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有用広葉樹のさし木増娘(2 ) 

* クヌギ，コナラの崩茅校及び枝打ち崩芽校の発根

本* *** 
j也本 17三 夫・ 永森通t.ft

** *** 
災~rl林研究n~ .を林学研究後)

The Propagation of Hardwood by Cutting ( 2 ) 
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Rooting of the Shoots Sprouted after Cut and Pruned for Quercus acutissima 

CARR， and Q. seJγαiαTHUMB. 

*判ド *** 
Akio IKEMOTO ・MichioNAGAMORI 

** 
( Labom10ηof Ulli問 問ilyFo附 st)

*** 
LaboralolY of SitvicIIUure) 

I はじめに

しいたけの生産増加に伴って原水が不足がちで，その対策として林水符職場を中心としてそれらの

楠英樹候補木の選抜や， しいたけの発生とも関係するといわれている樹皮E~! との研究なども踏んにな

ってきている O クヌベ， ，コナラの普通校からのさし水は等製;に発松しないが"そのmi来校ではかな

り発絞することが佐々木"湾総:J)らの研究で明らかとなった。本先映はa1Jとりや校打ち後五jJ芳三した校

の主軸やその側枚を使って，合伐りや校打ちの11，自体的J，また 1本のmi芳三枚の者1¥1立:別発根状態の途いな

どを明らかにする 13的で行ったものである O

E 材料及び方法

供試材料及ぴその発娘特性を表 1-3に治した。材・料はIIH和58年 2)g28日 3年生クヌギ，コナラ

の健全*各10似体を地表問1:-C'合伐りし， r匂年 6月18B，これらの朗J.j::校を材料としてさしつけた。

Table 1. The rooting of the stem and branch sprouted after cut 

of No，of 

Specics lolal 
Parl of No， 01 

scwn 
sprollls 

cullings 

Main 94 
10 67 

sranch 186 

51 

* このおiq?の一部は討i35[国. EJ.本体や会l潟目立文書[i大;会で発表した.

Pcrccntage ofげ 0， of r・oolin日
in cach parL 

roolll1富山 L-':，ニ二一一一一一
individllals (%) I Tip Middleおasc

662  

262  
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Table 2. The rooting of the stεm and branch sprouted after pruned 

No. of spl'outed Part of 
Specics 

sClon lrees 

Main slcm 
Q. acutissima 10 

Branch 

Q. scrrata 10 Maill stcm 

Table 3. The rooting of the norlllal branch 

Pcrcentage ()f 
No. of indト No. of 

Spccies 
viduals cultlOgS 

individuals (%) 

Q 10 '14 0.0-100 
ワQ

Q 10 

No. of 
cuttings 

72 

65 

64 

Percentage of 
rooting in 

No. ()f l'ooting 
in each part 

individuals (%) I Tip Middle Base 

0.0-100 
5 6 2  

2 3 2  

また， 57年11刀の校打ちによって発生したJi1i:;W
4支についてもさしつけた。問時にこれらの比較

対照ほとして 3年生水の持i母校からのさし木も

行った。さし総のj返さは13-15cmとし，上部 1

/3の禁を践し，恭部は斜めに切り返しを行っ

た。穂作り後，会材料を2411村山泥水に没i1'tした

後s-インドール鮪般100pplll水溶液に2411寺院j

つけたo ;;:し水!ぶにはiぶことを使い， 怒しつけ後

9月中旬まで‘毎日 6時30分から2011寺まで30分ごとに 1分fllJの割合でミストかん水し，中旬以降は 1-

2時間ごとに 1分間の割合でかん水した。さし木m<の1制l!IJlえび東側にlまよしずで|如氏躍を作り， JブJ

には寒冷紗を張った。そのためさし総よでの!被皮は約 2/3に減少した。日中の祭冷紗下でのほ

i汝商品!交はさしつけ後から 7JJ rやは26"C， 8月は29.C， 9月は27'C， 10}Jは2rcで，地中 5cmlずの日

放高平均温度は気織が30.Cを餓えたことがあっても (Max.31.C)常に30.C以民トであった。 測定は1jjj

JJ':校の発生や伸長生長について合伐り似体別及び校打ち倒体別に行った。掘り取りはさしつけから 4

ヶ月後の10月下旬に行い，発根状態，カルス形成，棋士三，十Mヒネなとeについて調べたが， ここでは主

に発桜状態について述べる。

国 結果忍び考察

nn ;!f:はクヌギで、は10本のf:i1えり中金てのitlij体から発生したが，コナラでは10倒体中 8本の台木から

発生した。 1i分水当りの平均〕到来枚数はクヌどド6.7本，コナラ 13.4本，平均加;!;jド校長はクヌギム2m，

コナラ0.7mであった。発恨の状態をlヌ11-3，米 1- 3 に示したが，各台木の崩:M~枚から l 本のさ

し役、J:HJjjj刃三枚を選ぶ場合， でで、きるだけけ伊多くのさしJ秘e1忠tむ1がf符4有i'られるようによく{宇例仲f月小!ド1j佼乏した{餓慾全な枚をj選笠び，

各キ校史からクヌごギ字

く，協11 より，さし花!.I:!J央部の院筏は14-15mmのものもみられた。発tl~~がは台木の似体111)で災り，少

ないものではNo.2， 3の9.1%，最も多いものはNo.6の100%となり，その平均発t災都は43.3%にな

った(表1)0 1本の}前五三枚からの採総帝151立によって，先端部，法制iおよびその中火部の 3部分に分

けて発線状態をみると，先端部さし穂はlO*'IJ4;;j立が発根せず，さしつけ後 2-4週日に枯死した。

これは先端部は米だイrjJ長生長が完余に.tl二つてないもの， 1111:長が.tl二って間もないものなどが多しさし

穏が*化せず軟弱で吸水と蒸散のバランスがとれなかったことなどが影縛したと考えられた。;J患者11は

10本中 8本まで発紋しなかったが枯死したものは l本にす Eなかった。その以l況についてははっきり

しないが，先端部に比べJ!'r級建水分のバランスがとれ，消耗がi放しくなかったことなどが考えられた。

中央部の枯死は少なく， 10水中 4本が発紋しなかった。さし穂の大きさについてみると，凶:筏 2-7 mm 



までのもので発根がよ

いようであった。枝打

ちfifJOrからのJiII#校の

発棋率も上述した台伐

り後の加来校の場合と

ドjじような{頃(11]がみら

れたりえ12)。すなわち，

部位5J1j発絞はIT:;l己都

では10本r:1:17本が発恨

し，先端部では 6本，

器部では 2本それぞれ

発根し t.:.o また，似H本

間では発根率に迷いが

みられ， No. 3， 8で

は会く発根しなかった

がNo.7では100%とな

り，平均発根 Z卒~ ，ま

44.0%であった(表

2)。この他l土台伐り

)jjjTtl'校の発根本1/3.3%
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The middle diameter of scion unm) 

No町 of O 2 4 6 
individuals 

4・@ .@ ..・
2 ・. @> • 

3 @ 曜器・ o o. 0 • •• 

4 曜事. @I @> • @I@. o@・
5 @@I ..・
6 @> @> @ ⑧ @I @>@>暗号

7 @> @> ・@・・@
8 毒事曜番 電器 fiI .. 

9 @ @ @¥ 叡静@

10 @ 曜器 @ .. ・・ ・・

Fig.1 The rooting of th巴 mainstem sprouted aft日rcut for Q. actissim日

歯 Nolrooted ⑧ Rooted ③ Good rool引i

とほとんど問じで，さし秘 1本当りの発根数が 3本以上IIIた割合もともに21-22%であった。従φ て

さし水増航する場合は台伐りによるnlDf枚を使っても校打ちnli芳三枚を使ってもどちらでも良いといえ

よう o 校打ち月fi~ヂ校長は台木月jj~引:Ji. に比べると

銀かく， 1校から 4-9本，平均7.2本採穂した。

さし 総筏は0ι-6.8mmとなって，小さな先端 NO.of
individuals 

部を除く， 2 -6.8酬で、よく発摂した。これは い ν

台木JjjjTtl可支の 2-7 mmで、よく発紋したものとは

ぽ問じ傾向を示すものであった。なお，校打ち

によるJi1i'!，Jド校はクヌキ、でもコナラでも枝打ち 1

ヵ月Irから多くて l枚，ほとんどは切り口がゆ合

して部族はみられなかった。同1M秘ではどちら

かといえばクヌギ、がいくらか多く加茅するよう

であった。今IfiHま校打ち月Jj芳三枚の!:t:l乏過程を制

ヨ?をできなかったので，さし秘の大きさ(中央臨

筏)や部位から枝打ちと合伐りによる加芳三枚の

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

The middl日diam日terof scion (mm) 

...@@@ 毒事 @曜語 @ 

" "⑥@⑨@  

• ... • .d .， 

@電器 . @ 帥 @ 

曜審.. ..... O@.. .. 

⑨ 曜語曜暴 毒事曜事紳

盤整⑥ 塁審 @ 曜器級 曜語 @ 

発根などについて比較検討した。
8 "e  • .. 

次に台伐りnli去三枚の主1141Jから発生したiHlJ校の

王子均発根本についてみると 63.6%となって紋も

くなった(表1)0 使用したさし秘認は大

9 ..③..... .o. 
10 曜警 護審 @ ⑨ @曜静署警

部分が 1-5 mmで，伐り及び枝打ちの附主114!iFig.2 The rooting of th日 mainstem sprouted after 

からのさし秘と同級十分f史朋できると考えられ pruned for Q. actissit昨日

た。また，枝打ちJi1i3科会LのiWJ校からの王子1句者古キ良 母 Nolrooted ⑧ Rooted • Good rooted 

は10.6%で肢も怒くなった(決 2)。しかも
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その3M良はさし1恐からイ、さなtJミカq -2オζ出て

いるにすぎず. 3本以上発拠したものはみられ

なかった。これはさし;f.\!H~抗議が0.4-2.4mm まで

となって小谷く，水イとの状態やJtJ'i，絞殺分などが

影響したためであろう。発桜等q土俗1*間でかな

り迷うことが明らかとなったが. 1汚じ側体のオ5

~~l とその主ilqúから生じた側校の発根本は11lilf本 IHJ

で，ほほIffJじような関係がみられるのではと期

待された O しかし，そのような関係ははっきり

しなかった。これは採穂に問題があって，合伐

りの場合，側校からのさし秘数が少ないもので

は3本(1本の側校から).多いものでは却水(多

数の側校から)とバラツキが火きかったためで

あろう O

コナラの台伐り後の月1i茅校はクヌギに比べて

その{ljl長鐙:が小さく，従って l主戦IHj万五ド枚から

のさし穏数も少なく，平均6.42ドとなった。さ

No. of 0 
Individuals 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

The midclle diam日terof scion (mm) 

2 

@ 曜語徽e)0 • @ 

@ @ @⑨綴il.. 

曜警 曜静 曜豊信@審@ 

o .0  @同@

@ .. . .. @ @ 

...  0 @@)@iD⑥ 曜量

世警 護霊 @護霊曜事@

o<!l鞠

し秘広筏も0.5-6.伽 mと小さくなった (1議3)ο Fig.3 Th日 rootingof th日 mainstem sprouted aft日I

発根率はクヌギ問機，全く発根しない似体 (No. cut for Q. serrata 

6). 80%以上発棋する似体 (No.9) もあって，

側体問jに悲のあることが認められた。 1ぬl体王子均

予告tNi4誌は49.7%に51をした。を111立別の雪量t!¥!E:{oiでlま

母 Notrooted ⑨ Rooted ⑧ Good rootcd 

さし秘斑筏が 1mm以下のものでは発根本が悲し基音11についても 7本の発根似体の[7']. 5オえまで発根

しなかった。コナラの先端部さし穏では一部に二次{1¥1;長がみられたものもあって，これらはさしつけ

後 1週間もするとしおれた。法部の大きさでは 5-6mmの大きいものでもよく発絞しているので，

1111の発紋が見iiかったことは庶設の大きさ以外に何か他の袈閣があるかもしれない。 いずれにしても実

験個体数が少ないので‘再検討する必裂があろう。枝打ち後期:;!;J'した主軸は…般に小さく 0.5-7 mmで，

合伐り後j事j芳:した主1Mlとほぼ問じ大きさであった。しかし，発紋しない個体が半数の 5似体をおめた

ため. 1防!イ本平均発紋準は23.5%と依下した。これらの122凶については明らかでなかった。

クヌギ，コナラIllij樹磁の普通枚の発線本はそれぞれ18.3.2.9% (表 3)といくらか発絞しているが，

これは親水が3年生と若令であったためであろう。

以上の結J札クヌギ，コナラのJilE立三枚は普通校に比べて発根がよく. 40-50%発棋した。しかし，

発根様には儲体法が顕ミぎにみられた。さし秘l土台伐りによるnii芥校で、も，校打ちによるn1i:;!;J':枚でもよ
いが，余り大きいñ万五三枚や主車111 から~J::じた小さな 1!l1Jt支は綴端に発機感が抵下した。 1 本のjjJi芳三枚の i勾

では先端容1¥と恭斉11では発根が惑いようで，そのJJ;i1況については今後の研究が認まれる。

N まとめ

本尖織はクヌ.:f:'¥コナラの台伐り及び枝打ち後期茅した主llquゃ1l¥1J校のさし水発根濯を幸子通校の発線

機とよじ較し，あわせて似体問及び l本の崩芽枚の音IH立別発棋の迷いをみる問的で行った。 IIs;f[]58年 2

fJ， 本学波留林前1.111に椴えられている 3ijo生の降格j種会合伐りし，また57年11月の枝打ち後発生した

Jilj芽校の主制!と側枚及び経過校を 58~ 6 fl.β インドール酷際水消波に没i資した後さしつけ，次の結

泉を得た。
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1 )クヌ午、は台伐りした 10似体のすべてから初当えし，その加)1::立~jl4h からさし総の発根本(;1:f詰lf本i測で異

なり (9.1-100%) ，似体平均発根療は43.3% となった o 本の耳目:tj~i交では，その発級王子主はj忠告1\で Ji誌

も怒く，中央部で、よく，ついで先端部の}I僚となった。Ji1j茅1J!1Jt支の発根来は63.6%とJi之もおい怖を示し

た(惚11，表 1)。

2 )コナラでは台伐りした10111日休中 8ヌfl:nii芳三し， Ji1E!;f主j!411の発税率は倒休日iJで与もなり (0.0-83.3%)， 

その平均発根本は49.7%となった。 l本のjjjj芥校からの発級事l立法f;1¥と先端部が怒く，中央郊でj誌も

よい紡糸を示した ([~13 ，一点 1)0 

3 )校打ちjjjj五:枚の11G11*.ij1.j匂発tJ'!ネはクヌギ主jM!で、は44%，1H日校では10.6%と激減した。コナラも

23.5%と3j<'i成した (妥毛 2)。

4 )普)母校の発根都はクヌギ18.3%，コナラ2.9%となった(表 3)。

以 j二の紡糸，クヌギ， コナラの発紋は合伐り後， または校打ち後に発生する紛#:枚も千件;l副支に比べ

てよく，発根本はflliJ1*llfJで:)'11なり，また l本のjjJj芥枚では中間部でよく発根することがわかった。
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Summary 

This experim日ntwas carried out to see the differ巴nceof the rooting of the cuttings among the indi. 

vidual stocks and th日日achpart of one stem， using the scion of main stem and the branches sprouted af. 

ter cut 01' p1'uned. On r巴b1'uary28， 1983， three.year.old trees of Querでusaculissim日 Carl'， ancl Q. serrata 

Thunb.話rownllnder nursery in univ巴rsilyforest were Cllt at the g1'ouncl level. ancl thcn thesc stems and bran. 

ches sprouted from the slocks were llsed in this日xperimenしTheshoots sprouled after lhe pru口edin lhe fall 

of lhe previous year and the normal threeぅ!ear.oldbranch日swere also used. On J une 18， all thes官 cuttings

were planted into red soil under mistin百conditIonsafter the s .incloleacelic acicl treatment [or 24 hours. The 

reslIlts obtained ar吃 asfollows : 

(1) Th巴 shootssprOlltecl from the Q. acutissiη!a stocks we1'e observecl in all of them ( 10 stocks ). The per. 

C己ntageof rooting In the main stem differecl from lhe incliviclllals ( 9.1-100% ). The average in indivicluals 

was shown In 43.3% (ドig.1， Table 1 ). The average percenlage of the rooling of the branches was shown in 

63.6%， which was the highest in this experimenl. 

(2) The shoots sproutecl from the Q. sermta stocks werc s日enin eighl Ollt of len. The percentage of rooting 

In the main stem cliff日redfrom incliviclllals (0.0-83.3%) and showed tJ9.7% in the average. The 1'ooting in 

each pa1't of one main stem was not good for the tip and th日 base，ancl better・ forth日 midcllepart of them ( 

Fig. 3， Table 1 ). 

(3) The rooting of lhe stem sprollted by pruning showed nealy the same val社日(44 .0% ) compared with that 

of the main slem in Q. acutissima， bllt in the branches the rooting was only 10.6%. The pe1'centage of 1'ooting 

of Q. serrata sproutecl by pruning reduced to half below in compar・isonwith that of stem. 

(4) The rooting p巴rcentagesof th日normalbranches were only 18.3% in Q. acutissIma， ancl 2.9% in Q. serra. 

ta， r巴spectively. 

From these results， it seem巴dlhat the percentage of rooling of th巴 cUltingsin Q. actissi11la ancl Q. sern日ta
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was good for the st日msprouted after cut or pruned compar日clwith that of the normal branches. The 

rooting differed from individuals and was good for the micldle part in one stem. 

(1985年 1fJ 7臼 受正午)
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