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リンゴわい性台木利用樹における晩材変色と耐凍性の台木品種間差異

守谷友紀*・工藤和典・岩波 宏・別所英男 a・副島淳一・増田哲男
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Differences among Rootstock Cultivars in Late Wood Discoloration and Freezing Tolerance 

in Apple Trees Grafted onto Dwarfing Rootstocks 

Yuk:i Moriya*， Kazunori Kudo， Hiroshi Iwanami， Hideo Besshoa， Junichi Soejima and Tetsuo Masuda 

AppleRωearch Station. Nationallnstitute 01 Fruit刀'eeScience， N.αtional Agriculture and Food Rωearch Organization， 

92-24 Nabeyashiki， Shimo-KuriyagawαMorioka， Iwate 020-0123 

Abstract 

Differences ofthe late wood discoloration were investigated for appl巴trees(Malus domestica Borkh.) grafted onto dwarfing 

rootstocks. In dissection of adult trees of ‘Fuji' and ‘Jonagold' grafted onto JMl and JM7， the late wood discolorations differed 

with the rootstocks. One year old trees of 'Mishima-F吋i'gra丘edonto thr巴erootstock cultivars， JM7， M.9， and M.26， were 

frozen to observ巴browningin the cambium and its surroundings and to measure the rate of damaged cells in the bark. The 

browning degree increas巴das the treatment temperature d巴creased.The rate of damaged c巴llsdecreased in that order M.9，品17，

M.26，巴speciallyin the rootstock part. These results indicated that ther巴weredi白鳥rencesamong rootstock cultivars for the late 

wood discoloration and the rate of damaged cells， which affected the degree offreezing injury under the field condition. 

Key Words : dehardening， freezing injury，合ostring， hardening， JM rootstocks 
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緒面

リンゴ台木瓜17は，マルパカイドウ‘セイシ'と M.9の

交雑後代から選抜されたわい性台木であり，挿し木繁殖が

容易で耐病虫性に霞れ，多収性で高品質果実を生産できる

(副島， 1997)ことから，我が固におけるリンゴ栽培におい

てJM7台利用樹の栽培面積は増加しつつある(増田， 2005). 

M.9台科用樹が2000年春に発芽不良や枯死などの凍害症状

を呈した一方， J抗7台科用樹には症状が認められなかった

ため， JM7はM.9よりも耐凍性が高いとされていた(小野

田， 2001) しかしながら， 2004年に岩手県の一部関地で

JM7台利用樹の樹勢衰弱症状が礁認され(小野ら， 2006)， 

これが 1999~ 2000年の冬の凍害による症状であると示唆

された(工藤ら， 2007).症状の発生割合については‘ジョ

ナゴールド ‘きおう¥ ‘王林'で高く， ‘ふじ¥ ‘つが

る ‘さんさ'で低いという品種間差異があり，表弱が激

しく進行すると枯死に至る場合があると報告されている
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(小野ら， 2006). 

樹勢衰弱樹には，接ぎ木部直下の台木部における異常肥

大したこぶやこぶ表面の粗皮が認められ，こぶ部分におい

て晩材(細胞が密であるため線状に見える年輪の外側部

分)の著しい褐変や変形が観察された(小野ら， 2006).凍

害における晩材変色の程度に穂、木品種間で差があること

が報告されているが CTingley，1936)， JM7台利用樹におけ

る晩材の褐変は，樹勢衰弱症状の発生割合が高かった

‘ジョナゴールド¥ ‘きおう¥ ‘王林'だけでな<，衰弱

発生の少なかった‘ふじ'の健全樹においても認められて

いる(小野ら， 2006). 

晩材変色はJM7台利用の様々な品種において認められた

が(小野ら， 2006)，台木品種開では比較されていない.ま

た，低温遭遇と晩材変色の関係も不明である.そこで本研

究では，晩材変色の程度と耐凍性の台木品種間差異を解明

するために，リンゴわい性台木利用樹を解体するとともに，

低温処理による変色の再現を試み，さらに，細胞障害率か

ら耐凍性の台木品種間差異を検討した.

材料および方法

1. わい性台木和用樹における晩材変邑の謂査

(独)農研機構果樹研究所リンゴ研究拠点に栽植されてい

た 12年生(1996年に l年生樹で定植)の‘ジョナゴール
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ド， / JM1を7樹，‘ジョナゴールド， /JM7を 3樹，‘ふ

じ， /JM1を 11樹，‘ふじ， /JM7を 8樹供試した.2008 

年 4月(‘ジョナゴールド， /JM7の 1樹のみ 2007年 7月)

に解体し，接ぎ木部 5cm上の横断面を穂、木部，同 5cm下

の横断面を台木部として観察した.各年度の晩材の変色程

度について 0:無し， 1 薄い， 2:一部中程度， 3:中程度，

4:一部濃い， 5:濃い，の 6段階で評価した.観察した晩

材数に対する変色した晩材数を変色晩材率として， ロジス

ティック回帰モデルにより解析した.

2. 1年生吉木の凍結処理による形成層の変色の再現

JM7， M.9A (マルパカイドウ付)(以下， M.9)， M.26 (マ

ルパカイドウ付)台利用の‘みしまふじ'の 1年生首各 25

本を供試した 2008年 l月に圏場から掘り起こし，乾燥防

止のためどニル袋で、根を包み， 40C冷蔵庫に試験実施まで

4か月以上貯蔵した.商木を冷蔵庫から出し，根の半分程

度を水に浸けた状態で， 1週間 150Cで、デ、ハードニングさせ

た後，穂木部 15cm程度を残して校先を切り落とし，厚さ

0.025 mmのポリエチレン袋で穂、木部から根までの全体を

包んで凍結処理した.最終温度 -20，-15，一10，-50Cの凍

結処理区と 40Cの対照区を設け，各接ぎ木組み合わせ 5本

ずつ用いた.凍結処理にはプログラムフリーザー (ESPEC

PU-2KT)を用い， OOCで 1時間置いた後時間に 30Cず

つ温度を下げて冷却し，最終温度で 6時間経過後に 1時間

に30Cずつ昇温させた.約 1か月間 150Cのインキュベー

ター内で水挿し後，穂、木部(接ぎ木部の上方約 5cmの穂木

部)，接ぎ木部(穂、木品種とわい性台木との接ぎ木部)，台

木部(接ぎ木部の下方約 5cmの台木部)の主幹部の横断面

を観察した.形成層周辺の変色程度については，前述の晩

材変色の調査と同様に 6段階で評価した.

3. 凍結処理による細胞障害率の測定

凍結処理による細胞障害率は， Kasugaら (2007) の方法

によりイオン漏出量を測定して算出した.前述 2と同じ

l年生苗木を各接ぎ木組み合わせ 5本ずつ同様にデハード

ニングさせた後，穂、木部(接ぎ木部上 5cm以内の穂木部)

および台木部(接ぎ木部下 5cm以内の台木部)の節間部と

接ぎ木部(穂木品種とわい性台木との接ぎ木部)から約 2cm

ずつを切り出した.樹皮(師音sおよび形成層を含む)から

2mmx5mm程度の切片を切り出した.1聞の凍結処理には

向じ接ぎ木組み合わせの苗木 5本を l組として供試し，切

り出した切片は苗木の区別なく混合して用いた. 300μLの

超純水を入れた試験管に4片ずつ投入して凍結処理した.前

述のプログラムフリーザーにおいて， -30Cで20分間放置

した後に様氷しさらに 30Cで 1時間凍結させた.その

後時間に 30Cずつ温度を下げて冷却し -5~ -40oCま

で50Cごとに試料を回収した.切片の非凍結処理 Wc保

存)をポジティブコントロール 液体窒素による完全凍結

および室温融解 (3回繰り返し)をネガティブコントロール

とした.すべての試料を 40Cで一晩保存後， 1.2 mLの超純

水を加えて 5分間脱気した後，暗黒下で 30分間往復振とう

した 導電率計 (HORIBA， B-173)により全試料の導電率

を測定し， 10分間煮沸処理および 30分間の暗黒下往復振と

う後，再び導電率を測定した.測定温度での凍結による細

胞障害時および液体窒素凍結による 100%細胞障害時のイ

オン漏出量の比から，以下の式により細胞障害率を求めた.

細胞障害率(%)=(Z-X)/(Y-X)x 100 

X= (非凍結試料の導電率)/ (煮沸処理した非凍結試料

の導電率)

Y=(液体窒素処理試料の導電率)/ (煮沸処理した液体

窒素処理試料の導電率)

Z (測定試料の導電率)/ (煮沸処理した測定試料の導

電率)

各温度処理区は 5反復とし，値をアークサイン変換後，

分散分析により各要因の効果を検定した.すべての解析は

SAS (SAS Institute， Cary， NC) で行った

結果

1. わい性台木利用樹における晩材変色の謂査

JM1および JM7を台木とした 12年生の‘ジョナゴール

ド'および‘ふじ'を解体したところ，穂木部および台木

部ともに晩材変色が認められた(第 l図).観祭した晩材数

に対する変色した晩材数の割合を示す変色晩材率について

は，穂木品種と調査部位による交互作用が有意となり，台

木部では穂木品種による差は認められなかったが，穂木音s

では‘ジョナゴールド'が‘ふじ' よりも変色した晩材の

割合が有意に高かった(第 l表).また，台木による変色晩

材率の違いは，穂木品種や調査部位に関わらず， JM1が

JM7より 1%水準で、有意に高かった.変色程度も同様に穂

木品種と調査部位による交互作用が有意となり，‘ふじ'の

穂木部で変色の程度が少なかったが，変色晩林率と異なり，

台木品種間に有意な差はなかった.

2. 1年生苗木の凍結処理による形成層の変色の再現

応17，M.9， M.26台‘みしまふじ'を凍結処理したところ，

40Cおよび 50C処理ではいずれの台木においてもほとんど

変色は観察されなかったが， -lOoC 以下の処理において形成

層およびその周辺部に変色が認められた(第2図) • -lOoC 

処理では，台木部において JM7台樹の変色程度が他の台木

樹よりも有意に高かった(第3図). -150C処理での変色程

度は，接ぎ木部においてお17台樹で有意に高く，台木部に

おいて M.26台樹で有意に小さかった. -20oC処理では変色

程度が大きくなったが，台木部において M.26台樹で有意に

小さかった.変色程度を部位ごとにみると，穂木部ではどの

処理温度においても台木品種間差異が有意ではなかった.

3. 凍結処理による細胞障害率の澱定

凍結処理後のイオン漏出量から細胞障害率の台木品種

間差異を調査した.障害を受けた細胞の割合は -50Cでは

10%以下程度であったが， -20oCにかけて急増し， -250C 

以下の処理ではいずれの台木品種および測定部位において

も概ね 80%以上になった(第4図).台木品種と部位には
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穂木部(拡大) 台木部

Eふじ， /JMl 

穂木部(拡大) 台木部

zふじ， /JM7 

第 1図 穂木部および台木部の横断面における変色したl免材

スケーノレは 2.5cm，枠内部分を右に拡大した

変色した晩材を矢頭で示す

第 1表 変色|免材率と変色程度に対する品種と部位の影響

要因 変色晩材率(%)

ふじ 32.6 

ジョナゴールド 38.0 n.s. 

九11 38.3 ** 
九117 28.2 

穂木部 24.1 ** 
台木部 44.8 

穏木品種 ・台木品種 ふじ ・JMI 36.8 

ふじ ・JM7 26.9 

ジョナゴールド ・加11 40.7 I1.S. 

ジョナゴーノレド ・JM7 31.7 

穂木品種 ・部位 ふじ ・穂、木部 19.5 a 

ふじ ・台木部 45.8 c 

ジョナゴールド ・穂木部 33.0 b 

ジョナゴーノレド ・台木部 43.0 bc 

台木品種 ・部位 JMl台樹 ・糖、木部 26.1 

九ill台樹 ・台木部 50.6 

川 7台樹 ・穂、木部 20.9 I1.S. 

九117台樹 ・台木部 35.5 

穂木品種・台木品種 ・部位 ふじ ・爪11・穂木部 19.1 

ふじ ・JMい台木部 54.5 

ふじ ・川 7・穂木部 20.0 

ふじ .JM7・台木部 33.8 

ジョナゴーノレド .JMI・穂、木部 37.1 11ふ

ジョナゴーノレド ・九111・台木部 44.3 

ジョナゴーノレド ・九17・穂、木部 23.3 

ジョナゴーノレド ・九17・台木部 40.0 

変色晩材率は観察した晩材数に対する変色した晩材数の割合，
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台木部(拡大)

台木部(拡大)

変色程度

0.14 
0.14 I1.S 

0.15 
0.12 I1.S. 

0.07 ** 
0.20 
0.15 
0.11 
0.14 I1.S. 

0.14 
0.06 a 
0.21 c 
0.10 ab 
0.18 bc 
0.09 
0.20 
0.04 I1.S. 

0.19 
0.07 
0.24 
0.04 
0.18 
0.12 I1.S 

0.15 
0.05 
0.23 

変色程度は 5本の苗木の穂、木部，接ぎ木部，台木部における褐変の 6段階評価 (0 無し， 1:薄い， 2 一部中程度 3 中程

度， 4 一部濃い 5 濃い)の平均から算出した

ロジスティック回帰モデノレにより解析し，変色晩材率は尤度比検定を，変色程度はワノレド検定を行った

帥 1%水準で有意差ありI1.S. 有意差なし，異符号は 5%水準で有意差あり
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穂木部 (0) 接ぎ木部 (4) 台木部 (5)

‘みしまふじ， /JM7 

穂木部 (2) 接ぎ木部 (2) 台木部 (4)

‘みしまふじ，/M.9 

穂、木部 (0) 接ぎ木部 (0) 台木部 (0)

‘みしまふじ，/M.26 

第 2図 150Cで凍結処理した l年生苗木の形成層の変色

( )内は変色程度， スケーノレは 5mm

変色した形成層を矢頭で示す

5 1台木部
b，.g 

穂木部 fk b b 4 ~ • 4 

生5EH 34 .111 3 ~ • . 11 3 
噂]

ぺ L Î，， ~nll~
2 2 

a 。 。 .aa 

4 -5 ー10 ー15 -20 4 5 -10 15 -20 4 5 10 15 ー20

処理温度 ("C) 処理温度 ("C) 処理混度 ("C)

|-JM7ロM.9ロM.26|

第 3図 凍結処理した l年生苗の形成層における変色の台木品種間差異

変色程度は 5本の首木の穂木部，接ぎ木部， 台木部における褐変の 6段階評価 (0:無し薄い 2 一部中程度， 3 

中程度， 4:一部濃い 5 濃い)の平均から算出した

異なる符号は同じ処理温度において分散分析により 5%水準で有意差あり
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第4密 凍結処理による細胞障害率の台木品種間差異

異なる符号は同じ処理温度において尤度比検定により 5%水準で有意差あり

交互作用がみられ，穂木部では M.9台樹の細胞障害率が高 ナゴールド'も半数近い晩材が変色していた(第 1表)-小

い傾向にあり，接ぎ木部では台木品種間差異はほとんど認 野ら (2006) は健全樹においても台木部の晩材変色を認め

められなかったが，台木部では M.9，JM7， M.26の順に細 ているが，褐変は‘ふじ'よりも‘ジョナゴールド'に多

胞障害率が高かった. かった.健全樹の台木部における晩材変色の程度は樹勢衰

弱症状の軽度と必ずしも一致しないと考えられる
考察

2000年春の M.9台利用樹における衰弱および枯死や

2004年の品17台利用樹における樹勢衰弱は，他発休眠中の

耐凍性が弱まりつつある状態において凍害につながる低温

に遭遇して生じたと推測されている(工藤ら， 2007).実際，

1M7台利用樹の凍害発生闘地周辺における 2000年 l月の気

温は 3 月上旬並みであったが， 2 月下旬~3 月中旬にかけて

平年を下回る冷え込みであった.冬季の暖気が関係する凍

害のうち，校や幹が被害を受ける凍害はフロストリングと

呼ばれ，樹体が酎凍性を完全に獲得する以前のハードニン

グ期や他発休眠中の異常な暖気によるデノ、ードニング期に

厳しい冷え込みに遭遇した場合に 活動中の形成層と形成

庸の分裂により形成された木部柔細胞が低温により障害を

受けて発症するとされている(黒回， 1988) 被害部の断面

に年輪に沿った褐変が観察されたことがその名の由来であ

る (Haηis，1934). なお，晩霜害により果実表面に生じる環

状のさびもフロストリングあるいはフロストバンドと呼ば

れるが，本論文におけるフロストリングとは別の凍害症状

である. リンゴ樹においてもフロストリング被害として形

成層周辺の褐変が観察され，穂木品種間で発症程度が異な

ることが報告されている (Tingley，1936; Maney， 1942).樹勢

衰弱樹にみられた晩材変色がフロストリング様の凍害症状

であれば，晩材変色の麗度と凍害症状が相関する可能性が

あるが，褐変程度の品種間差異は明らかになっていない.そ

こで，果樹研究所リンゴ研究拠点に栽植されていた品4台

木利用樹の晩材変色を調査した.小野ら (2006) の報告を

参考にして，樹勢衰弱の発生が多かった品種から‘ジョナ

ゴールド'を，少なかった品種から‘ふじ'を選択した.供

試樹に樹勢衰弱症状はみられなかったが，晩材変色はどち

らの品種にも観察された(第 1図).穂木部では‘ふじの

晩材の変色は少なかったが，台木部では‘ふじも‘ジョ

晩材変色が低温により生じるかを確認するために， JM7， 

M.9， M.26台を利用した‘みしまふじ'の 1年生商をデ

ハードニングさせた後に凍結処理した.形成層とその周辺

部の変色を再現でき(第 2国)，リンゴ樹における過去のフ

ロストリングの報告 (Tingley，1936) と一致する結果が得

られた.変色程度は処理温度や部位によって強弱はあるも

のの，全体としては JM7台樹で大きく， M_26台樹で小さ

かった 凍害の発生程度が M.9，爪17，M.26のI1演であるこ

とを考慮すると，凍結処理後の形成層とその周辺部におけ

る変色程度は実際の凍害症状の程度との相関が低いと推察

される.凍結処理試験の結果，低温により晩材変色が生じ

る可能性は確認されたが，変色桂度による耐凍性評価は難

しいと考えられた.

形成層を含む樹皮部の縮胞樟害率については，穏木部と

接ぎ木部における台木品種間差異は小さかったが，台木部

において M.9，品17，M.26のI1煩に明確な差異があった(第

4図).台木品種別に比較すると， M.9台樹は穂木部と台木

部の細胞障害率が高く， JM7台樹は台木部の細胞障害率が

高かったが， M.26台樹は穂木部も台木部も細胞障害率が低

かった.この結果，耐凍性の台木品種間差異が明らかになっ

た.M.26台樹の細胞障害率は他の 2台木品種利用樹より小

さかったことから， JM7台樹および M.9台樹よりも耐凍

性が強いと推察され，これまでの知見と一致した(神戸，

1995) 担_9台樹の細飽樟害率は JM7台樹および M.26台樹

よりも高く， M.9台樹の耐凍性が弱いとされていること(赤

羽ら， 1968;神戸， 1995;小野田， 2001)を考慮すると，総

飽障害率の台木品種間差異が圃場条件における凍害症状と

関係が深い可能性がある.すなわち，穂、木部と台木部とも

に酎凍性が弱いM.9台樹では低温遭遇後すぐに凍害症状が

現れたが， JM7台樹で、は台木部の被害の影響が次第に穂木

部に現れて樹勢衰弱症状に至ったと考えられる.
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近年，気候温暖化による暖冬の増加が懸念されており，

冬季の気温の差が大きくなることによりフロストリングが

発生しやすい状況が増加する恐れがある.モモでは既に暖

冬後の低温による凍害と思われる障害が発生しており，台

木の耐凍性の評価が行われている(神尾ら， 2006). ワンゴ

においても厳冬期以外の凍害とみられる幼木の生育不良や

枯死の事例が認められている(小野ら， 2007). 現段階で

は，本研究において認められた l年生苗における耐凍性の

品種開差異を，実際に被害報告がある結実初期の若木にも

適用できるとは言えない.今後，国場条件における凍害症

状の程度を推定できる評価方法を検討し穂木および台木

品種，品種組み合わせによる耐凍性の差異を明らかにする

とともに，ハードニング期およびデハードニング期の耐凍

性を評価する必要がある.

摘要

リンゴわい性台木利用樹における晩材変色を調査すると

ともに，低温処理による変色の再現を試み，さらに，細胞

障害率から耐凍性の台木品種間差異を検討した‘ふじ'お

よび‘ジョナゴールド'の成木における晩材変色は JM7台

樹よりも JM1台樹に有意に多くみられた.川7，M.9， M.26 

台利用の‘みしまふじ年生苗を凍結処理して変色程度

と細胞障害率を調査した 形成層とその周辺部に褐変が認

められ，低温による変色を再現できた.細胞樟害率は穏木

部で M.9が高く，台木部で M.9，JM7， M.26の頓に高かっ

た 本試験の結果と凍害の発生状況から，低温による細胞

障害率の台木品種間における差異が国場条件下での凍害症

状の発症程度に影響する可能性が示された.

謝辞本研究の実施に当たり 北海道大学大学院農学
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