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アルカリ質土壌向けマンゴー台木用品種の導入の重要性
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（沖縄県農業試験場名護支場、＊沖縄県宮古農業改良普及センター）

KonosukeDEGI，HiromgulNouE，HidekazuIKEMIYAandYasumasaIGEI：

hportanceofhtroductionofMangoRootstocksforCalcariousSoilinOkinawa．

necrosisofleaf)，落葉，若い小枝がだんだん枯死し

大きな枝にも枯死が進行すること，そして２次根の生

長が減退することなどである．進行した段階では，衰

弱した樹体の若い小枝では維管束系が茶褐色に退色す

る．

茶褐色に退色した維管束組織からいくつかの糸状菌

が分離されたが，鉢植えした若樹にBotZyoSphaerjcz

rjbjsGross､andDuggarを接種したときだけ，一貫し

て枝の尖端からの枯死が発生した．マンゴーの病原生

物として知られる線虫である，Hmicrjco7zemojdes

mcmg樅raeSiddiqiもまた，圃場における樹体衰弱と

関係している．

糸状菌や線虫がマンゴー衰弱に関与しているとも思

われるが，鉄やマンガンあるいはその他の微量要素が

欠乏すると糸状菌や線虫の攻撃を受けやすくなること

が！制御された環境条件の下における研究から示唆さ

れている（Schaffer,1994)．フロリダとイスラエルの

アルカリ質土壌の圃場における研究からマンゴーの衰

弱は常に鉄欠と関係していることが示唆され，フロリ

ダではまたマンガン欠乏との関係も指摘されている

(Schaffer,1988)．南フロリダでは，定期的な大河の

氾濫により圃場が浸水し，衰弱症の流行が抑えられる．

これは，鉄とマンガンがマンゴーに供給されるためだ

と思われている（Schaffer，1994)．

１．はじめに

マンゴーの栽培面積の急速な拡大にともない，土壌

要因によると思われるマンゴー衰弱症（仮称）の発生

が報告されるようになった．このような症状は琉球石

灰岩土壌（島尻マージ）などアルカリ度の高い土壌で

発生していることから，県内では一般にアルカリ障害

と呼ばれている（伊波，1996)．県内のマンゴーの栽培

面積の54％がアルカリ質の土壌(島尻マージ27%，ジャー

ガル27％）であり，これらのマンゴー園はマンゴー衰

弱症が発生する可能性を持っていると思われる（富山

ら，1995)，これらの圃場では３～５年生木で果実の収

穫後に慢性的な発芽不良や樹勢の急激な低下が見られ

る一方，士壌条件によっては生育中の幼木において葉

の黄化や枝枯れ症状が発現することもある．

２．マンゴー衰弱症の病状とその原因

症状は年中観察できるが，症状の発生は９～12月に

多い．症状は多種にわたり，黄化葉でも大きさが健全

葉と同じものや葉が細く硬いもの，葉面がでこぼこで

変形したもの，葉縁から枯れ上がるもの，葉脈間が黄

化しているものなどがある．また枝では，落葉して芽

が出ないもの，剪定後に芽が出ないものと枯れるもの

がある（富山ら，1995)．衰弱症が多い園に共通してい

ることは，アルカリ質土壌であることである．

マンゴーにおける同様の症状はイスラエルやフロリ

ダでも発生しており，マンゴー衰弱症(mangodecline）

と呼ばれている（Schaffer，1994,Schafferら，1988)．

衰弱が深刻な場合，通常２年以内に枯死すると言われ

ている．フロリダなどにおける病徴は，葉脈間の黄白

化（interveinalchlorosis）と葉の尖端の壊疸（tip

３．マンゴー衰弱症の対策

小林（1985）は，果樹風土論の緒言で次のように論

じている．果樹は永年作物であるから，ある土地に一

度植えられると，１，２年作物と異なり，そこで長い

年月にわたり，同じ樹が育つことになる．したがって，
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もしその場所が不適当な場合には，その悪条件が年々

累積して影響するので，栽培上きわめて不利である．

また，果樹では相当な資本を投下し，それを寝かして

おく期間がきわめて長い．果実がなり始めても，わず

か数年間で，マンゴー衰弱症により樹勢が急激に衰え

生産力が激減するようでは，永年作物としての意味が

無く，投下資本も回収不能となる．結局，衰弱症の発

生しやすい土壌にはマンゴーを植えないことが，最も

根本的なマンゴー衰弱症対策であろう．

一方，沖縄県内で過去に試みられたマンゴー衰弱症

の対策（當山ら，1995）として，①酸性肥料（過石)，

②硫黄華,③ヒドロキシアルミニウム（ハイドラール)，

④微量要素剤（FTE，キレート鉄，クロロゲン等)，⑤

石灰多吸収作物の栽培（トウモロコシ，キャベツ等)，

⑥希硫酸（120倍液）などの施用がある．しかしいずれ

も効果が顕著ではなく，使用方法が明確でないため，

実用性に乏しい．また富山ら（1995）はマンゴー衰弱

症が発生した園における対策事例の中で，微量要素な

どを施用したが効果はなく，最終的に国頭マージを大

量に混合してマンゴーを植え替えることになったと報

告している．

アルカリ質の土壌に栽培されているマンゴーでは鉄

欠乏が発生しやすいので，十分な量のキレート鉄を施

用する必要があるとされている（Schaffer,1994)．ガ

ラス室における研究では，鉄を除く微量要素を供給さ

れた場合や他の微量要素を除き鉄を供給された場合，

葉脈間白化と枝の尖端からの枯死がおこり，鉄か他の

微量要素が欠乏した樹では激しい衰弱が起こった．マ

ンゴーが衰弱する病徴は，鉄と他の微量要素が供給さ

れた場合には発生しなかった．最初の衰弱症状が現れ

た樹でも，鉄キレートの施用や微量要素の葉面散布に

より，健康な樹体が回復できるとフロリダの栽培農家

は主張している．いくつかの生物ストレスとマンゴー

衰弱との間に何らかの関連はあるが，十分な微量要素

の施用でフロリダのマンゴーの衰弱症は予防可能であ

るとされている（Schaffer,1994)．またイスラエルの

試験結果では，鉄化合物の成分組成や施用法，施用時

期などで効果が異なることが報告されている．微量要

素資材の中にはかなり高価なものがあり問題となるが，

灌水システムで施用できる実用的な鉄化合物などが報

告されている（Homsky，1996,Kadmanら，1984)．

沖縄県内においてこれらの資材の実用性があるかどう

かを，早急に検討する必要がある．

玉城と砂川（1996）は，県農試宮古支場において，

衰弱症状を示した６年生アーウィン樹の断根試験を行っ

た．断根により細根の発生が促進され，処理後の新梢

の発生は遅れるが，強剪定区と同程度の母枝が確保で

きるとしている．また４月の処理であれば次年度の着

花にも影響が少ないとしている．また６～７年生アー

ウインに，パインアップル用葉面散布剤（硫酸第１鉄

と硫酸亜鉛）の０１％希釈液を10月に樹体注入した結果，

葉緑素計値が上昇したことから，生育障害の軽減への

効果が示唆されたとしている．イスラエルにおいて，

ひどい鉄欠乏症状を示しているアボカドの大樹に対し

て同様の処理を行ったところ，速効的で顕著な効果が

得られたと報告されている（Kadmanら，1982)．不良

土壌地帯におけるマンゴーの栽培面積が増大し，衰弱

症が蔓延しつつある現実を考えると，これらの対症療

法的研究へも早急に取り組む必要がある，

４．マンゴー衰弱症耐性台木の重要性

果樹園芸では，優れた品種を栄養的に増殖して植え

ることが多い．マンゴーの経済品種は単胚性のものが

多く，それらは実生台木に接ぎ木して植栽されている．

よって，アルカリ質などの土壌でも正常に生育でき，

優れた経済品種の台木として活用できる，台木用品種

を選抜することがマンゴー衰弱症の抜本的な対策であ

ると思われる．

大垣（1992）は，台木と穂の組み合わせの意義と利

点について以下のようにまとめている．①環境への適

応性一耐寒性や耐乾性の増大など，②病害虫の回避，

③わい性台木を利用して樹勢と結果を調節する－結果

年齢の短縮，看果の促進，結果量や果実品質の向上，

密植栽培,④高接ぎによる品種更新などの効果が得ら
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れる．しかし一方では，台木と穂木の組み合わせによっ

ては生理障害を生ずることもあると報告されている．

イスラエルにおいて，アルカリ土壌や塩水灌祇栽培

に適した多胚性のマンゴー台木の選抜試験が行われ，

13-1が選抜された（Gazitら，1980,Kadmanら，1976)．

13-1は，イスラエルのRehobotにあるWarburg順化園

(WarburgAcclimatizationGarden）で，1932年から

実生として栽培されていた（Gazitら，1980)．種子が

エジプトから導入されたことははっきりしている．こ

の樹は，起源地帯に現在でも生存している．種子は多

胚で，３～６の胚を保有している．実生後代のほとん

どは，母樹と遺伝的に同一のものである．

13-1は密集した樹冠で，中ぐらいから大きくても８

ｍほどの樹体である．葉幅は広く，新葉では明るい青

銅色をしている．樹齢が若いうちから結実を始める．

果実は100～2209で，腎臓型で果皮は黄色で多くの斑

点がある．果実は８月中下旬に熟する．種子は20～２２

９で比較的大きく，堅くて繊維が多く裂開困難な種皮

で覆われている．

1960年の初期に，２０％の石灰を含有する土壌が分布

する，南海岸平原地帯にあるZiqim入植地の近くにマン

ゴー栽培試験圃場が設定された．台木品種Sabreに穂木

Mayaを接いで植えたところ著しい鉄欠乏症状が表れた

のにかかわらず，台木13-1では順調な生育を示した．

この発見の後，13-1は台木用品種としてイスラエル内

の多くの地域で試験栽培された．

３品種を接ぎ穂にして，多胚や単胚の８品種を台木

とした台木比較試験が，西Wegev地域のNirYizhak入

植地で1973～1976年に行われた．これらは10～20％の

石灰を含有する砂士で栽培され，250ppmの塩素（Cl）

を含む水を潅水した多胚品種SabreとＰeachを台木と

したすべての品種が枯死したのにかかわらず，13-1を

台木としたすべての品種が順調に生育した．同じ試験

において，単胚品種の台木に接ぎ木し枯死しなかった

樹に比べて，13-1を台木としたものは小さかった．13-1

が倭性台木の性質も保持していることが示唆された．

さらに，Eilat湾の近くの南Arava地域で，1970年代

に大規模な台木選抜試験が行われた（Kadmanら，

1976)．中程度の石灰（15％CaCO3）を含有した砂士に

植え付けて，600ppmを越す塩素濃度の水で潅水した．

この試験では80品種から集めた3200の実生が試験され，

それらの耐性が比較された．これらの材料の中には，

オリジナルの13-1とその後代（実生から育てた樹）で

ある２樹の種子も含まれていた．13-1やその後代の実

生は最も耐性が高く，樹齢２年目で，それらのうちの９

２％は最も優れていると評価された（表１)．

13-1台木は，排水が良好な土壌で生育が最もよい．

石灰含有率が非常に高い（30%以上のCaCO3）土壌で

良好に生育させるには，鉄キレートを施用する必要が

ある．13-1台木は，イスラエルのアルカリ質土壌（土

質によってはpH8.2,CaCO3含量が35％以上）や塩水

灌概地域において最も普及している．イスラエルでは

３品種の台木が用いられており，それぞれ適応する土

質が異なるので（Homsky,1996)，沖縄県への導入に

表１．アルカリ土壌と塩類に感受性と抵抗性のマンゴー品種の特性（樹齢24ヵ月）

品種 株の大きさ萎凋度＊ 生育程度の出現％

良い株中の株悪い樹高（cum）茎径（皿）

41-15（13-1の実生）多胚

Ｈａｓ－ｅｌ－Ｈａｓ 単胚

Peach多胚

Rogney 単胚

３
０
５
６

０
２
４
５

１
１

２
６
７
８

１
１

92

37.5

０

２．５

８
５
５
５

５
１
３

1.6

2.1

4.2

3.6

０

７．５

８５

６２．５

*萎凋度は５段階に相対評価された：１＝損害無し～５＝完全な変性（衰弱)，Kadmanら（1976）より引用した
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当たっては注意する必要がある．

また13-1系統は多胚性の種子である．イスラエルの

多くの苗圃では，13-1種子のいくつかの胚から発芽し

た実生を分け，実生の増殖を促進している．台木とし

ては遺伝的な差異のないものが望ましいが，交配され

た胚に由来し種子親とは遺伝的に異なる実生が発生す

る可能性がある．このケースにおける交雑実生の発生

頻度は，０％（Schnellら，1992）という報告と20％と

いう報告（Deganiら，1993）があり，実生の取り扱い

も含めて今後の問題である．

耐性台木を実用化するためには，実際にアーウィンな

どの経済品種を接いで試験し，着果性や品質，収量な

どを十分に検討する必要がある．

当面は，先に述べたように，マンゴーに不適な土壌

地帯における栽培を控えるべきであろう．またそのよ

うな場所でマンゴーを栽培する場合，十分な土壌改良

の後に植え付けるべきである．またマンゴー衰弱症の

予防策として，キレート鉄やマンガンなど微量要素を

施用することが賢明であろう．
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５．台木試験における今後の課題

13-1はアルカリ質土壌に耐性がある多胚性の品種で，

イスラエルでは既に実用化され広範囲で台木として利

用されているようである．またイスラエルの栽培条件

においては，13-1は腰性台木としての働きも持ってい

る（Homsky，1996）ようである．

しかし，台木と穂木の組み合わせによっては生理傷

害を生ずることがある（大垣，1992）と言われている．

またマンゴーにおいても，多くの穂木品種に対して有

効性を発揮する台木品種が存在する一方，特定の台木

と穂木の組み合わせが良い結果を生むこともあると報

告されている（Oppenheimer,1968)．結局，県内にお

いて実際にアーウィンを接いで試験してみないと，沖

縄県内における着果性や収量などは分からない．

県農試名護支場果樹育種研究室では，13-1の種子の

導入についてGazit博士と交渉中である．イスラエルで

は13-1以外にも有望なアルカリ質土壌耐性台木が報告

されているので（Kadmanら，1976)，これらについて

も何らかの方法で入手したいと考えている．これらの

品種を導入して沖縄県内のアルカリ土壌地帯における

適応性が一定程度確認されるまで，最短でも５年間は

必要であろう．

生産現場におけるマンゴー衰弱症問題は,その間にも

より深刻化するかも知れない．しかし適応性が検定で

きないままに，これらの台木を生産現場に導入するこ

とはかなり危険である，県内においてアルカリ質土壌
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