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進歩総説：気候変動に伴い顕在化してきた作物栽培管理における問題と適応技術

水稲以外の作物における気候変動への土壌肥料的適応技術

1. 適応技術研究の現状：果樹

井上博道

キーワード窒素，堆肥，土壌改良，凍害，果肉障害

1. はじめに

永年性の果樹では一度植栽されると長期間栽培が継続さ

れるため，気候変動に対応して他の樹種や他の作物に変え

ていくことができない．そのため，樹体生育や果実生産に

対する温暖化の影響を受けやすく，様々な樹種において

問題が発生している．農林水産省では年度毎に温暖化影響

調査レポートを公開している．平成28年度版では，果樹

への温暖化の影薯として果実の着色不良・着色遅延（ブド

ウ， リンゴ，ウンシュウミカン，カキ，モモ）， 日焼け果

（ブドウ， リンゴ，ウンシュウミカン，ナシ，カキ），凍霜

害（リンゴ，ナシ，モモ），発芽不良（ブドウ，ナシ），果

肉障害（ナシ，モモ）等の発生事例が報告されている（農

林水産省， 2017). これらの問題は，夏季の高温，少雨，

秋冬季の高温，寒暖差等，異常気象ともいえる近年の気候

変動によって引き起こされていることが主要因であるが，

同様の気象条件であっても園地により発生の有無あるいは

多少が認められ，栽培管理や土壌条件が影響すると考えら

れる（水田・織邊 2015). ここでは土壌肥料管理によっ

て対策可能と考えられるものについて紹介する．

2. 着色不良・着色遅延

多くの果樹では幼果の果皮色は緑で，成熟するに従い赤

や紫，黄，橙等に変化する．果皮色の赤や紫はアントシ

アニンによるもので， リンゴでは高温によって果皮のアン

トシアニンの生成が阻害されるため（山田ら， 1988;Ubi 

et al., 2006), 近年の温暖化に伴う夏季から秋季の高温に

よって赤い果皮色のリンゴで着色不良・着色遅延が発生し

ている．

果皮の緑色はクロロフィルによるもので，クロロフィル
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の消失とともにアントシアニンの生成が進行していくこと

からクロロフィルの存在がアントシアニンの生成を抑制す

ると考えてられている．赤色の果皮のリンゴでは有袋栽培

することが多いが，これは病虫害の抑制だけでなく着色向

上にも寄与している．幼果の果皮に含まれるクロロフィル

は，袋によって遮光されると合成は抑制されるとともに消

失が進むため，緑色から白色に近づく．その後，適期に除

袋するとアントシアニンの生成が促進され，果皮がきれい

に着色する．

施肥窒素量もしくは土壌からの窒素供給量が多いと葉中

のクロロフィル濃度が高まり，果実の果皮中のクロロフィ

ルの消失が遅れることから，窒素過多は着色不良を引き起

こすと考えられている．紅玉では窒素施肥量が多いほど着

色不良な果実が多く，着色不良果は着色良果と比較し糖

度および果肉硬度が低かったことが報告されている（駒村

ら， 2000). 近年の温暖化に伴う地温上昇が土壌からの窒

素供給量を増加させ，樹体への窒素供給量が以前よりも多

いと考えられる．そこで，窒素施肥量を見直すことで，肥

料からの窒素供給を抑え，果皮の着色向上につなげるかど

うかを実証するため東北，関東，甲信越の気温が異なる栽

培地での試験研究を現在進めている（農研機構， 2015).

3. 凍 害

落葉果樹では秋から冬へ気温が低下していくにつれ耐凍

性が高まり，最も気温が低い時期には耐凍性が高い状態と

なり，その後春にかけての気温上昇とともに耐凍性が低下

していく．通常，樹種ごとの適地で栽培している場合，最

も寒い時期の最低気温に対して樹体に影響がないほどに果

樹の耐凍性が高まっており，その時期には凍害の発生は多

くないと考えられている．一方，晩秋あるいは初春の季節

の移行期では，落葉果樹の耐凍性が上昇あるいは低下して

いる最中であり，このときに想定以上の低温に遭遇すると

寒さに耐え切れずに凍害が発生すると考えられている．秋

冬季が高温の場合，樹体の耐凍性の獲得が遅れ，一時的に

急激な気温低下に遭遇すると凍害が発生し，また秋冬季あ

るいは初春季の寒暖差が大きい場合には凍害が発生しやす

しl.

このように凍害の発生には気象要因が大きく影響する
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図1 ニホンナシ「幸水」へ窒素施用時期が開花に及ぼす影磐

25Lポッ トに植栽したニホンナシに硫安も しく は尿素を樹当り

窒素として 10g施肥 (lOOkgNha-1相当）．

開花率（％）＝（開花した芽数）／（全花芽数）XlOO. 

が，土壌要因や樹体の窒素栄養が影響 していること が明ら

かになってきた．クリでは植栽 してか ら2~4年生程度の

幼木において枯死する事例が各地で確認され，温暖化に伴

う凍害が主要因 と考えられている （兵庫県立農林水産総合

センターら， 2014). 現地調査の結果から水田転換園や地

下水位の高い園地でクリの凍害発生が多く，同様の気象条

件下であっても土壌の物理性不良が凍害発生に大きく関

わっている ことが示唆された（井上ら， 2012). また植栽

時における家畜ふん堆肥の過剰施用によってクリ の耐凍性

が低下し，秋冬期における樹体内水分含蓋および窒素含量

が高くなることにより正常な自発休眠のステージ進行が阻

害される ことで，厳冬期においても十分に耐凍性が高まら

ない可能性が示唆されだ(Sakamotoet al., 2015). 窒素

の施肥時期がクリの凍害に及ぼす影響について検討する

と， 冬季の施肥で発芽の遅れや芽の枯死が目立ち，さ らに

は枯死樹も多く展葉率が低下した（井上ら， 2014).

冬季の窒素施肥によって発芽等に影響が現れる樹種はク

リだけではない．ニホンナシでは冬季の窒素施肥により開

花率の低下が確認され（図 1), ひどい場合には樹が枯死し

た（井上ら， 2016). リンゴにおいても冬季の窒素施肥に

より開花率が低下し，主幹部の裂傷や樹液の浸出が確認さ

れ，枯死する樹もあった（井上 ・草場，2016). これらは

凍害で確認される症状と同じであり ，冬季の窒素施肥が落

葉果樹の様々な樹種において凍害を引き起こす要因の一つ

になっている と考えられる．

4. 発芽不良

近年，九州を中心とする温暖な産地で問題が深刻化して

いる ニホンナシの発芽不良では， 芽枯れ，発芽遅れ，枝

枯れ等が確認されており，平成28年度の調査では東日本

においても発芽不良の発生が報告されている（農林水産

省，2017). 発芽不良は九州の加温ハウスで栽培されてい

るブドウやニホンナシでの発生が多かった こと から，休眠

時期に低温遭遇時間が不足することによって発芽障害が

引き起こされると考えられていた（杉浦ら， 2012). しか

し，低温遭遇時間が十分であるニホンナシの露地栽培でも

同様の症状が見られる ことから，特にニホンナシの露地栽

培における発芽不良に関しては凍害が主要因と考えられて

いる (Sakamotoet al., 2017). 秋冬季の肥料や堆肥の施

用はニホンナシの耐凍性の上昇を妨げる こと から，肥料や

堆肥の散布時期を慣行の秋冬季から翌春に変更することで

花芽の枯死率を大幅に低下させることが明らかにされた

(Sakamoto et al., 2017). 秋季の窒素施肥がニホ ンナシの

耐寒性に悪影響を与える こと（松本ら， 2010)や，10月の

施肥が発芽不良を助長する こと（藤丸・岩谷， 2016)が報

告されており，ニホンナシの発芽不良に関しては秋冬季の

窒素施肥や堆肥施用を避ける対策マニュアル（農研機構果

樹茶業研究部門， 2017)が作成され，取り組みが進められ

ている．

ニホンナシの発芽不良発生園の特徴 として， 土壌硬度

が高い，気相率が低い，透水性不良等の物理性の悪さ，さ

らに細根の発生置が少ないことが報告されており（加藤

ら， 2013), 根域が制限され施肥に反応しやすい状況であ

ることも発芽不良の発生を助長 しているものと 考えられ

る．

5. 果肉障害

ニホンナシでは新しい品種で果肉障害が問題 となって

いる.2001年に品種登録された「あきづき」は品質良好

でみつ症の発生が少ないとされている（壽ら， 2002)が，

石川県で2004年以前に果肉障害の発生が確認され，果

肉の一部がコルク状に褐変するものと水浸状に褐変する

ものがあることが報告された（松田ら， 2006). 熊本県

でも「あきづき」のコルク状褐変について報告があり（上

村ら， 2009), 鳥取県では 2003年に品種登録された食

味良好で貯蔵性にも優れている「王秋」（壽ら， 2004)に

おいてもコルク状の褐変が多発する事例が見られた（井

戸，2009).そこで全国規模の調査を行ったところ，症状

の程度に差はあるものの多数の都府県で果肉褐変が確認さ

れ，コルク状の褐変が発生するものについてはコルク状果

肉障害 （写真1), 水浸状のものは水浸状果肉障害 （写真2)

と呼ぶことにした（中村， 2011).なお，みつ症は果皮直

下から果肉部にかけて帯状に発生するこ とが多いのに対し

（北原ら， 2016), 水浸状果肉障害は維管束部分を中心と

した果実の内部に発生する ことが多い．

果肉障害は 2品種だけで発生しているのではなく，

「につ こり」や「き らり」でも確認されており（小林 ・大谷，

2011; 大谷， 2011), 中～晩生で高糖度であり，果実肥大

に優れる品種で発生する可能性がある．

「あ きづき」で確認される水浸状果肉障害は，維管束の

一部が褐変しその周辺が水浸状となるもので，障害部位が

果実内にスポット状に点在して発生するのが特徴である

（羽山ら， 2017). 「あきづき」と「王秋」でみられるコルク

状果肉障害は，果肉内部にコルク化した斑点が生じる障害

で，果皮直下に発生 した場合には果面にへこみを生じる
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写真1 ニホンナシ「王秋」のコルク状果肉障害の様子

写真2 ニホンナシ 「あきづき」の水浸状果肉障害の様子

写真3 鳥取県でのニホンナシ 「王秋」 への深耕ロ ータリ ーに

よる土壌改良の様子

（羽山ら，2017).

生産現場での発生状況か ら，コルク状果肉障害は夏季の

高温乾燥年にその発生が多いことが推察され，盛土式根圏

制御栽培法（大谷 ・八巻， 2011)により栽培した「あきづ

き」 では 6月下旬の，「王秋」では 8月下旬の水ス トレスが

コルク状果肉障害の発生に関与していることが推察された

（草場ら ，2014). 「王秋」では園地での土壌調査から土壌

硬度が高いほどコルク状果肉障害の発生が多く，深耕ロ ー

タリーによる土壌改良（写真3)により発生が大きく減少

した（井戸， 2009).

「あきづき」のコルク状果肉障害は窒素施肥量が多い場

合に助長 され，窒素施肥量が少ない場合に水浸状果肉障

害の発生が助長されると報告されている（島田ら， 2013).

また，土壌中の交換性カ リウムが多いと樹体へのカルシウ

ムの移行が抑制され，コルク状果肉障害が増える こと が報

告されている（島田ら， 2017).果肉障害の発生要因につ

いては十分に解明されていないが，土壌改良や施肥管理に

よる健全な樹体生育によって障害の発生を抑制できる可能

性がある．

6. 枝幹障害

ニホンナシの枝幹障害である紫変色枝枯れ症は，晩秋

から早春にかけて枝が変色して枯死する症状を示し， 一

時的な低温遭遇によって発生しやすいため（石下 ・大

谷，2016), 凍害の一種 と考えられる．その原因は十分に

解明されていないものの，土壌肥料管理の面か らは，排水

不良，窒素過多，堆肥の大羹施用 によって発生するこ とが

確認されている（大谷， 2016).

7. おわりに

異常気象によって発生する果樹への様々な影響について

は，高低温や降水量の多少等が主要因に考えられるもの

の，園地土壌の物理性の悪化や窒素を中心とした不適正な

施肥管理，すなわち土壊肥料管理の不備がその問題発生を

助長 している場合が少なくない．

樹園地では作業管理や農業機械の走行等により土壌硬度

が高くなる傾向があるにもかかわらず，定期的に土壊物理

性の改良を行っている園地は多くない．また，米価の低迷

による水田の転換作物として果樹が選択される場合もあ

り，十分な土壌改良がされないまま果樹が植えられること

によって，問題が発生する事例が多く 見られる． 果樹農家

の高齢化によって土壌改良のような重労働は敬遠される領

向にあるが，産地の中でオペレーターを雇用し， 産地内の

園地を順番に土壌改良 していく 地域もある こと から，土壌

の物理的改良の意義の周知と定期的な士壌改良を可能にす

る仕組みが必要であると考えられる．

一方，都道府県の多くでは堆肥施用を推奨しており，施

肥基準に家畜ふん堆肥を施用することが明記されている

場合も多い．現状の家畜ふん堆肥は肥料成分が多く（日置

ら， 2001;大家ら， 2008), 肥料成分を考慮して施用する

ことが各地域で指導されているものと思われるが，果樹栽

培において堆肥は肥料と考えることはほとんどなく，堆肥

中の肥料成分を考えると過剰と思われる量を施用する場合

が少なくない （藤田 ・折本，2007). 現状の高い肥料成分，

特に窒素分が多い堆肥の施用については，温暖化の影替 と
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して挙げられている各樹種の着色不良，凍害，発芽不良，

果肉障害，枝幹障害と様々な問題を引き起こす要因の一つ

となっており，家畜ふん堆肥を施用せずに果樹根域の良好

な物理的環境を維持する対策が必要と考えられる．
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