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特集「低コスト再造林に向けたコンテナ苗の活用j

スギコンテナ苗は夏季植栽で本当に有利か?

一植栽時の水ストレスから 1年後の活着・成長・物質分配までの比較一

新保優美1・平田令子*.1・溝口拓朗l・高木正博1・伊藤 哲I

夏季植栽におけるコンテナ苗の優位性を検証するため，スギ挿し木コンテナ苗 (1年生および当年生)とスギ挿し木裸苗を 9

月に植栽し，植栽直後の生理的ストレスと植栽後 1年間の成長を比較した。裸苗の水ポテンシャルは植栽直後に大きく低下し

その後 1カ月間，コンテナ苗よりも低い値で推移した。しかし水ポテンシヤルの低下は，枯死に至る致命的なストレスとは

ならなかった。植栽当年の首高は l年生コンテナ苗で最も大きく，次いで当年生コンテナ苗であり，裸首が最も小さかったが，

植栽翌年には裸苗の伸長成長量が最も大きかったことから，植栽 l年後の裸苗と当年生コンテナ苗には苗高差がみられなく

なった。また，植栽時は苗の地上部および地下部の各器官の配分が苗種間で異なっていたが，植栽 l年後には差がなくなった。

さらに，植栽当年は 1年生コンテナ苗で傾斜被害が多く，裸苗では主軸先端の萎れや枯れがみられ，健全商の割合に苗種間で

差が生じていたが，植栽 1年後には差がみられなくなった。以上のことから，コンテナ苗は裸苗よりも乾燥に対する耐性が強

いと考えられたが，今回の乾燥条件においては，夏季植栽におけるコンテナ苗の優位性は示されなかった。

キーワード:挿し木コンテナ苗，低コスト育林，裸苗，伐採一植栽一貫作業，水ポテンシャル

Yumi Shimbo/ Ryoko Hirata，*.1 Takuro Mizokuchi/ Masahiro Takagi/ Satoshi Ito' (2016) Are Containerized Cuttings Advan-
tageous for Summer Planting?: Comparisons of Physiological Stress， Growth and Dry Matter Allocation with Bare-root Cuttings. 
J Jpn For Soc 98: 151-157 We investigated the early performance of current and one-year-old containerized sugi cuttings planted in 

late summer (September) and compared it with that of current-year bare-root cuttings. The leaf water potent凶 ofbare-root cuttings de-

clined abruptly after the planting， and remained lower than that of the containerized cuttings for the following one month， but this water 

stress did not result in tree death. One-year-old containerized cuttings had the tallest tree height at planting， followed by cuηent-year co目白

tainerized cuttings and bare-root cuttings. However， the height growth during the second growing season was largest for bare-root cut-

tings， which resulted in no significant difference in tree heights at one year after planting among the cutting types. The difference i目白E

dryma仕erallocation to above-and below-ground parts among the cutting types observed at planting also disappeared one year after the 

planting. At the end of the planting year， we observed a larger incidence of inclination damage for one-year-old containerized cu伯 ngs，

and of the symptom of wilting in apical shoots for bare-root cuttings. However， these differences also disappeared one year after the 

planting. We concluded that the superiority of the containerized cuttings in summer planting was limited， at least under the moderate/ 

light drought conditions for the case of the present study， though the containerized cutting implied more tolerance to dryer conditions 

Key words: containerized rooted cutting， low-cost management， bare-root cutting， a consistent forestry operation system， leaf water 
potential 

1.はじめに

近年，林業の採算性は悪化しており，経営の健全性を確

保するためにはコスト削減が必要不可欠である(林野庁

2012)。造林・保育の分野では，コンテナ苗を導入するこ

とでコストを削減できると期待されている(林野庁 2012; 

山田 2010)。コンテナ苗は根に培地が付いた苗の一種であ

り，従来のポット苗のような根巻きなどの根系の変形が起

こり難い(遠藤 2007)。また，植え付け時に根が良く発達

しており，培地ごと植栽できることから根切り工程が不要

である上に，活着も良く，植栽時期によっては直後からの

成長が見込めるとされている(遠藤 2007;全国山林種苗

協同組合連合会 2010)。さらに，裸苗での活着が悪いとさ

れる夏季植栽も含めた通年の植栽が可能であるとされ，伐

採・造林一貫作業による低コスト化への期待が大きい(九

州森林管理局 2011;宇都木 2015)。

しかしコンテナ苗の初期成長については，現在はまだ

不確実性が残っている。これまで，実生スギコンテナ苗に

ついて初期成長が裸苗よりも顕著に優れているとする報告

や(たとえば，福田ら 2012;横山・佐々木 2013;渡遅ら

2013 ;金津 2012;全国山林種苗協同組合連合会 2010)， 

裸苗に比べてコンテナ苗の方が活着が良い(たとえば，遠

藤 2007;岩井ら 2012;横山・佐々木 2013) という結果

が報告されている一方，コンテナ苗の初期成長は裸苗と同

程度であるとする結果(たとえば，岩井ら 2012;平田ら

2014 ;山川ら 2013;福田ら 2012;山田 2013)や，裸苗

に比べてコンテナ苗の方が，活着率が低い，または同等

(たとえば，福田ら 2012;渡遅ら 2013，2014 :山田 2013)

という結果もある。

一方，コンテナ苗の伐採・造林一貫作業システムへの導

入にあたっては，夏季植栽におけるコンテナ苗の優位性が

明らかにされる必要がある。夏季は植栽時のストレスが最
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も大きく，裸苗を用いた植栽成績が最も悪いと考えられる

時期である(林野庁 1981)。この時期におけるコンテナ苗

の優位性が裸苗との比較により科学的に検証されれば，冬

~春季の伐採後に一生育期間置くことなく，夏季植栽も含

めて引き続き植栽作業を行うことが可能となり，コンテナ

苗を導入した伐採・造林一貫作業システムによる低コスト

化が期待できる。

これまでの夏季植栽に関する研究事例として，山川ら

(2013)はコンテナ苗を時期別に植栽し活着率および植

栽後の成長量を 2月植栽の裸苗と比較している。その結

果，伐採から植栽までの一貫作業システムの実現におい

て，コンテナ苗の利用は有効で、あるという結論を得てい

る。また，平田ら (2014)は，スギ挿し木コンテナ苗の植

栽後2年間の地上部と地下部の成長を裸苗と比較しコン

テナ苗の T/R比が裸苗より早く増加したことから，コン

テナ苗の方が水ストレスからの回復が早いと推察してい

る。このように，夏季植栽におけるコンテナ苗の有効性や

水ストレスからの回復の速さが指摘されているものの，コ

ンテナ苗と裸苗を夏季に同時に植栽して，植栽時の水スト

レスやその後の成長を比較した研究は少ない。今後，コン

テナ苗を実際の施業に導入し，様々な条件に適用させてい

くためには，夏季植栽における生理的なメカニズムを含め

たコンテナ苗の優位性を検証する必要がある。

そこで本研究では，夏季植栽におけるコンテナ苗の優位

性を検証するために，挿し木スギコンテナ苗と裸苗を 9月

に同時に植栽し植栽直後の生理的なストレスを評価し

た。さらに，活着および初期成長を苗種間で比較した。

11.方法

1.調査地および材料

調査は，宮崎県に位置する宮崎大学農学部附属フィール

ド科学教育研究センター田野フィールド(北緯31052'， 

東経 131018'，標高 170m)で行った。調査地における最

近 10年間の年平均気温は 17.30C，年平均降水量は 3，829
mmである(宮崎大学田野フィールド h町://www.fsc. 

miyazaki-u.ac .jp/ muf/)。
本研究で用いた苗は， 1年生および当年生のスギ挿し木

コンテナ苗，および当年生のスギ挿し木裸苗であり，品種

はいずれもタノアカである。このうちコンテナ苗は 300cc 
のマルチキャピテイコンテナ (JFA300)を用いて育苗さ

れた。 JFAコンテナは，内部にリブが設置しであり，リブ

に沿って根が下部に降下し 底部で空気根切りする仕様で

ある。培地成分はココピート 100%である。 l年生コンテ

ナ苗は， 2012年 12月に挿し穂が苗畑へ挿し付けられ，

2013年5月にコンテナへ移植，当年生コンテナ苗は 2013
年 12月に挿し付けられ， 2014年5月に移植された。コン

テナへの移植後はビニールハウス内で、潅水され育苗され

た。裸苗は 2013年 11月に苗畑に挿し付けられ，露地で育

苗された。

植栽は 2014年9月 18日に実施した。育苗場所から植栽

場所まで，コンテナ苗はマルチキャビテイコンテナに入っ

た状態で，裸苗は植栽当日の朝に掘り上げられ相包された

状態で運搬された。 l年生コンテナ苗 100本，当年生コン

テナ苗 99本，裸苗 103本のうち，コンテナ苗 (1年生お

よび当年生)各92本，裸苗 96本をヒノキ人工林伐採後の

北向き斜面に植栽した。残りの I年生コンテナ苗 8本，当

年生コンテナ苗 7本，裸苗 6本は実験室に持ち帰った。植

栽地は傾斜約 15~300 の凸型斜面，土壌はアカホヤを母材

とする褐色森林土であり，土壌の堆積様式は，斜面上部は

残積土，中~下部は葡行土である。各苗は列単位で交互(2

m間隔，植栽密度 2，500本/ha)に植栽した。コンテナ苗

はー鍬植えで植栽し裸苗は丁寧植えにより植栽した。

2.生理測定

コンテナ苗と裸苗の水ストレスの状態を評価するため

に，各苗種について平均的な地上部サイズの苗木を対象と

して葉の水ポテンシャルと光合成時の電子伝達速度 (ETR)
(Genty et al. 1989) ，および葉温を 3~9 個体について測定

した。水ポテンシャルは手動加圧式プレッシャーチャン

ノfー (Pump-UpChamber， PMS Instrument Company)を用

いて測定した。側枝を 5cm程度切り取った後，ただちに

チャンパー内に入れて約 0.05MPaずつ加圧し切り口が

湿ったときの数値を読み取った。 ETRの測定には，携帯

型クロロフィル蛍光測定器 (MINI-PAM，WALZ社製)を

用いた。側枝に 0~2， 323μEm一乍1までの光(光合成有効

放射 (PAR))を 9段階で照射して ETRを測定しその最

大値を最大ETRとした。葉温は赤外線サーモグラフイ

(Thermo Tracer TH7102， NEC)を用いて測定した。苗全

体の熱画像を撮影した後，画像から主軸先端部，側枝先端

部，主軸中心部の温度を各5点抽出しそれらの平均値を

各苗木の葉温とした。測定は，植栽から約 1カ月後にあた

る 10 月 16 日まで，雨天時を除いて計 5~6 回行った。ま

た，育苗状態での苗木の生理ストレスを明らかにするため

に，出荷前の植栽前日にコンテナ苗の育苗温室と裸苗の苗

畑で苗木の水ポテンシャルと ETRを測定した。コンテナ

苗はコンテナから引き抜かない状態で育苗温室外に持ち出

し， 2時間以内にそのまま測定を行った。裸苗も掘り上げ

ずに育苗されている状態で測定した。なお，これらの生理

パラメータの測定は原則として 12~14 時の間に行った。

3.成長および活着調査

植栽直後の 2014年9月， 2014年 12月および2015年7
月にすべての植栽苗の商高と地際直径を測定した。地際直

径は地上 5cmの位置とした。調査期間中に枯死した苗や

ノウサギによる食害などの被害を受けた苗については測定

対象から除外した。各調査時期における測定本数を表-1

に示す。

目立った障害がみられず，平均的な地上部サイズの苗を

対象として， 2014年 12月および2015年9月にコンテナ

苗(l年生および当年生)と裸苗を斜面上部から各5本，

斜面下部から各5本掘り取り，実験室に持ち帰った。 2014
年 12月には追い掘り法で全ての根を掘り取り， 2015年9
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表1.各調査時期におけるコンテナ苗 (1年生および当年生)
III.結
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果と当年生裸苗の高さおよび直径の測定本数と累積枯死率

苗高・ 累積累積累積
調査時期 苗 種 直 径 測 被 害 枯 死枯死率

定本数本数1)本数 (%)21 

2014年9月 l年生コンテナ苗 89 3 。 。
当年生コンテナ苗 88 4 。 。
当年生裸苗 93 3 。 。

2014年12月 l年生コンテナ苗 86 6 。 。
当年生コンテナ苗 87 4 1.1 

当年生裸苗 91 5 。 。
20日年7月 1年生コンテナ苗 74 6 2 2.4 

当年生コンテナ苗 74 5 3 3.7 
当年生裸苗 75 10 1.2 

1)食害などの被害を受けた本数。2I(累積枯死本数/全植栽本数)x 100。な
お， 2015年7月は全植栽本数から掘り取り個体数を除いて計算した。

月には苗木を中心として 50cm四方，深さ 50cmで根を切

り掘り取った。持ち帰った苗は土を洗い流した後，地上部

は主軸と側枝に分け，地下部は主軸地下部とそこから発根

した根に分類した。なお，本研究では，植栽時に地上に出

ていた部分を地上部，地下にあった部分を地下部とした。

すべての試料はドライオーブンにより 65
0

Cで 48時間乾燥

させ乾燥重量を計量した。 2014年 9月の植栽時に持ち

帰った苗についても同様の測定を行い，この測定値を初期

{直とした。

植栽から約 1カ月後の 10月 16日，半年後の 3月 18日

および翌年 7月 6日に全ての植栽苗について活着状況を目

視により判断し健全，枯死，傾斜被害，主軸先端の萎れ

および枯れ，ノウサギなどによる食害およびその他(掘り

起こし等)，下枝枯れの 6項目に分類した。傾斜被害は主

軸が地際付近から 45。以上傾いている首，主軸先端の萎れ

は主軸先端部分が90。以上垂れ下がっている苗とした。な

お，複数の項目にあてはまる場合は，より甚大な障害と考

えられる項目を代表させた。

4.解析

各調査時期の苗の累積枯死率を算出し，苗種間で比較し

た。累積枯死率は，累積枯死数を全植栽本数で除して求め

た。 2015年 7月時点の累積枯死率は，全植栽本数から

2014年 12月までに掘り取った本数を除いて計算した。苗

高と直径のサイズおよび期間成長量，形状比(地際直径に

対する苗高の比率 (m/m)) を苗種間で比較した。期間成

長量は各調査時の測定値の差分である。また，根と主軸，

側枝の乾燥重量およびT/R比を苗種間で比較した。なお，

主軸地下部は植栽時の深さによりその重量が左右されやす

く，また，吸水機能はほとんどないと考えられることか

ら， T/R比の算出には含めなかった。苗種聞の生理パラ

メータ，苗サイズ，期間成長量，形状比および乾燥重量の

比較には Tukey開Kramer検定を用いた(Kramer1983)。各

苗種における苗サイズ，形状比，乾燥重量の調査日間の比

較には一元配置分散分析を用いた。活着率の比較にはど

検定を用いた。全ての解析は統計パッケージ R3.1.2 (R 

Core Team 2014)で、行った。

1.植栽時の水ストレス

植栽前の水ポテンシャルは l年生および当年生コンテナ

苗で -0. 1l~-0.12MPa となり有意な差はなかったが，

裸苗は一0.53MPaとコンテナ苗よりも低い値を示した (p

<0.01) (図-1(A))。その後も l年生および当年生コンテ

ナ苗の水ポテンシャルは苗種間で差はみられず，どちらも

植栽直後 (2014年 9月 18日)に低下して 1週間後には

-1. 17 ~ -1. 20 MPaまで、下がったが， 9月末以降は大き

な変化はみられなくなった。裸苗も植栽直後に著しく低下

し， コンテナ苗よりも有意に低い値を示した(p<0.001)。

その後，多少の変化はみられたものの，コンテナ苗よりも
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図一1.植栽直後の 1カ月間における各苗種の水ポテンシャル

(A)，最大ETR(B)および葉温(c)の経時変化

誤差バーは標準偏差を示す。
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低い値で推移する傾向があった。

最大 ETRは植栽前および植栽直後において苗種間で有

意な差はみられなかった(図-l(B))。植栽から 1週間後

(9月25日)には裸苗が有意に滅少し l年生コ ンテナ苗

より低く なったが，その後は苗種問での差はみられなかっ

た。10月以降は気温の低下に伴い (J-STAGE電子付録付

図-1)，いずれの苗種においても ETRが低下する傾向が

あった。

葉温はいずれの日においても苗種間で差がみられなかっ

た (図-1(C))。気温と葉温に大きな差はなく ，気温の変

化に伴って変動した (J-STAGE電子付録付図-1)09月29

日から 10月7日にかけては全苗種で低下する傾向が

あった。

宮崎県地方気象台の記録では， 2014年 9月の最大連続

無降雨日数は 4日間であった。過去 30年間の記録では， 9 

月の最大連続無降雨日数は最長で 17日間の年もあり， 4 

日以内であった年は 30年間のうちわずか 20%であった

(J-STAGE電子付録付図 2)。

2.枯死率

植栽から 3カ月後の累積枯死数は 1年生コンテナ苗と裸

苗がO本，当年生コンテナ苗が l本であり，累積枯死率は

それぞれ 0% と1.1%であった(表一1)。翌年 7月の累積

枯死数は 1年生コンテナ苗が2本 当年生コンテナ苗が3

本，裸苗が l本であり，累積枯死率はそれぞれ 2.4%と

3.7% と1.2%であった(表 1)。

3.活着率

活着状況を図-2に示す。植栽から約 1カ月後 (10月 16

日)には， 1年生コンテナ苗で傾斜被害が多くみられ，ま

た，裸苗では主軸の先端の萎れや枯死が多くみられた。健

全苗の割合は当年生コンテナ苗で最も高かった(いずれも

p<O.OOl)。翌年 3月においても健全苗の割合は当年生コ

ンテナ苗で最も高く(いずれも p<O.OOl)，裸苗で、は減少
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していたい<0.01)。植栽 l年後には I年生コンテナ苗

および裸苗の健全苗の割合が有意に増加し苗種間差はみ

られなくなった。

4.苗高と直径の成長

植栽時の平均苗高は 1年生コンテナ苗が51.5 cmで最も

高く，当年生コンテナ苗が 36.6cm，裸苗が 30.9cmであ

り，当年生コンテナ苗の方が裸苗よりも有意に高かった

(図-3(A)，いずれも p<O.OOl)。直径は l年生 コンテナ

苗が最も大きく (p<O.OOl)，当年生コンテナ苗と裸直に

は有意差がなかった(図-3(B))。形状比は 1年生コンテ

ナ苗が 80，当年生コンテナ苗が70，裸苗が58であり，裸

苗が最も小さかった(図-3(C)，いずれも p<O.OOl)。こ

の傾向は植栽当年の生育期終了時においても同じであった

(図-3(A)，(B)， (C))。第 2生育期においても苗高と直

径は l年生コンテナ苗が最も高かったが，当年生コンテナ

苗と裸苗の聞には有意差がみられなかった(図-3(A)，

(B) )。形状比も苗種間で有意差がみられなかった(図-3
(C) )。

第 l生育期の苗高の期間成長量は当年生コンテナ苗が最

も大きく (p<O.OOl)，1年生コンテナ苗が最も小さかっ

たが (p<O.Ol)(図-4(A))，第 2生育期には裸苗が最も

大きくなった (p<O.OOl)。直径の期間成長量は，第 l生

育期では苗種聞に有意差はみられなかった(図-4(B))。

第2生育期には l年生コンテナ苗が大き い傾向があった

が，苗種聞の差は小さかった(図-4(B))。

第 1生育期終了時 (2014年 12月)における当年生コン

テナ苗の苗高は，植栽時 (2014年9月)と比較して有意

に高くなっていたが (p<O.OOl)， 1年生コンテナ苗およ

び裸苗では差はみられなかった (J-STAGE電子付録付表-

4)。第 2生育期における 2015年7月の苗高は 2014年 12

月の苗高と比較して全苗種で有意に高くなっていた(いず

れも p<O.OOl)。直径は，第 l生育期お よび第2生育期の

-枯死

・食害およびその他

図傾斜被害

臼下枝枯れ

圃主軸先端の萎れ

および枯れ
口健全

¥-$' "，，¥->でぜやや守点ヤキ
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1年生コンテナ苗 当年生コンテナ苗 当年生裸苗

図一2 各苗穫の苗の状態の変化

図中の異なるアルファベットは各調査時期の健全苗の割合に苗種間で有意差があることを示す (p<0.05)。

図中の正負記号は，直前の測定時期の値と比較して健全酋の割合が有意に増加(+)または減少 (ー) した

ことを示す。+/ー.p<0.05; + +/一一.p<O.Ol; +++/ーーー.p<O.OOl。



いずれにおいても全苗種で有意に増加した(いずれも p<

0.001)。形状比は，第 I生育期にはl年生コンテナ苗と裸

苗が有意に低下し (いずれもp<O.Ol)，当年生コンテナ

苗では有意な増減はみられなかった。第2生育期には，コ

ンテナ苗当年生と裸苗が有意に増加 (いずれも p<O.OOl)

した。

5. 地上部と地下部の発達

各苗種の各器官の物質分配を図-5に示す。第 l生育期

には， 1年生 コンテナ苗で根の割合が有意に増加 (p<

0.05)した (図-5)。当年生コンテナ苗では側枝の割合が

有意に減少 (p<0.01)し， 有意差はみられなかったが地

上部主軸の割合が増加する傾向があった。裸苗は地下部主

軸の割合が有意に増加 (p<O.Ol) して地上部主軸の割合

が有意に減少 (p<0.01)した。第 2生育期には，1年生

コンテナ苗は地上部主軸と根の割合が有意に増加 (p<

0.01)し (図-5)，当年生コンテナ苗は根の割合が有意に

増加 (p<O.OOl)した。裸苗は地上部主軸の割合が有意

155 スギコンテナ苗の夏季植栽

ー・-1年生コンテナ苗

ーロー当年生コンテナ苗

--0ー当年生裸苗

80 

n

u

n

u

n

u

 

ζ

U

A

U

守

、
ι

(
E
U
)
岨
担
宮
川
町

(A) 

第2生育期第1生育期

。
10 

6 

4 

8 

(B) 

(
E
E
)
刷
十
回
罫
昨

口主軸(地上部)口側枝 ・主軸(地下部)・根

100 

*' 41l 
罰
世
隼
安
時
e 
酬
雲
鋭

o 

j J j j ぷ j j JP バダ
ザゲベアベアゲザザゲザ

1年生コンテナ菌 当年生コンテナ苗 当年生裸苗

80 

20 

60 

40 

第2生育期第1生育期

2 

。

(C) 100 

n

u

n

u

n

u

n

u

 

o

o

r

o

n

u

寸

吋

4

(
E
E
)
封
判
一
円
詮

図 5. 各苗種の乾燥重量構成比の変化

図中の正負記号は，直前の測定時期の値と比較して有意に増加(+)また

は減少(-)したことを示す。+/ー，p<0.05; + +1一一， p<O.Ol ; + 

+ +1 一一.p<O.OOl。

形状比(C)の

。
第1生育期 第2生育期

図-3. 各苗種の平均苗高(A)，平均地際直径(B)，

変化

(B) 3.5 (A) 

・第1生育期

・第2生育期

35 

誤差パーは標準備差を示す。

3.0 

~ 2.5 
ε 

4 20 

車1.5

5製
倒 1.0

0.5 

30 

E 25 
U 

刷 20
u1区

世 15
jol!; 

1田 10

5 

当年生
裸苗

0.0 

1年生 当年生 当年生 -0.5 L 1年生 当年生
コンテナ苗コンテナ苗 襟首 コンテナ苗コンテナ苗

図 4.各苗種の苗高および直径の期間成長量(A，B)の変化

誤差パーは標準偏差を示す。

。
-5 



156 新保・平田・溝口・高木・伊藤

4

2

0

8

6

 

4

4

4

4

4

i

 

並区¥↑

ー・-1年生コンテナ苗

ーロー当年生コンテナ首

--0ー当年生裸苗

n峠
・

吋

L

n

u

第1生育期 第2生育期

図 6.各苗種の T/R比(側枝+地上部主軸/根)の変化

誤差パーは標準偏差を示す。

に増加 (p<0.001)し，地下部主軸 (p<0.01)と側枝(p

<0.5)の割合が有意に減少した。植栽 1年後の各器官の

割合は苗種間で有意差がなくなった。 T/R比は，植栽時

には当年生コンテナ苗で著しく高かったが，その後減少

し 植栽l年後には苗種間差がなくなった(図-6)。

IV.考察

1.植栽直後の水ストレスと活着

今回，植栽時に発生する水ストレスは苗種により差がみ

られた。植栽前から植栽直後にかけて裸苗の葉の水ポテン

シャルは大きく低下した(図-1)。約 1週間後には， 1年

生および当年生コンテナ苗の水ポテンシャルも低下した

が，裸苗以上の低下はみられず，その後もコンテナ苗より

も裸苗が低い値で推移した。苗種によってこのような違い

が生じたのは，育苗方法と苗の構造，および移植の過程の

違いによると推察される。コンテナ苗は育苗時には潅水さ

れており，植栽前に水ストレスを受けることはほとんどな

い。また，コンテナのキャピティ下部で空気根切りが行わ

れ，根の分枝が非常に多く(遠藤 2007)，培地ごと移植可

能なため根の乾燥を受けにくい。一方，裸苗は露地で育苗

されていることから乾燥にさらされやすい。また，植栽前

に根切りをされることから植栽時にはかなりの量の細根が

失われており，さらに培地がないため運搬中に根が乾燥し

やすい。運搬中の根の機械的損傷や乾燥は植栽後の苗木に

水ストレスが生じる要因と考えられており (Ikedaet al. 

1987) ，苗木が乾燥するほど活着率が下がることも示され

ている(坂口・野原 1939;佐藤・村上 1949)。本調査に

おいても，裸苗の根の吸水機能が植栽時に著しく低下した

ため (Roseand Haase 2005)，植栽後の水ポテンシャルが

コンテナ苗より低かったと考えられた。

植栽後の苗の状態も苗種聞で差がみられ，裸苗は植栽 1

カ月後および翌年 3月までは健全面の割合が当年生コンテ

ナ苗よりも低く，主軸先端の萎れや枯れが目立っていた

(図-2)。これは，植栽初期の水ストレスが影響したと考え

られた。しかしいずれの苗種についても枯死に至る致命

的なストレスまでには至っていなかった。植栽 l年後には

苗の状態は回復し，健全苗の割合は苗種間で差がみられな

くなった(図-2)。また，枯死率も苗種聞に明瞭な差がみ

られず(表-1)，枯死の原因はノウサギによる主軸の切れ

や掘り起こしであり，全植栽苗で植栽時の水ストレスによ

る枯死はなかった。最大 ETRも苗種間で有意な差がなく

(図-1)，9月下旬から 10月にかけてみられた光合成活性

の低下は，気温の低下に伴う季節的な変化 (J-STAGE電

子付録付図-1)と解釈できる。また，葉温も苗種間で有意

な差はなく(図-1)，気孔閉鎖による蒸散抑制はおきてい

なかったと推察できる。

植栽時の水ストレスとその後の活着は，植栽後の気象条

件とも大きく関係するだろう。今回，本調査地では植栽翌

日から約 1週間降雨が続いた(J-STAGE電子付録付図-1)。

このため植栽後の水ストレスが軽減され，各苗種の活着を

高めた可能性がある。このことは，乾燥条件がより厳しけ

れば，裸苗の方が枯死に至りやすく，コンテナ苗は有利に

なる可能性が高くなることを示唆する。過去の気象条件か

らは， 9月植栽の場合80%の確率で最大連続無降雨日数

が今回より長くなり，乾燥条件がより厳しくなる可能性が

示された (J-STAGE電子付録付図-2)。したがって今回よ

り降雨が少ない条件では，植栽直後の水ストレスが継続，

あるいは悪化する可能性が考えられる。また，本研究は 9

月植栽のため，葉温や最大ETRの低下は，季節的な気温

の低下に伴ったと考えられた。 8月末の植栽事例では裸苗

の活着率が27.8%と著しく悪いことや(林野庁 1981)， 

苗木の活着が植栽前後の気象条件の影響を受ける(高村

1957)ことが報告されていることから， 7月や 8月植栽な

ど植栽後も光合成活性が維持されるような条件では，植栽

直後の裸苗の水ストレスが生理活性の低下を引き起こし，

活着に影響する可能性が十分に考えられる。どの程度の乾

燥条件で生残率に差が生じるかは，今後さらに検証が必要

である。

2.夏季植栽における成長と物質分配

山川ら (2013)は，生育期の途中で植栽されたコンテナ

苗はその後の生育期間に応じた伸長成長をすることを報告

している。今回，裸苗も含めた夏季植栽の結果からは，伸

長成長の傾向は苗種により異なることが明らかとなった。

植栽時の苗高は苗種間で有意な差があり， 1年生コンテナ

苗で最も大きく，裸苗が最も小さかった(図-3(A))。そ

の後，特に当年生コンテナ苗が l年生コンテナ苗と裸苗よ

りも大きく伸長したが，苗高差に大きな変化はみられな

かった。しかし第 2生育期には裸苗の成長量が最も大き

くなったため，植栽 1年後の苗高は裸苗とコンテナ苗当年

生で有意差がみられなくなった(図-3(A)，4(A))。

このような伸長成長の違いは，苗種による物質分配の違

いが原因であると考えられた。 1年生コンテナ苗および裸

苗の両方とも第 l生育期には地下部(根や地下部主軸)の

割合を増加させ，地上部(側枝や地上部主軸)への配分を

増加させなかった。しかし当年生コンテナ苗は地上部主

軸の割合を増加させる傾向があった(図-5)。このことは
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第 l生育期の当年生コンテナ苗の伸長成長量が大きかった
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(図-4)ことと一致した。第 2生育期には， 1年生コンテ
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