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マルス類の生育と採穂数を増加させるための

B A・摘心処理法と台木の種類

曽良久男・丸島義信で田口峯男

The Rootstocks, BA and Topping Treatments for 

Increasing the Tree Growth and Taken Scion 

Number in Current-year-old Mal us CMalus sp.) 

日isaoKATSURA, Yoshinobu MARUSHIMA and Mineo TAGUCHI 

I 緒白

植木として利用されるマルス類は鑑賞特性に優れ、病

害虫防除に留意すれば千葉県でも十分栽培可能な品種群

である。また、わい性品種が存在し、鉢物にも利用でき

るなど汎用性や新規性に富んでおり、原種農場では今後

の需要が期待できる優良品種群として、配布の準備を行

ってきたO

配布準備には、品種特性の整理・公表や繁殖方法の確

立などがあるが、繁殖元となる母樹の維持・増殖も重要

な準備の一つに挙げられる。多くの樹種が利用されてい

る植木部門では、一般的に他作物に比べて需要が流動的

で需要予測をたてることが難しい上に、園場面積・労力

の関係もあって、有望品目・品種と判定されたもので、も、

あらかじめ必要な母樹数を十分に確保しておくことは、

困難である。これはマルス類にもあてはまる。

そこで、需要の動向に柔軟に対処できる母樹の育成法

を確立するため、幼木で効率的に採穂する方法を検討し

たO 植物生長調整剤のべンジルアデニン（BAと略称）

処理と摘心処理を併用することで、リンゴでは側校が発

生し伸長も促進されることが認められておりド近縁種で

あるマルス類においても同様な効果が得られるものと推

定して、調査した。台木の種類の検討も含めて、 1983年

度より 5か年にわたり、 4品種を用いて試験を行った結

果、処理により分校の発生と伸長が促進され、採穂数が

顕著に増加することがわかったO 経年的に処理を反復す

れば、短期間で小数の母樹から極めて多量の苗木を育成

することができ、需要の動向に柔軟に対応した生産が可

古Eである。

※現千葉県花植木センター
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本報では、品種別に明らかになった好適処理条件、処

理効果及び実際に採取した穂木の活者系などについて、

報告する。

本研究の遂行に当たり、原種農場花柏木育成室の職員

の皆さんには、多大なご協力をいただ、いた。また、クミ

アイ化学工業株式会社の水谷信氏には、本報の取りまと

めにあたり貴重な資料をご提供いただいた。ここに記し

て謝意を表する。

II 材料及び方法

試験1 台木の種類・摘心処理 ・8A処理濃度とマルス

類の生育及び採穂数

( 1) 1983年度及び1984年度

マルス類当年生苗木を育成しながら各処理を行い、生

育に及ぼす影響について検討した。

’83年は“リセット”と“ファンエ yセルタイン”を供

試し、台木の種類として“マルパカイドウ”、 “M26” 

区を、 BA処理濃度として 0（無処理）、 300、1,OOOppm 

区を設定して、処理効果を調査した。また摘心処理につ

いても検討した。’84年は“エレイ”と“ピンクパーフェク

ション”を｛共試し、’83年の設定区に、台木として“M9

”区を加え、処理効果を検討した。

各台木への接き、木は’83年が3月10日、’84年が3月30

日、 BA処理と摘心処理は’83年、’84年とも 6月30日に

行った。

B A処理にはビーエー液剤（BA3%溶液）を用い、水

で希釈して苗木の葉及び葉肢に散布した。散布量は 1本

当り lOccを目安とし、電池式小型噴霧器を用いて散布し

た。散布後、摘心処理区では、ただちに摘心した。
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調査は、供試株を堀上げて行った。調査項目は幹長、

幹周、分枝数、分枝長とし、調査日は’83年度カ＜11月28日

～12月2日、’84年度が85年1月17日～28日であった。

( 2) 1987年度

’83年度と’84年度に供試した4品種を用い、 BA  濃度

と摘心効果について採穂数を中心に検討したo

“マルパカイドウ”台への接ぎ木を 3月23～24日に行

い、育成した苗木を用いて 6月11日にBA処理した。 B

A処理濃度は、 0（無処理）、 300、600、900ppmであり、 B

A処理直後に摘心を併用処理した。また、対照区として

B AOppm （無処理）・無摘心区も設けた。

f共試株は12月15日～25日に堀上げ、解体調査した。穂、

木長 7cmとして採穂し、第 1表の基準で穂の太さ別に類

別して採穏数を調査した。また、主幹と分枝の生育につ

いても調査した。

第1表穂木の太さ類別基準

穂、木の太さ

細

中

穂木径の範囲

3. 9mr威l下

4. 0～ 7. 9mm 

太 I8. o～ 1 0. 9mm 

注）穂木径は、穂木の下部位置で測定

試験2 B A処理時期とマルス類の生育及び採穂数

試験lで摘心を併用したBA処理が生育と採穂数を大

きく増加させることが明らかになったので，’85年度にB

A処理時期について検討した。

供試材料には“ピンクパーフェクション”を用い、 B

A処理時期として 6月l目、 6月15日、 7月1日、 7月

15日、 8月1日の各区を設定し、対照として無処理区も

設けた。 3月14日に“マルバカイドウ”台を用いて接ぎ

木を行い、苗木を育成して300ppmの濃度でBA処理をし

た。処理操作については試験 1に準じ、無処理区を除い

て処理直後の摘心を併用した。

12月9日～12日に堀上げて地上部を解体し、生育と採

穂数を調査した。

試験3 B A処理個体採取穂木の接ぎ木活着率と苗の生

育

B A処理による採穏数増加法の実用性を検証するため、

'85年度にBA処理個体から採穂、した場合の接ぎ木活着率

と生育を穂、木の太さ別に検討した。また、’86年度には、

採穂数増加の大きな要因となる細径穏で、蒸散抑制が接

ぎ木活着率向上に効果を持っか否かについて検討した。

供試材料には、’85年度・＇ 86年度とも前年度のBA処

理試験で採取した“ピンクノfーフェクション”の穂、木を

用いた。’85年度は、前年度に0.300、1,OOOppm処理をし

た校から採穂、して中径穂、細径穏にわけ、各々を“マル

バカイドウ”台に接ぎ木して苗木の活着率と生育を調査

した。さらに、穏の太さ別に接ぎ木所要時間を測定し、

接ぎ木操作性について比較検討した。’86年度は、接ぎ木

時に細径穏をグリンナ－ 8倍液に浸漬する区・ポリエチ

レン製小袋を被袋する区を設けて、接ぎ木活着率と苗の

生育を調査し、無処理区と比較した。

グリンナーへの浸漬は、削り調整前の穂木を対象に行

い、またポリエチレン製の小袋は、ウメの切り接ぎ用に

使われる幅5.2cm、長さ10.0cmサイズのものを用いた。

’85年度は3月12日に、’86年度は 3月24日に接ぎ木を行

った。

’85年度の調査は、 12月15日～16日、’86年度の調査は

87年1月13日～14日に行った。

なお、試験1～試験3の植え付け時の施肥量等を第2

表に示したが、その他の肥培管理については、慣行の苗

木育成法によった。

第2表栽植日・密度と施肥量

栽植密度 施肥量（kg/lOa) 

試験実施栽植日株間睦幅 SC36 パークロング140モミ拐

番号年度（月日） (m) (m) (1出糊el (1抑制E

1 ’83 3.11 o. 3 0. 8 150 1, 500 

’84 4. 3 ’， 4シ 名ヤ ，， 

’87 3. 25 o. 3 1. 0 150 1, 500 

2 ’85 3.14 ，， 今 100 ,, 

3 ’85 3.13 ゐ ゐ 今 イシ

’86 3. 25 。 。 イシ 高砂

皿 結 果

試験1 台木の種類・摘心の有無・BA処理濃度と生

育及び採穂数

(1) 1983年度及び1984年度

第1図に台木別の各品種の生育を示した。“エレイ”と

“ピンクパーフェクションは3系統、“リセッド’と“

ファンエッセルタイン”は2系統の台木に接ぎ木して生育

n
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を比較したが、いずれの品種とも“マルパカイドウ”台

を用いた時に最も総校長（幹長十総分枝長）が長くなっ

た。また幹周も“リセット”の場合を除き、 “マルパカ

イドウ”台で大きく、生育が旺盛であった。分校数は台

木聞であまり差が認められない品種が多かった。

Eコ 幹E 医ZJ総分校長 O・ 0幹周 ・－・分校教

マルパマルパカイドウの略

直通1巨！：］ 0 
1 2 3 4 分枝数（本）

，、い

6

1

2

9

 

7
1

1

 

V

唱
‘n
E
n

［
 
ノヨ

ク

ン
ン

ク
ヒ

7f
 

ノ

「て7'1〆ノ《

リセット ｜
LM26 

「勺71レノ〈ファン 「
エyセルタイノLM26 

逗組ρ

校長｛四）

0 20 40 60 80 100 120 140 1曲 1鈎 200 2'国 240

16 20 24 28 32 36 40 44 48 
幹周（醐）

第1図 台木の種類と品種の生育

(B A無処理・無摘心区， 1983～84)

つぎに、 “マルパカイドウ”台を用いた場合の摘心と

B A処理の効果について、調査結果を第2図に示した玖

摘心処理は単独でマルス4品種の総校長を増加させる効果

があった。特に“エレイ”と“ピンクパーフェクション

，でその効果が高く、対照のBAOppm・無摘心区に比べ

幹長はやや短かったものの、分校の伸長が大きく総校長

は明らかに長かった。分校数についても、各品種とも摘

心処理区で増加した。

BA単独の処理効果は、 l,OOOppmではいずれの品種と

も分枝数の増加の点で認められたが、 300ppmでは “ピ

ンクパーフェクション”を除き効果は小さく、分校教の増

加はあまり認められなかった。また、l,OOOppm処理区

でも分枝数の増加の割に総分校長の伸びは小さく、総校

長はあまり増加しなかった。処理により発生した各分校

の長さが短かったためであり、各分校長の長かった摘心

単独処理より分校の生育促進効果は劣った。

いずれの品種でも分校数と分校長が最も増加し、総枝

長が長くなったのは、 BAと摘心を併用処理した区であ

った。分枝の生育促進程度と好適BA 濃度の高低には品

種間差異が認められ、 “エレイ”と“ピンクパーフェク

ション”です井用効果が高く、 BA濃度については、 “ピ

ンクパーフェクション”と“ファンエッセルタイン”で

300ppm、“エレイ”と“リセット”でl,OOOppmがそれぞ

れ好適で、あった。

ただし、 “ファンエッセルタイン”では、第3図に示

すように形質の変動係数が高く、生育が不揃いで、処理

効果が不安定であった。
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（摘心併用区， 1983～84)
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( 2) 1987年度

生育調査の結果を第4図に示した。 “エレイ”、 “ピ

ンクパーフ ェクション”、 “リセット”の3品種では、摘

心単独処理 ・BA 併用処理のいずれでも分校の生育が促

進され、総分枝長と総枝長が増加した。増加程度はBA 

併用処理で大きしまた摘心単独処理 ・BA併用処理の

いずれも同一処理ではおおむね’83年度ないし’84年度を

上回る結果であった。特に、 “リセット”で生育増加が

目立った。 BA濃度については、“ピンクパーフェクショ

ン”で300ppm、“エレイ”と“リセ ット”で600ppmが適

当で、総校長が最も増加した。

“ファンエッセルタイン”は、処理により分校数は増

加したが分校長が短〈、他品種に比べて処理効果が小き

かった。また、第5図及び第6図に示すように、各形質

の変動係数が高く、 1983年度と同様に処理効果が不安定

であった。

分
性
歓
桝
剖

20 

16 

12 

－
J
 ヨンク’h

 
7
 

e
 

クノピー

校
長
崎
醐ート

品
村
周
岡
印

田ト500

分
惜
数
削
担

12 

e争被
周 長
岡（al

曲＇600' 目制エレイ

国 ト抑1

Oii r l I I I I I I I I I 0 0 

0 0 双泊以）（）翁JO BA混壇
同恥」li-r.:←~ lppml 

0 BA濃度

豆諸心（p州

ぬ0 600 旬。。
摘d己、

10 

。

分校長の変動係数（1987)

つぎに、穂木を太さ別に類別して、採穂数を調査した

結果を第 7図に示した。通常、細径穂と中径穂が穂木と

して用いられるので、合計本数を通常採穂数とし、さら

に太径穏を加えたものを特例採穂数としたが、いずれの

品種も太径穂数は比較的少なく、処理効果は通常採穂数

の多少によって判定可能であった。摘心単独区の通常採

穂数は、いずれの品種とも対照としたBAOppm・無摘

心区の通常採穂数を上回っていたが、 BA・摘心併用区

には及ばなかった。最も通常採穂数の多かったのは、 B

A 濃度が“リセット”では600ppm、“ヒ．ンクパーフェク シ

ョン”では300ppmの摘心併用処理区で、いずれも生育量
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増加における最適処理と一致した。 “エレイ”では、 B

A 900ppmの摘心併用処理で最も通常採穂数が増加したが、

生育量増加での好適BA 濃度である600ppmで、も、採穂数

は多かった。

また、穂の太さ別にみると、 “リセァ卜”と“エレイ

”では中径穂数が多く、 “ピンクパーフェクション”で

は細径穂数が多かった。最適処理条件下での 1株当りの

通常採穂数は、 “エレイ”で65.2本、 “リ セット”で6

4. 7本、“ピンクパーフェクション”で36.9本となり、そ

れぞれ対照区の7.5倍、 5.8倍及び3.3倍の通常採穂数で、

採穂数増加効果は顕著であった。採穂、率を第8図に示し

たが、枝の太さが適当で中 ・細径穂が多く採れた分校の

ほうが、主幹より採穂率が高く、効率的な採穂が可能で、

あった。主幹採穂は効率が悪く、いずれの品種も採穂で

きる部位は中部～先端部に限られており、主幹採穂数（長）

の品種間差は、幹長の差の割に小さかった。

口 主幹細i1穂数盟主幹中1王制園主幹太i!lt数

回分校細f量制圏分枝中径複数回目分校太保理教

仁コ＋D ＋匿ヨ＋匿盟通常保砲教（線）

通常保理教＋闘＋阻特例採穂数｛ 線）

なお、 “ファンエッセルタイン”では、生育量の場合

と同様に、処理によってもあまり採穂数が増加せず、最

も良かったBA 300ppm 区でも通常採穂数は14.8本で、

対照区の1.5倍の増加にとどまった。

量処理 1...... 8 A無処理 ・摘心区

盤処理 2……BA無処理・無摘心区

m;;:m ・・・・通常採穏での採穂率

区豆m＋仁二コ－－－特例採穏での採穂率

亡二コ 太径穂の採穂率

ω 
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第7図 B A処理濃度と品種の採穂数(1987)

試験2 B A処理時期と生育及び採穂数

生育調査の結果を第 3表に示した。各BA処理は摘心

を併用したが、対照のBAOppm・無摘心区と比べ、幹長

及び幹周は劣る区とやや優れる区が混在し、摘心処理の

有無とBAの処理時期が主幹の生育に及ぼす影響は不明

瞭であった。一方、分校は対照区でほとんど発生しなか

ったのに対し、各BA処理区では多くの分枝の発生が認

められ、その長さも採穏に十分であった。

採穂数の調査結果を第4表に示したが、分校生育が優

れ、分校採穂、数が最も多くなったのは 6月15日処理で、

ついで6月1日、 7月1日処理の）I頂で、 主幹採穂数を加

えた総採穂数でも、この順であった。一方、 7月15日処

理では分校数、分校長の値が共に小さく、 8月1日処理

では分枝数は多かったが、分校長が短くなり、両時期と

も総採穂数は 6月1日～7月1日処理に比べ劣った。
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第3表 B A処理時期と生育（1985)

BA 分校長（cm)

処理時期 幹長 幹周 分校数 総 最長 上位3枝 総平均
総枝長1)

（月・日） (cm) (mm) （本） 平均
(cm) 

6・1 79.2 33. 7 10. 8 160.8 37.0 31. 0 14.9 240.0 

6. 15 108.3 35.4 12.9 184.7 52.9 39.2 14.3 293.0 

7・1 81. 9 32.1 14.1 142.0 26.1 22.6 10.1 223.9 

7. 15 82.4 32.0 9.9 60.4 11. 6 9.9 6.1 142.8 

8・1 104.8 38.0 21. 0 122. 2 15.8 12.5 5.8 227.0 

無処理2) 97.5 32.9 0.4 o. 7 0.2 1. 8 98.2 

注： 1）幹長＋総分枝長
2) BAOpp m・無摘心で対照区。他の区は摘心併用。

第4表 B A処理時期と部位・太さ別採穂数（1985)

BA 

処理時期
車田

（月・日）

6. 1 3. 6 

6・15 4. 0 

7・1 4.0 

7. 15 2.4 

8. 1 2. 2 

無処理 3) 4. 5 

主 幹

中 太 言十

3. 3 3. 5 10.4 

5. 9 5. 2 15.1 

3.4 4.0 11. 4 

4.6 3.9 10. 9 

6.1 6.4 14.7 

7.5 1. 4 13.4 

注： l）主幹採穂総数＋分枝採穂総数

2）無処理と比較した場合の比率

細

14.9 

15.0 

13.5 

4.7 

7.7 

。

分 校
総1) 同左2)

中 太 言十 採穂数 比率

2. 8 。 17. 7 28.1 2.1 

4.2 。 19.2 34.3 2.6 

0.2 。 13. 7 25.1 1. 9 

0.1 。 4. 8 15. 7 1. 2 

0.1 。 7.8 22.5 1. 7 

。 。 。13.4 1. 0 

3) BAOppm・無摘心で対照区。他の区は摘心併用。

試験3 B A処理個体採取穂木の接ぎ木効率、活着率

と苗木の生育

(1) 1985年度

接ぎ木作業効率と活着率及び苗木の生育を調査した結

果を第5表に示した。接ぎ木に要する時間は、細径穂と

中径穏でほぼ同程度となり、両者とも接ぎ木操作は容易

であった。また、接ぎ木活着率は、前年度のBA処理で

発生した枝から採穂（以下BA採穏と略す）しでも、同

じ太さの穂木聞の比較では、 BA無処理枝採穂、に比べ低

下せず、むしろ増加した。同様に、接ぎ木活着後の生育

についても、前年度BA処理の悪影響は認められず、 B

A採穂区の方がおおむね優った。 BA濃度の比較では

1, OOOppm区の方が300ppm区より接ぎ木活着後の分枝生

育でやや優れた。

穂木の太さと接ぎ木活着率の関係については、標準で

ある中径穏に比べ細径穂、の接ぎ木活着率が低かった。こ

の傾向は、いずれの濃度のBA処理でも認められ、細径

穂の活着率は中径穂の68～70%となった。また、細径穂

区の活着後の首木生育は、中径穂区に比較して無処理区

と300ppm区では劣ったが、 l,OOOppm区ではやや優り、

穂の太さと苗木生育の聞には、一定の傾向はないと思わ

れた。

(2) 1986年度

接ぎ木活着率と生育についての調査結果を第6表に示

した。接ぎ木活着率は、 3区の聞で差は少なしいずれ

も実用レベルの高い活着率であった。活着後の苗の生育

は、グリンナー浸漬区がやや優れており、幹長及び総枝

長が長かった。
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第5表前年度BA処理濃度・穂木の太さ別の接ぎ木効率、活着率及び生育（1985)

前年度 穂木 接ぎ木 接ぎ木
幹長 幹周 分校数 分校長 総校長

B A処理 (/) 所 要

j農 度 太さ 時間 i舌着率
(cm) (cm) 

(ppm) （秒／本） （%） 
(mm) （本） (cm) 

。 中 22.4 76 115.1 37.8 1. 7 54.5 169.6 

車田 20.4 52 100. 8 31. 0 1. 3 32.8 133.6 

300 中 19.6 80 130.8 38. 1 1. 9 23.4 154.2 

車問 17.9 56 102. 2 29.4 1. 6 39.0 141. 2 

1,000 中 18.2 80 127.3 34.6 2. 0 59.0 186.3 

車問 18.9 56 127.5 36.6 1. 8 66.4 193.9 

注：供試台木の径は 6.9～7.2mm、重さは31.1～31.3gである。

第6表蒸散抑制処理と接ぎ木活着率及び生育（1986)

接ぎ木
幹 長

蒸散抑制処理 j舌着率

（%） (cm) 

無 処 理 80 113.4 

グリンナー浸漬 88 127.9 

ポリ小袋被袋 88 115. 3 

N 考 察

べンジルアデニン（略称BA）は、合成サイトカイニ

ンの l種で、細胞分裂促進、老化防止、生体内物質の吸

引・集積及び側芽発生促進などサイトカイニンに特徴的

な生理活性が高く、外生的に与えても十分な効果を発揮

するため、農業生産の場で様々に研究・利用されてきた。

Williamsら4）はBAとジベレリンとの併用ベースト処

理によりリンゴの休眠芽の発芽が促進されることを報告

したが、その後Kenderら、 2）横田、 5・6）小池ら 7）の一連の

研究により、生長中の苗木の側芽にBA処理すると、よ

り効率的に発芽が促進されることが明らかにされ、これ

らの結果をもとにわが国では1983年にBAがリンゴの側

校（本研究での分校に相当）の発生促進剤として農薬登

録されている。

本研究は、観賞用マルス類4品種を用いて、分技発生

のための好適台木、 BAの好適処理濃度、処理時期、摘

心の併用処理効果などを検討し、当年生苗木を利用して

幹周 分校数 総分校長 総校長

(mm) （本） (cm) (cm) 

33.2 1. 1 23.3 136. 7 

36.0 1. 9 23.5 151. 4 

31. 2 0.4 6. 1 121. 4 

の効率的な母樹育成法を確立しようとしたものである。

f共試品種のうち“ファンエッセルタイン”については、

B Aと摘心の処理効果が不安定で、その程度も他の品種

に比べて低く、最適処理条件を明らかにできなかった。

対照区の苗木の生育も不揃いでト、全般に不良だったこと

から、接ぎ木親和性に問題があると考えられ、今後台木

についての再検討が必要と思われた。以下の考察では、

“ファンエァセルタイン”以外で、処理効果の明瞭で、あ

った 3品種について述べる。

各処理に対する反応には各品種聞にほぼ共通するもの

と品種独自のものとが認められた。試験1として検討し

た台木の種類、摘心の有無、 BA処理濃度については、

前2者について共通性が高かった。

本研究で検討した台木は1983年度が“マルパカイドウ

“M26”の 2種類、 1984年度が“M9”を加えた 3

種類であったが、いずれの品種とも“マルパカイドウ”

台で総枝長が最も長くて、生育が良好と認められ、採穏

数増加のための好適台木と思われた。

“M26”と“M9”は、リンゴのわい性台として用い
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られるが、 “マルパカイドウ”を元台とした中間台方式

ではBA処理を併用することで慣行の“マルパカイドウ

”白根台よりもリンゴの側枝発生を促進し、側枝本数及

び長さが増加するとの報告がある。 6）今後、より一層の

生育と採穂数増加を目指すためには、本研究で、行った白

根方式に加え、“M26”、“M9”についての中間台方式

を検討する必要があると考えられる。

次に、摘心処理とBA処理について、それぞれ単独の

効果と併用の効果を検討した。その結果、いずれの品種

でも併用処理が最も効果が高く、分枝数と総分校長が増

え、総校長と採穂数が顕著に増加することがわかった。

一方、摘心単独区では、多くの品種で分校数がそれほど

培加せず、各分校は長くなったにもかかわらず総分校長

と総枝長の増加は併用区に劣った。また、 BA処理単独

区では、 l,OOOppm処理で摘心単独区に比べ分校数は明

らかに増えた品種が多かったが、各分校の伸長が劣り、

総校長は短かった。

これらの現象から、項芽優勢打破作用は、摘心とBA 

ではその現れ方が違い、前者では分校長、後者では分枝

数の増加としてより現れやすいこと、併用処理すると相

乗的な作用によって項芽優勢が大きく打破され、分校の

数と長さがともに増加することが考察された。

項芽優勢性を決定する要因のーっとしては、体内のオ

ーキシンとサイトカイニンの量的バランスがあげられて

おり、摘心処理やBA処理はそのバランスを崩して項芽

優勢性を弱め下部節位から分枝を発生・伸長させるとい

う狙いを持って行われる。8）すなわち、摘心処理はオー

キシンを生産している主幹先端部を除去してオーキシン

レベルを低下させる働きをし、一方BA処理はサイトカ

イニンを下部節の葉肢に外生的に投与してサイトカイニ

ン量を増加させるという働きをする。これらによって、

項芽優勢性が打破され、分校の発生促進ひいては総枝長

．総採穂数の増加が達成されると考えられる。

B A処理と摘心処理とで効果発現の様相が異なったの

は、項芽優勢打破の作用機作の違いに起因するものなの

か、処理効果を高める上で、今後検討が必要であろう。

B A処理濃度については、品種で最適濃度が異なり、

1987年度の結果では、総採穂数の最も多かったのは“エ

レイ”で900ppm、“リセット”で600ppm、 “ピンクパ

ーフェクション”で300ppmの各処理であった。リンゴで

は項芽優勢性の強い品種では、それを打破し側枝を発生

させるためには、より高濃度のBA処理が必要とされて

いる。8）本研究で供試したマルスでは、“エレイ”と“リ

セット”が比較的項芽優勢が強いと見られるのに対し、

“ピンクパーフェクション”は分枝が多く項芽優勢は余

り強くないと忌われ、 BAの好適濃度は項芽優勢性に比

例するというリンゴでの結論と一致した。ーしかし、筆者

がリンゴの“アルプスおとめ”を用いた予備的な試験で

は、項芽優勢が弱くても採穂数増加のためのBA処理濃

度は、 Oppm～900ppmの範囲では高い方が良いという結

果が得られており、全ての品種で項芽優勢性とBA好適

濃度に一定の関係が成り立っか否かについては不明であ

る。体内のオーキシン・サイトカイニンの消長やBA感

受性の品種間差異等を考慮した慎重な論議が必要と考え

られる。

B Aの処理時期については、試験2で検討した。外生

的に与えられたBAは、薬から吸収されるが体内の移動

性は低いため、近くの肢芽でのみ効果を発揮し、処理時

に存在していなかった枝上部は発芽促進されることがな

いとされ、8）本試験でも同様なことが観察された。この

ことは、 BAの処理時期を適切に設定することが、処理

効果をあげる上で重要であることを示しているものと考

えられる。

リンゴでは、早期のBA処理は側枝の伸長を促進し過

ぎ、主幹の生育を抑制して樹形を乱すとして、主幹の伸

長がある程度進んだ時点でのBA処理を勧めており、 9)

長野県での処理適期は、6月下旬～7月上旬であるとされ

ている。5・8）しかし、本研究では採穂数の増加が最も重

要で、採穂対象である当年生首の樹形の良否はあまり問

題ではない。各品種を用いた試験から主幹採穂数は主幹

の伸びにかかわらずほぼ一定で、総採穂数を増加させる

には分校の発生と伸長を促進させることがポイントであ

ることカf明らかになっている。

従って、主幹の生育がある程度進み、節数カ苛震保され

た時点で、早めにBA処理するのが本研究では望ましい

と考えられた。具体的な処理時期については、 6月1か

月の処理が適当だが、中～下旬に本格的な梅雨期に入る

年が多いことまで考慮すると、 6月上～中旬が最適であ

ると結論された。

以上より、 BA処理等による分校発生と伸長促進によ

り当年生苗木の生育と採穂、数が増加するのが明らかにな

ったが、実際にこれらの方法を利用するに当たっては、

採取穏木が実用に供しうるかを検証する必要があると考

えられた。そこでBAの薬害の有無および穂木の太さと

活着率について検討を行った。

1985年度の試験結果では、前年度のBA処理で発生し

た分校から採穂しでも、接ぎ木活着率もその後の苗の生

育も、同じ太さの穂木同士を比較する限りでは、 BA無
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処理枝採穂の場合をむしろ上回っており、 BA処理によ

る薬害等の悪影響は認められないと判断された。

しかし、穂の太さと活着率との関係については、 BA 

処理の有無にかかわらず、細径穂の活着率が標準の中径

穂の70%程度と低くなった。

B A処理による採穂数の増加は、かなりの部分を細径

穂のそれによっており、細径穂の活着率を確保するのは、

本技術を活用する上での重要なポイントである。そのた

め、 1986年度に細径穂の活着率向上法として、穂、の蒸散

抑制の効果を検討した。その結果、無処理区を含め接ぎ

木活着率が高く、特に蒸散抑制を行う必要はないと判断

された。

1985年度と 1986年度の試験条件の違いを検討した結果、

穂木の貯蔵条件が、 1985年度は11℃下で54日間、 1986年

度は 3℃で101日間と異なっていたことが判明した。石橋

ら10）は数種果樹の穂木の貯蔵法について検討し、種類に

より貯蔵可能条件が異なることを明らかにするとともに、

長さを調整した穂を10℃で45日以上貯蔵すると健全穂率

が低下し、接ぎ木活着も思わしくない樹種がでてくるの

を認めている。 1985年度は穂木の貯蔵条件が悪かったた

め、充実の悪いと考えられる細径穂が影響を受け、低い

接ぎ木活着率を示す結果になったと思われ、穏木の貯蔵

条件に気を付ければ細径穂の利用も十分可能であると判

断された。

接ぎ木活着後の生育は、細径穂を用いた場合も中径穂

の場合とあまり差がなかった。本試験では台木の太さを

同ーとなるようにしたが、渡辺ら 11）は、落葉性果樹の接

ぎ木試験において、苗木の生育は台木の太さに影響を受

けやすいが、穂木の太さには影響を受けないことを認め

ている。活着後の生育が台木よりの養分供給に大きく依

存しているためと考えられるが、マルスでも同様な機作

であると思われた。

なお、細経穂の活着率向上試験で、グリンナー処理区

の苗木の生育が他の区のそれより優ったが、その原因に

ついては不明で、あった。

細径穂、の接ぎ木に要する時間は、中径穂、の場合と同程

度であり、標準的な太さの台木への接ぎ木も容易で、操

作性に問題はないと判定された。また、穂木は長さを一

律 7cmに調製して調査に供したが、各穏に 2～ 4芽がつ

いており、穂木として適当であった。

1987年度試験での総採穂数からみた各品種の最適処理

組合せは、 “エレイ”が“マルバカイドウ”台・摘心・

B A900ppm、“リセット”が“マルパカイドウ”台・摘

.[',, ・ BA 600ppm、 “ピンクノfーフェクション”カず“マ
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ノfカイドウ”台・摘心・ BA 300ppmで、あった。

f共試苗 1本あたりの採穂可能数は中径穂、と細径穂を合

計した通常採穏では、 “エレイ”が65.2本、 “リセット

’が64.7本、 “ピンクパーフェクション”が36.9本とな

り、 それぞれBAO ppm・無摘心区の7.5倍、 5.8倍、 3.3 

倍と処理効果は顕著で、あった。

接ぎ木j舌着率を1986年度の試験3での平均活着率85.3

%として、 1本の穏木が処理により、どのように増殖し

ていくのかを試算したところ、 2年目の秋には、 “エレ

イ”と“リセット”が約3,000本、“ピンクパーフェクショ

ン”が約 1,000本となった。一方無処理（無摘心）区で

は、それぞれ56本、 91本、 90本にとどまり、その差は大

きかった。なお、いずれの数値とも増殖穂木はすべて次

年度の増殖に用いるという前提にたって試算した。

好適BA濃度は項芽優勢性の強い品種では高くなる傾

向であると前述したが、これらの品種では樹勢の強いも

のが多い。無処理では項芽優勢性の弱い品種と採穂数は

あまりかわらないが、発芽促進処理を行うと、分枝の発

生と伸長が顕著となり、採穂数が大幅に増加した。樹勢

の強さがプラスに働いたと考えられる。

穂木の急速増殖法としては、近年組織培養法カ汗主目さ

れ、多くの成果を上げ始めている。しかし、培養施設の

整備、培養技術、思｜｜化技術の確立など実施に当たっては、

いくつかの問題点を解決する必要があり、鑑賞用のマル

ス類では、未だ十分に検討がなされていない状況である。

本研究で、生育中の苗木に噴霧器でBA処理した後、

摘心を行うだけという簡便な方法で、穏木の急速増殖が

計れることが明らかになった。

原種農場では、この方法を採用することても、複生母樹

の数や管理労力・面積等を削減することが可能となり、

育成業務の効率化が達成できる一方、配布先である生産

農家においても、この方法により母樹用苗木の購入費を

軽減でき、早期の出荷も可能となる等のメリットが出て

くると思われる。

なお、慣行の複生母樹育成法では、苗木の主幹に相当

する徒長した採穂母校を肥培管理により伸ばすことに重

点がおかれており、分校の発生促進処理は特に行われて

いない。しかし、本試験の結果から、苗木主幹の採穂数

．採穂率のf直は分枝のそれに比べ共に低いことが明らか

になり、採穂数の効率的な確保のためには、複生母樹に

おいても分校発生促進処理を行う必要があると思われた。
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V 摘 要

マルス類母樹の効率的な育成法を確立するため、 4品

種の当年生苗木を用いてBA散布、摘心及び異なった台

木の各処理を行い、それらの効果を検討した。効果の判

定は、主幹の伸長量、分校の発生数と伸長量及び両者の

採穂数について行った。また、処理により得られた穂木

が実際に利用可能か否かについても検討した。

得られた結果は、次の通りである。

1）台木は品種別に 2～3種類を供試したところ、い

ずれの品種とも“マルパカイドウ”が優れ、生育量が多

かった。

2）摘心処理は、単独でも各品種の分校の発生と伸長

を促し、採穂、数を明らかに増加させた。

3) B Aの単独処理は、 1,OOOppmの濃度で多くの品

種の分校数を明らかに増加させたが、各分枝は短く、総

校長は摘心処理の場合ほど増加しなかった。また、300ppm

の濃度では、分枝数の増加があまり認められない品種が

多かった。

4) B Aと摘心の併用処理は分枝の発生と伸長を著し

く促進し、総採穂数も著しく増加させた。この時の最適

B A処理濃度は、品種間で差が認められ、項芽優勢性の

強い品種で高い傾向にあった。

5) B A処理時期については 6月上～中旬が最適と判

断された。

6）最も採穂数の増加した処理組合せでは、対照のB

A無処理（無摘心）区比で“ピンクパーフェクション”

が3.3倍、“リセット”が5.8倍、“エレイ”が7.5倍の採穂

数となり、処理効果は顕著で、項芽優勢性と樹勢の強い

品種ほどその程度は高かった。

“ファンエッセルタイン”では、採穂数の増加程度は

1. 5倍にとどまったが、その一因として台木の親和性が低

いことが推定された。

7）処理による採穏数の増加は、主に分校採穂数の増

加によっており、採穂率も分枝採穂の方が主幹採穂より

も高かった。また、穂の太さ別にみると、採穂数の増加

は主に中～細径穂の増加によっていた。

8) BA処理による発生技から採穂、して、接ぎ木に用い

たが、 BAによる悪影響は認められなかった。

ただし、細径穂では、接ぎ木まで貯蔵する場合、貯蔵

温度が高くならないように注意する必要があると思われ

た。

9）接ぎ木作業の効率は、細径穏を用いる場合と中径

穏を用いる場合では差がなく、いずれも効率的であった。

10）以上より、分校の発生と伸長促進により採穂数を

増加させる本技術の実用性は、高いと結論した。

VI 引用文献

1.宮沢武重・本島建治：農業および園芸分野における

べンジルアデニンの利用．，植物の化学調節 21(1), 4 

4 -52(1986) 

2. KENDER, W. J. and S. CARPENTER: 

Stimulation of lateral bud growth of apple 

by 6七enzylaminopurine.，よ Amer.Soc. Hort. Sci. 

97, 377-380 (1972) 

3.大川清：パラ切花生産におけるべンジルアデニンの

利用場面．，植物の化学調節間2),140-144 (1982) 

4. WILLIAMS, M. W. and H. D. BILLI N-

GSLEY :Increasing the number and crotch 

angl e平 of primary branches of apple trees 

with cytokines and gibberellic acid., J. 

Amer. Soc. Hort. Sci. 95, 649-651 (1970) 

5.横田清：べンジルアデニン利用によるリンゴの項芽

増加法（予報）．園学要旨昭49秋， 26-27 (1974) 

6.一一一：リンゴ幼木の生育と着果におよぼすべンジ

ルアデニン（BA）の効果． ，植物の化学調節 16(1), 

45-50 (1981) 

7.小池洋男・塚原一幸：リンゴ苗木のフェザー（副梢）

発生に対する植調剤の影響．，国学要旨 昭53春， 152・

153 (1978) 

8.一一 一一一一一一：わい性リンゴ樹の整校改善対

策〔l〕．，農及園 57(3), 63-68 (1982) 

9.外崎武範：ピーエー剤による側校の発出促進法．，

1-11 (1985），青森県りんご協会（青森）

10.石橋寛己・山本洋子・伊東靖之・佐瀬利男：果樹の

接ぎ木苗生産のための穂木貯蔵法の改善．，千葉原農研

報 8, 1-8 (1988) 

11.渡辺茂雄・石橋寛己・佐久網章・猪野洋子：果樹つ

ぎ木における穂木・台木の大きさが苗木の生育に及ぼす

影響．，千葉原農研報 4,11-18 (1982) 

12.吉田俊郎・岩田義治：ネギ「坊主不知」の増殖に関

する研究 冬期加温及び1BA処理が分けつに及ほしす影響．，

千葉原農研報8,ll-21 (1986) 

-27-



千葉県原種農場研究報告第11号（1989)

Summary 

In order to establish the efficient rearing method for the mother Mal us CMalus sp.), using the current year 

nursery stocks of 4 varieties, treatments of BA Cbenzyl adenine) spraying and topping were carried out with 

the different rootstocks. 

Determination of effects was executed by the length of main stem, the sprouting number and length of bran-

ches and the number of scions taken from both parts. And also, whether the scions obtained by these treatments 

are practically available or not was examined. 

1) Two or three species of rootstocks were tested for each variety, and Malus p「unifoliaBorkh. var. ringo 

Asami was excellent as rootstock in all varieties. 

2) The treatment of topping promoted the sprouting and growth of branches in each variety, and increased 

apparently the number of taken scions. 

3) The treatment of BA in the 1,000 ppm concentration increased distinctly the number of branch in many 

varieties. But every branch was short and total branch length did not so increased as in the case of topping 

treatment. And, in 300 ppm concentration. there were many varieties in which the increase of branch number 

was not apparently recognized. 

4) The combined treatment of BA and topping promoted evidently the sprouting and growth or branches, and 

also increased remarkably the total number of taken scions. 

Optimum BA concentration were different among varieties, and tended to be higher in the varieties of stron・ 

ger apical dominance. 

5) The time of BA treatment was judged to be optimum in early to middle of June. 

6) In comparison with the case of control treatment, 3.3 times, 5.8 times and 7.5 times of the scions number 

were showed in the variety of “Pink Perfection”，“Li set”and “Eleyi”respectively by the optimum treatments. 

The effect of treatment was higher in the varieties of stronger apical dominance and tree vigour. 

By the optimum treatment for “Van Eseltineぺthenumber of taken sions increased only 1.5 times as many 

as control, it was presumed as a cause to depend upon the low affinity of stock. 

7) The increase of taken scion number by the treatments depended mainly upon the increase of scion from 

branch, and also the rate of taken scions was higher in the case of branch than that of main stem. 

And, as observed by the thickness of scion, the increase of taken scions number depended mainly upon that 

of middle to small diameter scions. 

8) The unfavorable effect of BA was not recognized in the grafted nursery stock which derived from scion 

of BA treated branch. 

In the case of storage of small diameter scions up to grafting, however, it was concidered that the atten-

tion should be paid not to rise the storage temperature. 

9) Grafting work was both easy in using small diameter and middle diameter scions. 
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