うが苗木を定植しない新土区

を設けたところ，試験終了時の土壌の阻害率は 15.0％と定

植時（15.3％）と差がなかった（データ略）．これらのこと

から，連作土中には，栽培期間中に樹体から分泌された生

育阻害物質が蓄積され，この影響でレタス根の生育が抑制

されたと考えられる．

また，毒物質と連作障害の関係を考察する場合には，土

壌中における毒物質の濃度と作物の生育段階別の抑制度の

関係を必要とする（平野， 1977）が，ニホンナシにおいて

はその関係は明らかでない．このため，根圏土壌アッセイ

法を，現地圃場で改植する際に，ニホンナシのいや地リス

クを評価する方法として活用する場合には，本法で測定し

たいや地リスクとその土壌に定植したニホンナシの樹体生

育との関連性を明らかにする必要がある．そこで本研究で

は，ニホンナシの連作土を新土で段階的に希釈して作製し

たいや地リスクが異なる土壌で生育を調査したところ，苗

木の生育と土壌の阻害率の関係には高い負の相関が認めら

れた．試験 2 の結果をもとに，第 2 図に土壌の阻害率と新

しょうの乾物重との関係を示した．新しょうの乾物重を指

標にいや地リスクを評価すると，定植時の土壌の阻害率が

30％では乾物重が新土区の 88.6％と生育抑制の傾向が出始

め，阻害率が 40％では新土区の 65.9％と明確に生育抑制

され，阻害率が 60％では新土区の 55.2％に大きく抑制さ

れた．このことから，根圏土壌アッセイ法はニホンナシの

いや地リスクを評価する方法として活用できる．

一方で，‘あきづき’1 年生苗木を改植圃場に定植した

第 5 表　定植時の土壌化学性（2018 年）

処理区 pH EC 無機態窒素 
（mg・100 g–1）

可給態リン酸 
（mg・100 g–1）

交換性陽イオン （mg・100 g–1）

CaO MgO K2O

連作土 5.97 ay 0.09 b 1.74 a 2.42 a 454 ab 62.8 a 51.9
加用 1／2z 5.95 a 0.09 b 1.66 a 3.27 b 445 a 64.8 ab 50.0
加用 1／4 6.05 b 0.07 a 1.54 a 4.19 c 461 ab 69.2 c 52.6
加用 1／8 6.03 b 0.07 a 1.56 a 5.34 d 444 a 69.4 c 51.3
新土 6.03 b 0.07 a 2.38 b 6.14 e 482 b 67.8 bc 49.9

p 値 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.03 <0.01 0.28
z 加用 1／2 区は新土に連作土を 50％加用，同様に加用 1／4 区は 25％，加用 1／8 区は 12.5％加用
y 異なるアルファベット間には Tukey-Kramer 法で 5％水準の有意差があることを示す

第 6 表　圃場に植栽された 25 年生 ‘新高’ の主幹からの距離
および深さ別の土壌の阻害率（％， 2018 年）

方位
深さ 

（cm）

主幹からの距離

0 m 1 m 2 m 3 m

東

0～20 46 30 40 35
20～40 36 29 32 29
40～60 35 31 35 30

西

0～20 55 64 35 35
20～40 52 41 33 28
40～60 26 29 32 25

北

0～20 48 35 32 29
20～40 44 33 45 32
40～60 30 25 40 33

南

0～20 64 46 47 28
20～40 47 31 27 30
40～60 34 36 26 28

平均

0～20 53 az 44 ab 38 ab 32 b
20～40 45 ab 33 b 34 b 30 b
40～60 32 b 30 b 33 b 29 b

z 異なるアルファベット間には Tukey-Kramer 法で 5％水準の
有意差があることを示す
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場合，新土の 25％まで地上部の生体重が抑制されること

が報告されているが（戸谷ら， 2012），本研究のポット試

験ではそこまで強い生育抑制は認められなかった．ポット

試験では，長期間栽培すると容量不足によって根の生育が

制限されてしまうことが想定されたため，定植から 4～  
5 か月で新しょう生育を中心にいや地の発生程度を評価 
した．

また，本研究では主幹径や旧枝の乾物重でも連作土の 
加用率が高いほど生育が抑制される傾向がみられた．一

方，根幹や根部の生育は処理区間に差がなかったが，より

栽培期間が長ければ主幹径や旧枝の乾物重と同様に顕在化

してくると考えられる．著者らが改植圃場で 1 年生苗木を

定植して 2 年間栽培した事例では，試験終了時の根部の乾

物重は，無処理区がいや地の影響を排除した客土区の

60％に低下し， 新しょうの 65％と同程度であった（戸谷ら， 
2014）．これらのことから，ポット試験ではいや地の発生

程度が緩やかに評価されている可能性がある．そのため，

今後，本評価法を生産現場に普及する場合には，圃場試験

のデータが必要と考えられる．

また，定植時の土壌の化学性について，無機態窒素と可

給態リン酸は，連作土や加用割合が高い区が新土と比べ少

なかった．著者らが改植圃場で行った試験では，客土した

土壌の無機態窒素と可給態リン酸はそれぞれ 1.5 mg・
100 g–1 お よ び 5.2 mg・100 g–1 と 無 処 理 区 の そ れ ぞ れ

4.7 mg・100 g–1 および 12.4 mg・100 g–1 と比べ少なかった

が，客土した区の新しょう生育は無処理区の 1.8 倍と大き

かった（戸谷ら， 2014）．また，本研究の栽培試験では，

窒素およびリン酸は成分量で 75.2 mg・100 g–1 を苗木の定

植直後から 4 回に分けて土壌表面に施用しており，これは

定植時の差を補える十分な量と考えられる．これらのこと

から，定植前の土壌化学性の差が樹体生育を阻害した主要

因になるとは考えにくい．

以上のことから，根圏土壌アッセイ法は，連作土の希釈

に応じて土壌の阻害率が高い正の相関を示したことやニ

ホンナシ苗木の生育が土壌の阻害率と負の高い相関を示し

たことから，ニホンナシのいや地リスクを評価する方法と

して有効であることが明らかになった．なお，本法を生産

現場において活用するためには，ニホンナシの樹周辺の土

壌のいや地リスクの分布を明らかにする必要がある．そこ

で，試験 3でニホンナシ樹周辺のいや地リスクを調査した

ところ，主幹からの距離が近く，また表層に近いほど高い

傾向があった．ニホンナシの根は，垂直方向では地表面か

ら 30 cm 程度に約 6 割の根が分布するなど浅い方に多いこ

とや，水平方向では主幹から 3.5 m 程度に達し距離が離れ

るほど少なくなる（平田， 1983）．また，著者らの試験（戸

谷ら， 2012）でも前作樹の跡地に定植した‘あきづき’苗

木の地上部生体重は，植付位置が前作樹の主幹から 4.2 m
では 3.0 kg／樹であったが，主幹中心では 1.1 kg／樹と有

意に小さくなるといった結果を得ている．さらに，ビワで

も前作樹の距離が近いほど生育が抑制され，原因として主

幹に近いほど根の分布が密で，長期間存在していることで

毒物質が蓄積されていることが報告されている（平野， 
1980）．これらの知見は，本研究で明らかになった樹周辺

土壌のいや地リスクの分布の結果と一致している．

通常，改植時に前作樹を抜根すると，直径 3 m，深さ

1 m 程度までの広範囲の土壌が攪拌される．そのため，抜

根後に土壌を採取していや地リスクを測定すると，リスク

が高い部分と低い部分が混ざり合うため，本法を現地で実

施する際には，抜根する前に供試土壌を採取するなどの

サンプリング方法の検討が必要である．

本法は，50 円／1 検体と低コストで，特別な機材や技術

が不要な診断法であることから，普及指導機関などにおい

て容易に調査が可能である．本法による現地でのリスク評

価の方法やリスク対応方法を策定することで，ニホンナシ

産地の改植推進に大いに寄与できるものと考えられる．

摘　　要

ニホンナシ改植園地では，いや地現象と呼ばれる生育不

良が発生しており，その対策を立てるためにいや地リスク

を把握する必要がある．そこで，アスパラガス植付土壌の

いや地検定に用いられている根圏土壌アッセイ法を活用

し，ニホンナシのいや地リスクを評価する方法を検討し

た．まず，いや地リスクが段階的に異なる土壌に対する根

圏土壌アッセイ法の反応や樹体生育への影響を試験し 
た．ニホンナシの連作土を 3／4，1／2，1／4，1／8 および

1／16 と新土で希釈し，根圏土壌アッセイ法で測定した結

果，土壌の阻害率は希釈倍率に応じて 75.6％から 18.3％に

低下した（y = 12.9ln(x) + 11.5，r = 0.97，x：連作土の割合，

y：土壌の阻害率）．このことから，レタス根の伸長量を基

準としてニホンナシのいや地リスクを検定できると考えら

れた．次に，いや地リスクの異なる土壌で栽培した樹体生

育の関連性を明らかにするため，ニホンナシの連作土を 
3／4，1／2 および 1／4 と新土で段階的に希釈して作成し

た土壌に，ニホンナシ 1 年生苗木を植え付け，生育を調査

した．その結果，地上部の生育は新土の希釈率が高いほど

増加したことから，根圏土壌アッセイ法は，ニホンナシの

いや地現象の発生リスクを評価する方法として有効である

ことが明らかになった．また，圃場内に植栽されたニホン

ナシ樹の周辺土壌を根圏土壌アッセイ法で測定したとこ

ろ，主幹からの距離が近く，深さが浅いほどいや地リスク

が高まることが明らかになった．
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