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Short-term Bottom-heat Treatment during Low-air-temperature Storage Improves the 
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Abstract 

We investigated the effects of bottom-heat (BH) treatment duri時 low-air-temperature(5-1 OOC) storage on the rooting of 

eggplant grafted司cuttingsthat were plant巴dafter storage. BH treatrnent was applied by holding the cut end of cuttings in 

warmed water. Root growth of cuttings following storage tended to be much improved by BH treatment temperaωres ranging 

from 26 to 31 oC. BH treatment should end just before rooting begins in order to avoid the inhibition of root growth caused by 

root damage during planting. [n this study， optimal BH treatment duration is thought to be 3 days， because rooting during 

storage was observed 4 days after starting treatrnent when BH treatment was performed up to 5 days. BH treatment was applied 

to the grafted-cuttings for 3 days using a BH treatment temperature of270C at the beginning of 14 days' storage. The cuttings 

stored with BH甘eatmentwere planted in the growing medium， and then grown for 14 days. Root合eshweight of the grafted 

plant obtained from cuttings that received BH廿eatrnentwas 1.4 and 2.8 times greater than those that were stored without the 

treatment or not stored at all， respectively 

Key Words : acclimatization， cutting grafting， localized temperaωre con佐01，turkey berry (Solanum torvum Sw.) 
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緒日

苗の需要は季節的な変動が大きく，それにともない苗生

産施設の稼動や苗の生産に必要な労働力も変動する.購入

苗の需要は増加傾向にあり(農林水産省野菜 ・茶業試験場，

2001) ，最盛期の需要は育苗施設の生産能力を超えつつある

のが現状である そこで需要が少ない時期に生産した苗を

貯蔵して，需要が多い時期に出荷することができれば，生

産の平準化を図ることができる. このような背景から，苗

の品質を一定期間保持するための貯蔵技術に関する多くの

研究が行われている(富士原ら， 2001，2003; Heinsら， 1994; 

古在ら， 1996; Paton ・Schwabe，1987) 

我々はこれまでに，低気温貯蔵の開始直後に挿し穂の切

り口側を加温した水に浸すボトムヒート処理 (BH処理)を

1日間行うことで，貯蔵性を高め，さらに貯蔵後の発根を

2006年 11月 17日 受付. 2007年 6月27日 受理.

本研究の一部は先端技術を活用した農林水産研究高度化事業
(課題番号 1759)によって行った
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促進できることをキュウリ(寺倉ら， 2004)および台木用

カボチャ (Shibuyaら， 2007)を用いて明らかにしてきた.

本研究では，ナス接ぎ木挿し穂を用いて実験を行った.

ナス科の接ぎ木苗生産では，断根接ぎ木が行われること

がある.断根接ぎ木では，下駐軸の部位で切断した台木を

穂木と接ぎ木し，それによって得られた接ぎ木挿し穏を培

地に挿し木して不定根を発生させる。断根接ぎ木苗生産に

おいて，接ぎ木した挿し穂を一定期間貯蔵することができ

れば，移植作業や出荷計画の調整が容易になり，年聞を通

じて安定的な苗生産が可能となる.また，ナス科の接ぎ木

挿し穂は，ウリ科に比べて挿し木後の発根が遅く養生期聞

が長いために，夏季の養生時における高温環境で枯死する

ことがある.低気温貯蔵中に BH処理を行うことで挿し木

後の発根を促進できれば，製品率の向上を図ることができ

るとともに，養生期聞を短縮でき，ひいては苗生産効率を

向上できると考えられる.

本研究ではナス接ぎ木挿し穂またはナス台木挿し穂を実

験材料として，低気温貯蔵中に BH処理を異なる温度また

は期間で行うことで， BH処理の最適温度および最適期聞

を求めた.さらに，長期の貯蔵における BH処理の効果を
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調べるために，貯蔵期聞を 14日間として，貯蔵開始直後の

BH処理が貯蔵後に挿し木してからの発恨に及ぼす影響を

調べた.

材料および方法

実験 1 ボトムヒート処理の最適温度および最適期間の

検討

実験材料として，ナス台木用スズメナスビ (Solanum

torvum Sw ‘トルノ〈ム ・ピガー， )を用い，大阪府立大学構

内の温室で播種後 49日間育成した.育成容器には 200穴

セルトレイを，培地にはパーミキュライトを用いた 発芽

するまで水道水を潅水し，発芽後は培養液(大塚ノ、ゥス l

号および 2号の A処方 0.5単位，大塚化学(株)，以下，す

べての実験で同じ培養液を用いた)を適宜潅水した.育成

した実生を子葉の下 20-30mmで、水平に切断することで

挿し穏を採取した 採取した挿し穂を BH処理温度の異な

る条件で3日間貯蔵した.貯蔵条件は，気温 5-IOOC，相対

湿度 60-90%，光合成有効光量子束密度(以下， PPFD) 

しない培養液に浸けた.貯蔵後に接ぎ木挿し穂、を培養液が

入ったガラス容器に挿し 温室内のプラスチックトンネル

で養生した.養生条件は気温 15-300C/12-J50C (日中/夜

間)，相対湿度 90-100%であった.養生期間中の光環境条

件は，遮光シートを用いて PPFD30μmol・m-2・c1以下と

した.養生開始 10日目にシュートおよび根部生体重を測定

しTこ.

実験2 貯蔵初期における短期間のボトムヒート処理が貯蔵

後における接ぎ木挿し穂の根の成長に及ぼす影響

実験材料にはナス接ぎ木挿し穂、を用いた播種後 46日目

の台木と播種後 27日目の穂、木を合わせ接ぎし，接ぎ木挿

し穂を得た.接ぎ木前の育成条件は，気温 20-30oC/18-20oC 

(日中/夜間)，平均相対湿度約 75%，平均日積算 PPFD約

28 mol' m-2・day-1であった.接ぎ木挿し穂を気温 90C，相

対湿度 95-99%，PPFD 8μmol・m-2・s一 および明期時間

24 h・day-1の条件で 14日間貯蔵した.光源には白色蛍光

灯を用いた.貯蔵開始直後に BH処理を 3日間行 う試験区

とBH処理を行わない試験区を設けた. BH処理方法は実

10μmol・m-2・c1および明期時間 24h・day-1とした.貯 験 lと同様とし， BH処理温度は 270Cとした目BH処理を

蔵庫内に水槽を設置し挿し穂の茎の切り口側約 10-20mm 行う試験区では， BH処理終了後に台木下端部を加温しな

を水に浸した.挿し穂の支持は，水に浮かべた発泡スチロー い培養液に浸けた BH処理を行わない試験区は，培養液

ル板(厚さ;10mm)にあけた穴 (直径 ;3 mm)に下匹軸 にアガロース(和光純薬工業(株))を2%添加したゲル状

を挿すことで行った.BH処理は水をヒーターで加温する

ことで行った.試験区は， BH処理温度 20，26， 31， 360C 

および加温しない対照区の計 5試験区とした 処理開始 3

日後 (貯蔵終了時)に，各試験区の挿し穂を培養液が入っ

たガラス容器に挿し， グロースチャンパでそれぞれ4日間

育成した.挿し木後における育成条件は気温 25-280C，相

対湿度 75%，PPFD 1∞μmol・m-2・s-l，明期時間 12h • day-1 

とした 光源には白色蛍光灯を用いた. 一部の挿し穂は貯

蔵環境で BH処理を継続し，貯蔵中における発根率の経日

変化を目視で調査した.

次に， BH処理期聞が挿し木後の根の成長に及ぼす影響

を調べるために，異なる処理期間で BH処理した挿し穂を

挿し木し，挿し木後の発根量を調べた. 実験材料には，ナ

ス接ぎ木挿し穂、を用いた穂木 (Solanummelongena L.‘千

両二号，)および台木(スズメナスビ)の育成はベルグアー

ス(株) (愛媛県宇和島市)の温室内で行った 育成条件

は，気温 15-250C/10-120C (日中/夜間)，平均相対湿度約

80%，平均日積算 PPFD約 12mol' m-2・day-1であった.

播種後 44日目に匪軸を切断した台木に播種後 30日目に

切り取った穂木を合わせ接ぎし，接ぎ木挿し穂を得た.穂

木と台木の固定には接ぎ木補助具(スーパーウィズ 17号，

ナスニックス(株))を用いた.接ぎ木挿し穂を BH処理期

間の異なる条件で 3日間貯蔵した.貯蔵条件は気温 90C，

相対湿度 95-99%，PPFD 8μmol • m-2・U および明期時間

24h・day-1とした. BH処理温度は 270Cとし， BH処理に

は培養液を用いた. BH処理期聞は 0，1， 2および 3日間

とした 貯蔵中に BH処理しない期間は台木下端部を加温

培地に挿し穂、を挿した. この方法はベルグアース (株)に

おいて行っている接ぎ木挿し穂の貯蔵方法であり， BH処

理と従来の貯蔵方法との比較をするための対照区とした.

BH処理を行った挿し穂および BH処理を行っていない

挿し穂を，貯蔵開始 14日後にピートモスを主成分とする

培地に挿し木し，温室内のプラ スチックトンネルで養生し

た.このとき，接ぎ木直後の挿し穏を同時に挿し木するこ

とで，貯蔵した挿し穂と貯蔵しない挿し穂の挿し木後に

おける成長の比較を行った養生期間中の気温は 20-300C/

15-180C (日中/夜間)，相対湿度は 90-100%であった.養

生期間中の光環境条件は，遮光 シートを用いて PPFD

30μmol ・ m-2 • S-1以下とした.養生開始 14日後にシュート

および根部生体重を測定した.

結果および考察

実験 1 BH処理の最適温度および最適期間の検討

BH処理を継続し，処理中における発根を観察した結果，

BH処理温度 260Cおよび 310Cの試験区では貯蔵開始 4日

目に発根が観察された(第 l表).BH処理しなかった試験

区 (50C)，BH処理温度 200Cおよび 360Cにおいては 5日

間の貯蔵期間では発根しなかった. また，貯蔵開始 3日後

に挿し木してからの根の成長は BH処理温度 260Cおよび

310Cの試験区で最も促進される傾向がみられた(第 l図)

これらのことから最適 BH処理温度は 26-310C付近と考え

られるなお以降の実験においては BH処理温度を 270Cと

したが， これは処理温度が高くなるほど処理によるエネル

ギー消費が大きくなるため，実用上は 260C付近で処理す



ることが望ましいと考えたためで、あるー

処理期間については，貯蔵中に挿し穂が発根すると，貯

蔵後に挿し木を行うときに根を傷める可能性があること

から，発根開始直前に処理を終了することが望ましい

(Shibuyaら，2007).本実験では， BH処理温度 260Cおよび

310Cにおいて処理開始 4日目 に発根が確認されたことか

ら， BH処理の最適期間は 3臼間程度と考えられる

BH処理期聞が挿し木後の根の成長に及ぼす影響を調べ

た結果，挿し木 10日後における シュ ートおよび根部生体重

は BH処理期聞が長くなるほど大きくなる傾向がみられた

(第 2図). 3日間の BH処理を行った試験区の挿し木後に

おけるシュートおよび根部生体重は，BH処理しなかった

試験区 (処理期間 O日間)に比べてそれぞれ 1.2倍および

3.4倍であった処理期聞を 3日間とした試験区のシュ ート

および根部生体重が処理期聞をoー2日間とした試験区より

も有意に大きかったことから， ここでも最適 BH処理期聞

は3日間程度であることが確認された.

実験 2 貯蔵初期における短期間のボ トムヒー ト処理が貯蔵

後における接ぎ木挿し穂の根の成長に及ぼす影響

貯蔵期間 14日間の初期に3日間 BH処理した挿し穂は，

BH処理せずに貯蔵した挿し穂と比べて，挿し木後のシュー

ト生体重が 1.3倍，根部生体重が 1.4倍であった (第 2表)• 

また，BH処理した挿し穂は，貯蔵せずに挿し木した挿し

穂と比較して，挿し木後におけるシュート生体重および根

部生体重はそれぞれ 1.7倍および 2.8倍であった.一方， BH

処理した挿し穂の一部において 貯蔵終了時の匪軸の下端

部に発根の兆候とみられる Imm程度の白い突起が観察さ

れた.これは BH処理によ って発根部位の成長段階が進ん

だことを示している. このように BH処理した試験区の挿

し木後における成長が， BH処理しなかった試験区および

貯蔵しなかった試験区に比べて促進されたのは， BH処理

によって挿し木後における発根開始時期が早くなったこと

に起因すると考えられる 一方で貯蔵していない挿し穂

に比べて， BH処理せずに貯蔵した挿し穂の方が挿し木後

におけるシュート生体重および根部生体重が大きかったの

BH処理しなかった試験区においても貯蔵中に発根部

25 国学研. (Hort. Res. (Japan)) 7 (1): 23-26. 2008. 

Table 1 Time courses of rooting percentage of Solanum torvum 

Sw. cuttings after starting bottom heat (BH) treatment at 

different temperatures under 10w-air-temperature storage 

condition (n = 10). 
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Fig. 1 Effects of BH-仕eatment temperature during 10w-air-

temperaωre storage on root合的hweight of Solanum torvum 

Sw. p1ants at 4 days after p1anting fol1owing storage. 

Means土standarderrors are shown (n = 5). 
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Fig. 2 Effects of BH-treatment duration during 3 days' 10w-air-

temperature storage on shoot and root合的h-weightof grafted 

eggp1ant after 10 days p1anting fol1owing storage. 

Means :!: standard errors are shown (0 and 1 day: n = 10， 2 
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位の成長段階が進んでいたことが原因と考えられる.

BH処理による発根までの期間の短縮は育苗期間の短縮

のみならず，育苗中の苗質にも大きく影響する.一般に温

室での養生では，発根までの期間に水ストレスを抑制する

ためにプラスチックトンネルを用いて高湿度条件にする.

トンネル内の環境は天候の影響を受けて変動しやすく ，そ

れによって接ぎ木の活着率が低くなることが知られている

(小田， 1997). 特に夏季には養生順化中の高温ストレスに

よって苗質が低下することがある. BH処理によ って挿し

木後すぐに根が成長することで養生期聞が短縮され高温ス

トレスを受ける期間を短くできることから，それによって

苗質低下の抑制，ひいては裳品率の向上が期待てーきる.あ

わせて育苗期間も短縮できることから，生産期間あたりの

生産本数の増加も期待できる.

以上，ナス接ぎ木挿し穂においても，キ ュウ リ (寺倉ら，

2004)および台木用カ ボチャ (Shibuyaら， 2007)と同様に，

低気温貯蔵中の BH処理によ って挿し木後の発根を促進で

きることが明らかとなり 本実験結果から BH処理の最適

温度は 260C程度，最適処理期間は 3日間程度であること

が示された. この技術を用いることによって，生産調整を

しながら断根接ぎ木の養生順化の簡易化 ・省力化を図るこ

とができ，苗生産効率を向上できると考えられる.

摘要

ナス接ぎ木挿し穂の低調 (5-100C)貯蔵中に挿し穂下端

部を温水に浸けるボトムヒート (BH)処理を行うことで，

挿し木後の発根促進を試みた.ナス台木 (Solanumtorvum 

Sw.)挿し穂の挿し木後における根の成長は， BH処理温度

26-310Cで最も促進され，その効果は BH処理期聞が長く

なるほど大きくなる傾向がみられた.BH処理を 5日間継

続したところ，処理開始 4日目において貯蔵中に発椴する

挿し穂がみられた発根した挿し穂は，挿し木する際に根

を痛める可能性があることから，最適 BH処理期聞は 3日

間程度と考えられた.ナス接ぎ木挿し穂を貯蔵開始直後に

処理温度 270CでBH処理を 3日間行った結果，挿し木 14

日後おいて， BH処理した挿し穂、の根部生体重は BH処理

しなかった挿し穂の 1.4倍，貯蔵せず直接挿し木した挿し

穂の 2.8倍であり， BH処理の効果が認められた.

引用文献

富士原和宏 ・磯部佐保子 ・飯本光雄 2001 トマト接ぎ木

セル成型苗の品質維持のための弱光照射 CA貯蔵最適

条件.生物環境調節 目:111-120 

富士原和宏 ・木村好克 ・蔵田憲次 2003. 赤 ・青色 LED弱

光照射低温貯蔵における青色光 PPFD比率がト 7 ト接

ぎ木セル成型苗の品質に及ぼす影響 生物環境調節.

41: 361-368. 

Heins， R.， N. Lange， T. F. Wallace. Jr and W. Carlson. 1994. Plug 

Storage. Greenhouse Grower， Willoughby. 

古在豊樹 ・久保田智恵利 ・酒見幸助 ・富士原和宏 ・北宅善

昭. 1996. 弱光下低温貯蔵によるナスセル成型苗の生

長抑制および苗質維持生物環境調節 34: 135-139. 

農林水産省野菜 ・茶業試験場 2001. 野菜の接ぎ木栽培の

現状と課題 野菜 ・茶業試験場研究資料 9:108-115 

小田雅行.1997 接木苗生産 p.54-74.今西英雄編著植

物種苗生産学.朝倉書庖 東 京

Paton， F. and W. W. Schwabe. 1987. Storage of cuttings of 

Pelargonium x hortorum Bailey. J. Hort. Sci. 62: 79-87 

Shibuya， T.， A. Tokuda， R. Terakura， K. ShimizlトMaruo，H 

Sugiwaki， Y. Kitaya and M. Kiyota. 2007. Short-term 

bottom-heat treatment during low-air-temperature storage 

improves rooting in squash (Cucurbita moschata Duch.) 

cuttings used for rootstock of cucumber (Cucumis sativus 

L.). J. Jpn. Soc. Hort. Sci. 76: 139-143. 

寺倉涼子 ・渋谷俊夫 ・北宅善昭 ・清田 信 2004 キュウ

リ挿し穂の低温貯蔵中における短期間の供給培養液の

加温処理が貯蔵中の品質および貯蔵後の発根に及ぼす

影響生物環境調節.42: 331-337 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

