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ウワバミソウ挿し穂の発根に及ぼす挿し芽用土，挿し穂採取部位およびインドール

酪酸処理の影響

水島智史*

福井県立若狭東高等学校 917-0293 福井県小浜市金屋

Effects of Rooting Medium， Sampling Position of Cutting and Indolebutyric Acid Treatment on Rooting 

of Cuttings in Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. 

Satoshi Mizushima * 
FukuiP陀fec似TalwiαkαsαEast High School， Obαmα， Fukui 917-0293 

Abstract 

Th目白山 ofrooting medium， the position of cutting， and indolebutyric acid (IBA) trea加削onthe rooting of cu虻ingswere 

investigated to cl紅 i今suitablerooting conditions for cu抗ingsof Elatostema umbellatum Blum巴var.majus Maxim. The rooting 

rate of cuttings in Kanuma soil with a particle size of 14 mm was lower than that in rooting medium with a maximum water hold-

ing capacity of 50% or more. In top and normal cuttings， rooting and sprouting rates of cuttings were 93 to 100%， respectively. The 
maximum root length of top cuttings was longer than that of normal cuttings. When the base of cuttings was treated with 25 ppm 

IBA solution for 60 minutes， the number of roots per cutting was significantly larger than that of non-treated cuttings. 

Key Words : cu抗ingpropagation， particle size， vegetable， vegetative propagation 

キーワード:栄養繁殖，粒径，山菜，挿し芽繁殖

緒言

ウワパミソウ (Elatostemaumbellatum Blume var. majus 

Maxim.) は，イラクサ科ウワバミソウ属の多年生草本植物

であり，山地の沢沿いなどに自生している.地域によりア

カミズ， ミズブキ， ミズなどと呼ばれ山菜として利用され

ている.可食部である茎はアクが少ないことから需要の多

い山菜のひとつである. これまでは自生地で採取したもの

を利用していたが，近年では北陸や東北地方を中心に特産

品として栽培化が始まっている.大沢 (1994) は，資源量

が年々減少しており，乱獲が進めば自生地からウワパミソ

ウの姿が消えると指摘している.従って，自生地における

保護のためにも栽培化が望まれる.

栽培にあたっては安定した苗の供給が重要となる. ウワ

パミソウの繁殖方法には株分け，珠芽繁殖および挿し芽繁

殖がある(大沢， 1994).一般的に株分けでは繁殖効率が低

い.松本 (2004a)，鈴木・佐竹 (2000) および戸津 (2006)

は珠芽繁殖について検討しているが，珠芽は秋に形成され

るので繁殖可能な時期が限定される.さらに珠芽を斉一に

発芽させるには 40Cで 8週間の低温処理が必要となる(鈴

2012年 8月9日受付. 2013年 1月25日受理.
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木・佐竹， 2000) ため，苗を得るまでの期間は長くなる.

一方，挿し芽繁殖であれば植物体のシュートを確保できれ

ば実施可能と考えられる.鈴木・佐竹 (2000) は， 7 ~9 

月にかけて有節茎，節間および葉身を挿し穂としてパーミ

キュライトに挿したところ，有節茎を利用する方法が最も

効率的であったと報告した.しかしその他のウワパミソ

ウ挿し穂の発根と挿し芽条件の関係については明らかにさ

れていない.

そこで本研究では，ポット育苗を前提としてセルトレイ

や連結ポットに挿し芽したときのウワパミソウ挿し穂、の発

根と挿し芽用土，挿し穂採取部位およびインドール酪酸処

理の関係を調査した.

材料および方法

1.共通項目

すべての試験において，福井県大飯郡おおい町由来のウ

ワバミソウを供試し，若狭東高等学校のガラス室で試験を

実施した.実験 lおよび実験 2では自生地で採取した試料

から，実験3および実験4ではガラス室で栽培している 2

年生の株から挿し穂を調整した 天挿し用の挿し穂(第 l

図)は，主茎を頂芽から約 5cmで切断した後，上位の展開

葉 2枚を残して摘葉した.管挿し用の挿し穂は，天挿しに

用いた残りの主茎を 3節で切断した後，上位の I葉を残し

て摘葉した.挿し穂基部は 45。程度の角度で斜めに切断し
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天挿し用 管挿し用

第 1図調整後のウワパミソウ挿し穂

た.挿し芽期間中，培地の乾燥を防ぐためにプラスチック

容器に水を張り適宜底面給水した.松本 (2004b)の試験結

果を参考に遮光ネ ットで遮光率 80%となる よう に遮光し，

側窓を開放したガラス室内で挿し穂を管理した.

2. 挿し芽用土の種類の影響(実験 1)

鹿沼土，パーミキュ ライト， パーミキュラ イト・ピー ト

モス混合用土およびパーミキュライ ト・ パーライト混合用

土(容積比 1: 1)の4種類を供試し，粒径， pH，仮比重お

よび最大容水量を調査した.仮比重は 20mLガラス容器に

風乾土を充填して測定した 最大容水量は連結ポッ ト (1

穴の大きさ;縦 4.5cm x横 4.5cm x深さ 4cm)における各

用土の保水力を明らかにするために求めた.連結ポ ットお

よび各用土(乾士)50mLの重量をそれぞれ測定し， 連結

ポットに切断したろ紙 (No.2)を敷き，各用土を詰め底面

吸水させた. 24時間後に吸水を終了し，網の上で 30分間

静置した後，ろ紙を取り除いて測定した重量から連結ポッ

トと吸水前の各用土の重量を減ずることにより吸水量を求

めた 吸水量を各用土の体積で除し 100を乗じて最大容水

量 とした.各用土の特性は第 l表のとおりである.2008年

5月 18日に各用土を充填した連結ポットに天挿し用の挿し

穂を l穴当たり 1本， 各区 15本ずつ挿した. 挿し芽 25日

後に発根率および萌芽率を求めた.発根株数を挿し芽株数

で除し 100を乗じて発根率を算出した.挿し穂の頂芽ある

いは側芽が伸長したときを萌芽とし，萌芽株数を発根株数

で除し 100を乗じて萌芽率を算出した.さらに， 無作為に

各区 10本ずつ選び最大根長を調査した.

3. 挿し穂採取部位の影響(実験 2)

2008年4月27日にパーミキュライ トを充填した連結ポッ

ト (1穴の大きさ;縦 4.5cm x横 4.5cm x深さ 4cm)に天

挿しおよび管挿し用の挿し穂をそれぞれ 15本ずつ挿した.

挿し芽 28日後に発根率および萌芽率を求め， 無作為に各区

10本ずつ選び最大根長を調査した.

4. 鹿沼土およびバーミキュライ卜の粒径の影響(実験 3)

ふるいを用いて粒径 2mmと14mmの鹿沼土および粒径

2mmと5mmのパーミキュライトを作成し，仮比重および

最大容水量を調査した.なお，鹿沼土の粒径 9mmの試験

区は最大容水量が粒径 2mmと近く ，粒径 2mmの方が挿し

穂を挿しやすいため設けなかった.これらの用土を 8分割

した 128穴セ ルトレイ (1セルの容積;25 mL) に充填し，

2010年6月3日に管挿し用に調整した挿し穂を各区 16本ず

つ挿した.挿し芽 30日後に発根率を求め，無作為に各区 10

本ずつ選び最大根長および発根数を調査した.発根数は挿

し穂から発生した長さ lmm以上の不定根の本数とした

5. インドール酪酸処理の影響(実験4)

インドール酪酸液剤(有効成分 0.4%，バイエルクロップ

サイエンス)を使用して有効成分量で 0，25および 100ppm 

水溶液を作成した.2009年 7月9日に各濃度の水溶液を管

挿し用に調整した挿し穂の基部に 60分間浸漬処理した そ

の後 8分割した 128穴セルトレイ (1セルの容量;25 mL) 

にパーミキュライ トを充填し，各区 16本ずつ挿した挿し

芽 30日後に発根率および萌芽率を求め，無作為に各区 10

本ずつ選び最大根長および発根数を調査した.

結果

1. 挿し芽用土の種類の影響(実験 1)

発根率(第 1表)はし、ずれの挿し芽用土でも90%以上で

あった.萌芽率はすべての挿し芽用土において 100%であ

り，発根したすべての挿し穂で頂芽の伸長が観察された

一方，最大根長は挿し芽用土の違いによる差が認められ，

鹿沼土はバーミキュライ ト・ ピートモス混合用土および

〈ーミキュライト・パーライト混合用土と比較して勝り，

ノ〈ーミキュラ イトはパーミキュライト ・パーライ ト混合用

土と比較して勝った.

2. 挿し穂採取部位の影響(実験 2)

発根率(第 2表)は， 天挿しでは 93%，管挿しでは 100

%であった 萌芽率は天挿しおよび管挿しともに 100%で

あり，発根したすべての挿し穂において芽の伸長が認めら

れた.最大根長は管挿しと比較 して天挿しで勝った.

3. 鹿沼土およびパーミキュライトの粒径の影響(実験 3)

発根率(第 3表)は，鹿沼土の粒径 2mmで 94%，パー

ミキュラ イトの粒径 2mmおよび 5mmではそれぞれ 81%

および 88%であった. 一方，鹿沼土の粒径 14mmでは 63

%と低くなった.最大根長は各区とも差は認められなかっ

た.発根数は鹿沼土の粒径 2mmで 13.6本と最も多くなり，

ノ〈ーミキュライトの粒径 2mm との聞に有意な差が認めら

れた 最大根長および発根数ともに同一用土における粒径

の違いによる差は認められなかった.

4. インドール酪酸処理の影響(実験 4)

発根率(第 4表)は， Oppmおよび 25ppm区では 94%，

100 ppm区では 88%であった萌芽率は各区とも 100%で

あり，発根したすべての挿し穂において側芽の伸長が認め



園学研. (Hort. Res. (Japan)) 12 (3) : 269-272. 2013. 271 

第 1表 ウワパミソウ挿し穂の発根に及ぼす挿し芽用土の種類の影響

挿し芽用土 粒径Z

(mm) 

鹿沼土 9 

ノミーミキュライト 5 

ノfーミキュライト・

ピートモス混合用土

バーミキュライト・

ノ号ーライト混合用土

Z50粒の平均

5 

Y乾土・蒸留水=1 : 5 (重量比)

用土特性

pHY 仮比重

(H20) (g・mL-1)

5.7 0.25 

6.2 0.21 

5.2 0.16 

6.6 0.15 

X吸水量 (g)/乾士容積 (mL)x 100で算出した

挿し芽結果

最大容水量X 発根率 萌芽率 最大根長

(%) (%) (%) (mm) 

54 100 100 40.0 aW 

50 100 100 37.4 ab 

60 93 100 26.3 bc 

51 93 100 21.9c 

WTukeyの多重検定で異なるアノレファベット聞に 5%水準で有意差あり (n = 10) 

v粉状のピートモスが多いため測定せず

第2表 ウワパミソウ挿し穂の発根に及ぼす挿し穂採取部位 挿し芽直後に高まると報告している.挿し芽繁殖では密閉

の影響 挿しゃミスト繁殖など湿度を高く維持することで活着率を

挿し芽方法
発根率 萌芽率
(%) (%) 

天挿し 93 100 

管挿し 100 100 

t検定

Z t検定で 0.1%水準で有意差あり (nニ 10)

最大根長

(mm) 

42.8 

13.6 

***z 

高める技術もあるが，本研究ではできるだけ簡易に挿し芽

するために遮光以外は実施しなかった.さらに， ウワパミ

ソウの自生地は沢沿いなど土壌水分が多い場所であること

から，粒径 14mmの鹿沼土では発根に至る前に挿し穂内の

水分量が不足しやすかったために，挿し穂が枯死し発根率

が低下したと推測される.実験 lおよび実験 3において，

最大容水量が50%程度以上の挿し芽用土では高い発根率が

られた.最大根長は各区とも同等であった.発根数はイン 得られたことから，ウワパミソウ挿し穂を発根させるため

トゃール酪酸処理により有意に増加した.しかし， 25 ppm区 には，最大容水量が 50%以上の挿し芽用土を使用すること

と 100ppm区の聞に差は認められなかった. が望ましいと考えられた.

考察

1. 挿し芽用土と発根および根の生育の関係

実験 Iおよび実験 3において，特性の異なる用土を供試

したが，発根率は鹿沼土の粒径 14mmを除きいずれも高

かった.粒径 14mmの鹿沼土において，発根しなかった挿

し穂は萎凋した後に枯死しており，最大容水量は 37%とそ

の他の用土と比較して低かった 大石ら (1983) は，良好

に挿し穏を発根させるためには，挿し穂の吸水と蒸散のバ

ランスを適切に保つことが大切であり，挿し穂の吸水量は

一方，根の生育は，実験 1において鹿沼土はパーミキュ

ライト・ピートモス混合用土およびパーミキュライト・パー

ライト混合用土に対して，実験 3では粒径 2mmの鹿沼土

は粒径 2mmのパーミキュライトに対して勝った.同一用

土における粒径の違いによる差は 鹿沼土では粒径が大き

くなると，パーミキュライトでは粒径が小さくなると発根

数が減少する傾向が見られるものの変動が大きかったこと

から有意な差は認められなかった.また，根の生育と pH

および最大容水量の聞に本研究の範囲内では一定の傾向は

認められなかった.実験 Iでは仮比重の小さい用土で根の

第 3表 ウワパミソウ挿し穂の発根に及ぼす鹿沼土とパーミキュライトの粒径の影響

用土特性 挿し芽結果

挿し芽用土 粒径z 仮比重 最大容水量Y 発根率 最大根長 発根数

(mm) (g' mL一1) (%) (%) (mm) (本/株)

鹿沼土 2 0.39 58 94 34.5 aX 13.6 a 

14 0.20 37 63 36.6 a 9.5 ab 

ノくーミキュライト 2 0.34 53 81 29.0 a 6.8 b 

5 0.19 49 88 34.8 a 11.8 ab 

Z50粒の平均

Y吸水量 (g)/乾土容積 (mL) x 100で算出した

XTukeyの多重検定で異なるアルファベット聞に 5%水準で有意差あり (n= 10) 
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第4表 ウワパミソウ挿し穂の発根に及ぼすインドーノレ酪酸

処理の影響

インドール
発根率 萌芽率 最大根長 発根数

酪酸濃度
(ppm) 

(%) (%) (mm) (本/株)

。 94 100 53.5 aZ 12.0 b 

25 94 100 61.5a 25.3 a 

100 88 100 60.9 a 26.6 a 

ZTukeyの多重検定で異なるアルファベット聞に 5%水準で

有意差あり (n= 10) 

生育が劣る傾向が見られるが，土壌の物理性と根の生育の

関係についてより詳細な試験が必要である.

2. 挿し穂採取部位の影響

鈴木・佐竹 (2000)は， ウワパミソウの有節茎，節間お

よび葉身を挿し芽したところ，有節茎で発根および芽の伸

長が観察され，繁殖には有節茎を用いるのが良いと報告し

ている.

本試験で、用いた天挿しおよび管挿し用の挿し穂は， どち

らも有節茎に該当する.実験2において，天挿しおよび管

挿しの発根率は 90%以上と高く，発根したすべての挿し穂

において萌芽が認められたことから， ウワパミソウでは天

挿しおよび管挿しによって苗を育成できると考えられた.

一方，最大根長は管挿しと比較して天挿しで勝った.本

試験での挿し穂の葉数は，天挿しでは 2枚，管挿しでは挿

し穂が長くなるため l枚とした.挿し穂の葉数が多いと発

根が優れることはマツバボタン(藤井・三橋， 1962)やピー

マン(白井・萩森， 2004)など多くの植物で知られており，

町田ら (1977)はサザンカおよびサンゴジュ挿し穂の葉数

が多いと挿し穂当たりの光合成速度が大きくなり，発根が

早く根量も多くなったと報告している.

さらに天挿し用の挿し穂は頂芽と側芽を有しているが，

管挿し用の挿し穂、は側芽のみを有している.オーキシンは，

茎の先端部や若い葉で生成され，求基的に移動して挿し穂

基部に集まり不定根形成を促す(小西， 1982) ことは広く

知られている.従って，管挿しと比較して天挿しで根の生

育が優れた要因は，挿し穂の葉数および頂芽の有無の違い

によると考えられる.

3. インドール酪酸処理の影響

発根率および萌芽率は，各処理濃度ともに高くインドー

ル酪酸処理をしても大きく低下することはなかった.最大

根長も各濃度で差が見られなかったが，これは 128穴セル

トレイに挿し芽したため，調査時の挿し芽 30日後には根の

生育が進んだことで差がなくなったと考えられる.一方，発

根数はインドール酪酸処理により 2倍程度に増加したこと

から，インドール酪酸処理はウワパミソウ挿し穂の発根量

を増やすために有効であると考えられた.本試験ではイン

ドール酪酸 25ppmおよび 100ppm溶液に 60分間漫漬して

処理したが， 25ppmと100ppmの聞に違いは認められなかっ

たため，処理濃度は 25ppmで十分であると考えられた.

摘要

ウワパミソウ挿し穂の好適な発根条件を明らかにするた

めに挿し芽用土，挿し穂採取部位およびインドール酪酸処理

の影響を調査した.粒径 14mmの鹿沼土の発根率は，最大

容水量が 50%以上の挿し芽用土と比較し劣った.天挿しお

よび管挿しの発根率および萌芽率は93~ 100%であったが，

最大根長は管挿しより天挿しで勝った.挿し穂基部にイン

ドール酪酸25ppm水溶液を 60分間浸漬処理することによ

り，処理区の発根数は無処理区に対して有意に増加した.
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