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広島燦短大半世 7:265～271, 1984 -265-

ラン科楠物の発育と開花に関する研究

I. 種々の植込材料がシンピジュームの花j予の

発腎lζ与える影響

新築善 行

Studies on the Development and Flowering of Orchidaceae 

I. Effects of Various Composts on the Development 

of Inflorescence in Cymbidium 

Yoshiyuki NIIMI 

I.緒嘗

Cymbidium cv. Sazanami var. Harunoumiは大型

シンピジ品ーム C.cv. Shokei var. Sumidaと小型シ

ンピジ品ーム C.pumilum （金波辺）との交維によっ

て作られた品種で，花色は約：， ：／！：.努の形成もよい（加

tr 1975）。

シンピジュームのパルプ（bulb：偽球裟） ＇まー紋 fr.

10～12の節を持ち，よから 6～9節は議を生じ，残り

の鈎jは鞠議のみを持っている。 m予はζの総裁に包ま

れた下郎の節位から生じ，普－通 1パルプ、 1花月5である

が， 2本さらにまれには 3,4本生じることもある。

1皮花序を生じたパルプ”は蒋び花1予をつけることはな

く，常に新しいパルプを形成し， ζれが成熟する過稜

で花j予が形成される。新パノレプ（leadbulb: 1；ードパ

ルプ）の形成は！日パルフ。（backbulb：パックバルブ）

の下部の節低から 1ないし2のl限努が仮糊i的（sympo-

dial) fと発育する。

シンピジ A ームの栄華量生誕および生級生援について

は十分解明されていないが，光，滋＆などの草署捜条件

lとは強く喜多奪撃を受ける（Rotor1952, Withner 1宮59）。

すなわち， 13 J持、条件l訂正茅分化1r.も大きく彩事撃し，一

般には 6～7万Jレックス（30～5096遮光）怨皮の限度

で総花継が高い（11!口ら 1976）。また， 花裟の｛111-f誌

は滋疫によって強く影綾iを受け， 15°Ciltr後が縫も災

好である。さらに，夜滋が 25°Cを越える日が続くと

花芽が給死（アボーション）することがある（浅子

1982, Ohno and Kako 1978）。｝方，秘込材料によっ

ても栄養生・蕊，生般住占誌が彩事撃を受ける。従＊＇まミズ

ゴケ桜えが行われていたが， ミズゴケの場合は，綴え

ブれとよってしまりに大きな巡いができるので泌水に純

かいi'±：！まがいる。また， 1年i潟使用すると腐敗して，

総務えの際Ir.，これを1徐去するのに労力を裂する ζ と

などが欠点になっている（111口ら 1976）。総込材料

として~求される条件は ①逃当な理化学牲を有サる

こと，②物理的性質が長期間安定である ζ と，①均~

な材料が安fillilζ大賞まに符られること，＠総えζみ，植

幸さえなどに取り扱いが終身なことなどに集約できる

（三三輪 1977）。これらの点から絞近では秘込材料とし

て総おとパークなどの利用が増加している。ここでは

植込材料として日向土，桐生砂，赤ヨ2土，山砂とレッ

ドウ、yド・パークを潟いコンポストの検討を行い，コ

ンポストの巡いによってワードパルプの発生および花

j予の発生，発育』r.bJ・える影響について災験を行った。

II. 材料および方法

材料は名古媛大学総学部閣議学総践で繁hをさせた

Cymbidium cv. Sazanami var. Harunoumiを苅い

た。パックパJレフ納（backbulb) 1, リードパノレブ (lead

bulb) 2つを持つように4月上旬に株分けを行った。

ここではパルプの名称を統一させるため， backbulb, 

lead bulbをほパルプ（motherbulb), lead bulbから

新しく U:lたパルフゃを娘パルプ（daughterbulb）と呼ぶ

ζ とにする（第 1凶）（機部 1宮78）。

織込材料としては臼肉ゴニ， 4問＆砂， 赤.:itこと， 11!砂

を用いた。これにレッドウッ J・・・ ・パーク (redwood 

bark；ゲッツプラザーズi習会）をコンポスト n乙対

し， 3のおa1きで混ぜ合わせたものを災験1r.供した（写
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i円；fドグ〉ノりしプ 今年のノ〈ルブ
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第 II溺 シンピジ品ームのパルブの名称と絞式隠i

主主 1）。 1阪あたり 6鉢を用い，語！El症を行った。

施2巴lま総後えiゆj切におlJかずを 1鉢あたり 20g緩皮

絡し，その後は液肥（OK-F-1；大塚化学薬品株式会

社） 1000！如疫を 1巡i習に 1f交の割合で8月米まで泌DE

を行った。

1誕生音条件は 6J-1～9月にかけてはアミ議（怨光治35

96), 10月以降はガラス鐙に喜多し， 12月から 2[:jにか

けてはどニーJレ被援および力IJ滋を行い， 絞｛民が 5°C

以上lとなるようにした。機水は 1B 1悶， J[J践は車ij,

タ1関，冬期は乾燥しない総皮に行った。

災級 1. コンポストのl汲水性および保水牲にl潟する

試験

110°cのもとで滋j味乾燥させた日向土，納金砂，赤

ヨi.:iニ，山ra、の各々 20g会用い， 吸水i迭と係7J<f訟を減
殺した。 i汲7J<f訟はコンポスト 2ogre蒸留水 20mlを

力IJえ，余分の水を取りさるζとによって測定した。ま

た，保＊；径は一定条件のもとでの滋f訟の減少によって

総定した。

災験2. 栄後生長とAf:.先立Af:.l誌について

Back bulb 1つと motherbulb 2つを持つ株の2窓
；滋を総宅主え前；CiJ!I定し，それぞれの区に 1～6務まで

2君主去を付け，植えつけた。

栄養・生伎のt好機として daughterbulbの数，その縫

大策総， bulbの短径を測定した， また， E誌着実終了時

(19841ド2.Fl 21日）に株会体の滋縫を測定した。生締

役：隠のt投機としては花芽， 3結努の数，花茎のflit：！誌につ

いて翻望ました。

III. 結 果

災革命 1. コンポストの吸水性および保水’除にi対する

試験

コンポストは'fff.~認 u乙示すような日 iliJ土，総生砂，

y来.Jr.ニ！：.，山砂を烈いた。 i汲水位については第 1選誌に示

されており，議ミヨ2ニヒが－:m:大きく，以下旬肉土， j和iAf:.

砂， 111砂のJIITTであった。｝ガ，保＊殺については第2

閣に示されている。保＊世I:も吸水性と同様な紡・3誌が得

られた。沼向ゴニと綱~ミ砂はよく似た似｜勾を示し，徐々

に減少し，約2日でほぼOになった。赤五土は2日後

主主主主1. 災験1L供したコンポストの穣拶i

第 1淡 コンポストのi汲7](·1~色

f長t・' 土

日 ！勾ゴ二

総生砂

泊E ミ立土

JJJ 

i役。

ノj( ~ 

(mC）日

'/ 

。

｛沙

1放水JJ(ml/lOg) Ef分主将 （96)

4.55 45.5 

3.65 36.5 

6.20 62.0 

1.25 12.5 

0 8 Hi z,1 32 ,10 ,18 GG 

Ifキ JillOu・）

第2図 コンポストの1*71<裁の級将的変イ乙



でも約50~ぢ氷を保持していた。 111砂は 1 日たたずに O

iとなった。

実験 2. 栄後生後とtiミ総生：髭について

それぞれのコンポストが新：ぷ（daughterbulb）の数

とそれから発生する花祭の数に与える影響については

1112若誌に示した。新茶二の発tiミ数は赤五二iニで3.17ヌド：とー

気n荻 コンポストの巡いが新芽および1E来の数

l'Clえiます鯵警察

f(S 土 新芳三の数（A) 花芽の数（日） BIA 

自 治J え 2.33 3.oo 1.29 

柄 ！：！＝. 砂 2.50 3.00 1.20 

赤 3£ ニヒ 3.17 2.83 0.89 

11.J 1沙 2.83 4.33 1.53 

務多く， 11.J砂2.83本， 柄主主砂2.50~ド， 日向こ仁2.33＊の

縦であった。花茅の発生数ははi砂で4.33~ドと多く， i裁

に赤3!.:lニで2.83;;f立と－111'少なかった。日向こiニと網tiミ砂
l立問様で 1株あたり 3.00本であった。新潟三の数あたり

の花芥の数は11.J砂で1.53本と多く， j援に亦五ことは0.89

2ドと少なかった。日 i勾土と tftlltiミ砂はほぼ~1~111J的な 1t在を

示し，それぞれ1.29, 1.20本であった。

新発三の発予ぎの状態，策芸Fおよび花芳三の状態について

は'.JJj.・2之2～5l'Ciおされている。 3持労：iまdaughterbulb 

Jの法部から発生する。また，花芽は議芥よりもJ二位の
節から出現する。それぞれのコンポストで特徴的なこ

とは山砂の区において花芽の形成殺が良好なことで

あった。 rj:iには 1つの daughterbulbから 4ないし 5
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写真2. 新芽 (leadbulb口 daughterbulb）の発育の

状態

1: Back bulb 
2 : Mother bulb 

3 : Daughter bulb 

写真4. daughter bulbからの花序の発育状態

（日向ニiニ〉

'.Jij.~3. 楽祭および花~の発育状態

A：紫拶（桐生砂） 8 ：花~（赤3£土）
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写真5. 1つの daughterbulbから 4～5仰の花

苦Fが発生した状態（山砂）

本の花芽を持つ株もあった。

一方，月J.iljの花芽発生数については第H受および第

3図に示した。花J予の発主主総数l立山砂のP-<が11!!の区It:

比較し， 26本と＊？れと多く発生していた。日向土，網

ti:.砂，赤ミ正ニヒの区はほぼ向機の発生総数であるが， 日

向ことの区iまlOfajIt: 14本と集中して発生しているのが特

第H長 刃別の花1事発生数It:及lますコンポストの

影響

才Ej多発生数（本数）
1983年 1984年

堵土 8 9 10 11 12 1 合計

日 l匂こk 2 14 2 18 

桐生砂 2 7 7 1 18 

赤ミ伝土 5 7 3 1 17 

i幻 傷、 2 12 12 26 

* 6鉢きちりの本数

!lj！~ ~ 10：「問 ［山紗

i人 f~ 

徴的であった。柄生砂や赤:E土の！玄は9月から12J'jに

かけて継続して発生した。 11.J砂のを~＇ま 10, 11月iとほぼ

9096以上の花序が出貌した。花j茅の発生時期によって

ほぼ開花時期が決定されるが，沼前j土のi哀のように一

時郊に集中して花Jiまが発生したものはそろってi綿花し

たが，網ti:.砂，赤蕊土のi渓では開花時期のばらつきが

えられた。また， tl!Ti少のi玄では隊花i削闘が非常ft:巡れ

fこ。

一方，それぞれのコンポストによって栽域した場合

のdaughterbulbの去を大楽主義および bulbの肥大につ

いては第4,5裁に示されている。故大紫援について

第 4~祭 コンポストの巡いが daughterbulbの議

大議長IC及lます彩線

去を大議長（むm)
daughter bulbの務号

埼 土 1 2 

日 i句 土 44.9 44.6 

桐 Aた 砂 44.2 44.型

2示 五 土 43.8 42.4 

tlJ 砂 41.5 42.5 

第 5~祭 コンポストの巡いが daughterbulbの｝je1,

大ft:］）えlぎす彩悪事

Daughter bulbの磁径（mm)
Daughter bulbの番号

堵 土 1 2 

日 i句 土 21.32 20.09 

桐 左往 砂 lR. 75 18.51 

2首q E乏 こと 20.67 19.94 

山 砂 20;12 20.68 

はコンポストの迷いによる2授はほとんど見られなかっ

たが，はl砂の区がやや緩い傾向iとあった。パルフ命の際

径については綱主主砂の区がやや肥大が劣っていた。し

かし， fl!!のコンポスト（釘肉土，赤3£.ゴニ， 11.J砂）のi玄

での鐙lま見られなかった。

第6表 コンポストの巡いが花裟の主義さに及ぼす

影型車

主き こと 花茎の f設さ（むm)

臼 向 こと 46.22こと4.16

柄 生 砂 32.72ごと8.58

量主 2伝 土 38.44土5.17

11.J 砂 36.05土4.60
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花遂の宇11：髭については第6荻K示されているが， U ろい，次いで柄生砂のi玄であった。赤3i.土，山砂の商

向ニi二の~で約 46cm とよく fll!換していた。 しかし， Eまではll自花終了のもの，これから開花に向うものが滋

樹生砂のi去では約 33cmと1111長が不良であった。赤 在していた。｝ガ，桜の発育状態も臼向ことの区が綾も

3£jニのi玄で約 38cm, 11!砂のiきで約 36cmであった。 良好で，訪日3i.ニ七， Ill砂の区ではやや不.＆のものが多く

また，株会体の滋援については1984＆手2月21臼tc詰3 Ji!,られた。

主筆を行った。その給栄は第7滋iと万三されている。株の

~7 滋 コンポストの巡いが株の発苦手に及ぼす彩

理事

dauりghter bulb当
格ゴ二 の増加；数（g) 災時級の認終了さ／／災H寺験の丞開始さ

日i勾こと 118.8土13.6 2.47 

;flliltl:.砂 79.5土12.5 1.96 

2除去ニヒ 77.3-:J.ニ19.5 2.19 

山砂 87.5こと13.7 1.64 

士強力日：舷は daughterbulb ~りの増加査をおよび災験終了

時のZ立さ／災器産開始時の惑さの上じによって示した。パ

ノレフ台当りの織力日畿は日i勾ニヒのi玄で優れており， 給：g主砂，

i$3i.土の区でやや劣っていた。実験終γi惨と災験開始

時のE殺さの比で調べると日向土で殺も大会く， 11!砂の

区で最も小さかった。

開花の状態および根の発事まについては主主災.6によっ

て示されている。開花時JVHま臼i勾ことのi玄で主主もよくそ

考 察

シンピジュームの1寝込材料は従来， ミズゴケ，縫石，

島根ILのカケラ，鉢のカケラなどが使用されている。

ミズゴケの場合tCは数年で根が腐り，かつ縦替えが困

難である欠点がある。一方， 1釜石l立総f;j:え，株分けが

毒事fJiで恨の傷みが少なく，株の閥復もすぐれている。

本災験では織込材料として釘肉土，柄ti:.砂，赤3i.土，

11!砂を使用しずこ。

ζれら4穏芸誌のコンポストのi吸水性は赤：なことで約62

96と潟く，逆！＜：：Ill砂で約13%と低かった。中間的なも

のが日向こと，桐生砂であった（気0 滋）。また， 保水

制：も問機の傾向を示し，告示3i.土で高く， Ill砂で低く，

El I勾ニk，赤五ゴニで中間的なf産省：－7.おしていた（第2表）。

シンピジュームの場合，保水性が余りに潟すぎると根

腐れの原！却になる。ーブJ，はlfrPのようにi汲水位もほと

んどなし保水力も小さなものは泌水の手間が余分に

かかることになる。このような物理的役賢から中間的

な植を示した日向ニiニ，柄ti:.砂がよいコンポストである

写真6. 各々のコンポストによる開花および綴の発育状態
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と考えられる。 巡さきな物理性（保水位， i汲水位など）を有し，かっ物

新:!fの数，花芽の数，花芽の発生時j切については第 礎的性質が後期間安定であり，被えζみや総務えなど

2, H長および第3協に示されている。新茶の数iま赤 も容易IC行え，かっ発育iヨ体も良好であるので救巡の

玉ことの18:で多く，花芳三の数l立山砂の区で多かった。花 コンポストと替える。一方， ミニチュプの花努の多い

j予の発生時期は日I句ニとの区で10月IC集中していた。 tl! 株を持成しようとする場合lとは保胞カの少ない山砂を

砂の18:｛ま：｛EJ予の発~数iま多いが，発生時期がi!l!れるの 利用する ζ とができる。

が欠点となる。シンピジ品ームは元米，＊，肥料を好 -"Ji，幼協の栽培には依然としてミスゴケ椴えが多

む縦物であるが，巡くま℃議紫施胞を続けると花:!f分 いが，三三怒燦業技術センターではどート＋綴石（若手磁

化が不良になる（浅子 1982, 山口ら 1976）。山砂 上主 1: 1）がシンピジュームの幼慌の秘込材料として

で花芽分化がよいのはき援策泌胞が打ち切りやすいこと 良好であり，この況令を推奨している（主総 197η。

によっていると考えられる。しかし，はl砂のようなコ 今後は幼留においても織込材料として，ミズゴケ，オ

ンポストを使用する場合には小株になりやすいので， スマンダなどに代わって，パークの利用，人ヱ的IC殺

害~F年初JtlJ1C ｛ま十分に施肥する必裂があると考えられる。 状iと加工されたものが利用されるようになると予怨さ

また，災i際栽絡においては花序が一時j切にそろって溺 れる。

現することが必袈となるが，お肉ニヒlまζの姿求IC十分

対応できるものと考えられる。

｝ガ， シンピジ品ームの草壁~｛ま裁の後さ（縫大紫

・災）， 花茎の設さ， パルプの肥大など告総合したもの

である。経大築設，パルプの総大，花裟のfljl：淡につい

ては第 4,s, 6a長fCjf-されているが， 日向：iニの区が一

番バランスが良いように考えられた。総生砂， fJfaミ忘ゴニ，

山砂のi玄l立後大議長の援さIC比絞し9 1E~在の flド占誌が

劣っている。パルプの肥大については桐主主砂のiきでや

や劣っており， ft!!.の区については大援がなかった。楽

の伸長はlOf-j綴までにほぼ終り，パルプの肥大は7月

から12月頃まで続く。花2患の伸長lま10月から 1folぐら

いまで絞く。花芸きの1q1幾iま滋皮によっても影響を受け，

低滋（10～15°C)で付If設が促進される（Ohnoand 

Kako 1978，加古 1975）。また，シンピジ品ームの花

議伸長iとはホノレモン剤としてナフタレン燐酸（NAA)

が効巣があるが，ジベレリンなどは効燥がない。また，

小花を取り除くと花翠の11111議が停止するので，／］、：／Eの

発管1Cf4lう内主iミホJレモンの動きと花惑の付I授が袋rl妥iと

関係していると考えられている。

開花の状態，綴の発育についてはBl匂土のi玄で一番

良く，赤ヨ2土， 111砂の区は開花状態もそろいが感く，

根の発育も不良であった（写真6）。株会体の発事ぎに

ついてもほぼ向様で， 8肉土のi哀が裁もよいようで

あった。

以上のようなことから，関花株においては日向ゴニ？

に対しレッドウッ F・パーク 3の比叡のコンポストが

v.摘 饗

シンピジ品ーム Sazanamivar. Harunoumiを潟い，

滋々のコンポストが栄号室生長および住総生援に与える

彩君事について調望ました。使用したコンポストはレッド

ウッド・パ…タを30%~む， 日向土，桐~砂，赤五土，

fd、の4緩芸誌である。

1. 赤.:ii.土， 砂， 桐生砂， Bl句土の区の鉢当りの

り－ I・＇パノレフコすなわち daughterbulbの数はそれぞ

れ3.17本， 2.83本， 2.50本， 2.33Jドであった。

2. 砂の区の鉢~りの花芽の数は4.鈴木であった。

それに対し，伊ij~砂， お肉ェk，赤.:ii.ニiニの18:はそれぞれ

3.00~札 3.00本 2.83／ドであった。

3. daughter bulb 当りの花芥の数lま砂， 臼向ゴニ，

締役砂， 赤.3£ニヒの鼠でそれぞれ， 1.53本， 1.29本，

1.20本， 0.89；ドであった。

4. 日！匂土の区の花序の発伎の始りの時期は 8月か

ら9月にかけて集中していた。楠生砂，赤.3£ニヒの18:の
それは6月から12月にかけて1陥広く分散していた。一

方， ill砂のほほ9月から11｝ヨにかけてで花序の発伎の

i待郊の巡れが見られた。
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Summary 

This article describes the effects of var・iouscomposts on th母 vegetativeand reproductive growth of 

Cymbidium Sazanami var. Harunoumi. The composts used were Hyuga soil, Kiryu sand, Akadama soil, 

and sand, each composed of 30% of redwood bark. 
1. The number of lead bulbs (i.e. daughter bulb) per pot of Akadama soil, sand, Kiryu sand, and Hyuga 

soil was 3.17, 2.83, 2.50, and 2.33, respectively. 

2. The number of flower‘buds per pot of sand was 4.33, whil邑 thatof Kiryu sand, Hyuga soil, and 

Akadama soil was 3.00, 3.00, and 2.83, respectively. 
3. The flower buds per daughter bulb of sand, Hyug品soil,Kiryu sand, and Akadama soil were 1.53, 1.29, 

1.20, and 0.89, respectively. 
4. The onset of developmental stage of inflorescence was from August to September in Hyuga soil 

and that in Kiryu sand and Akadama soil was from July to December, while that in sand was from 

September to November. 
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