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検索語:ブルーペリー・休眠校挿し ・挿し木床加温処理

ブルーペリーの効率的な休眠枝挿し増殖技術

堀込 充 ・荒木智哉 ・岡田智行 ・畠山雅直 ・貧IJ持伊佐男

要旨

群馬県育成品種を含むハイブッシュブノレーベリー及びラビットアイブルーペリーを供試し、

休眠枝挿し増殖において発根率を高める処理方法を検討した。挿し木発根特性の低いハイブッ

シュブルーペリーの場合、ミスト散水装置を設置したパイプハウス内での休眠枝挿しで、露地

トンネル被覆内よりも発根率が高くなることが多く、ラビットアイブルーペリーの場合は逆に、

露地トンネル被覆内での休眠枝挿しで発根程度が高めであった。また、ミスト散水装置付きパ

イプハウス内における挿し木床の加温処理は、挿し木発根特性の低いハイプッシュプ、ルーペリ

ーとラビットアイブノレーベリーで発根率を高めた。 さらに挿し穂挿入時の深さを検討したとこ

ろ、ラビットアイブノレーベリーでは、挿し穂の 2分の lが隠れる程度の浅い挿入で、深い挿入

よりも発根程度が高かった。ハイプッシュブ、ノレーベリーでは、挿し穂、の長さ を慣行の 10cmよ

りも短い 5cmとしても実用上十分な発根となったが、ラビットアイブルーペリーでは、 5cmの

短い挿し穂の場合、発根量は低くなった。

緒 言

ブソレーペリー苗木の増殖方法として、一般的に行

われているのは休眠枝挿しと緑枝挿しである 9)

休眠枝挿しは、主にハイブッシュプ、ノレーベリー(以

下ハイブッシュ)の苗木養成に適しており、比較的

容易に高い発根率を得ることができる。また緑枝挿

しに比較して挿し木をするまでの取り扱いや発根ま

での管理が容易である引 。 しかし品種により挿し

木発根特性には差違があり、休眠枝挿しが難しい品

種の場合には緑枝挿しが行われることが多いトヘ

対して、ラビットアイブルーペリー(以下ラビッ

トアイ)では、休眠枝挿しの場合には、発根率が低

いため緑枝挿しが行われる 9)。しかし、いくつかの

報告では休眠枝挿しにおいても十分な発根を得るこ

とができたとされておりト7)、ラビットアイにお

いても、挿し木条件を検討することにより、休眠枝

挿しも可能であると考えられる。

休眠枝挿しは、比較的取り組みやすい増殖技術で

あるが、挿し木発根特性が不安定なハイブッ、ンュの

品種やラビットアイにおいては、挿し木発根率を高

めて、安定的に苗木生産が出来る詳細な休眠枝挿し

方法を検討した事例は少ないのが現状である。

一方、群馬県では、ハイブッシュの新品種「おお

っぶ星」、「あまつぶ星」、「はやばや星j を 1998年

から 2004年にかけて品種登録育成して現在に至っ

ている 1-3) 。

これらの品種は 2001'" 2004年にかけて県内の生

産者にむけて苗木が配布された。しかし単位面積あ

たりの植え付け本数が他の樹種に比較して多いブ‘ル

ーペリーの場合、開園や改植には多額の苗木購入費

が必要となる。各生産者はコスト低減のため、自家

増殖が許されている品種の場合には、各自が挿し木

を行い、苗木の本数を確保するとともに補植用の苗

木を養成している。また苗木の生産許諾を受けた生

産者もおり、県育成品種の効率の良い挿し木増殖技

術の確立が急務で、あった。

県内のほとんどの生産者は、主に休眠枝挿しを行

い、ラビットアイや一部のハイブッ シュでは発根率

が低く苗木の生産が困難なこともある。そこで県育

成品種を含めて、ブルーペリーの休眠枝挿しにおけ

る安定的かっ効率的な増殖技術の確立を目標として

試験を開始した。

本報では、確実に発根率を高める挿し木床の管理

方法や挿し木床の加温処理、及び挿し穂を挿入した

時の深さ、挿し穂の長さなど、挿し木条件について
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検討し、一定の成果を得ることができたので報告す

る。

鼠験方法

1 挿し木床の管理方法について

1 )挿し木月日 2004年 3月 19日

2)供試品種

‘デキシー'、‘ブルージェイ'、‘パークレイ'、

‘ブルーレイ'、‘スパルタン'、‘おおっぶ星'、

‘あまつぶ星'、‘ホームベル'、‘ティフブルー¥

‘ブライトブルー'、‘プノレージェム'、‘デライト'

3)試験区分、処理方法及び試験規模

ミスト散水装置を設置したパイプハウス(図1)

及び露地トンネル(図 2) 内における休眠枝挿しを

行った。パイプハウスでは、地上高約 2.0mの位置

に VPパイプ (20mm) を配管し、ミ スト散水ノズル

(矢野散水製 GN-15) を1.Om置きに取り付けた。

散水は電磁弁によって行い、散水間隔は、デジタノレ

タイマー(イイノ技研製)にて制御した。また管内

で暖まった水が散水されないように、最下位置に水

抜き弁を取り付け、散水をしていない時には、管内

の水が流れ出るようにした。

また露地ト ンネルでらは、挿し木床をパイプ(22mm)

上に設置し、 地上から浮かせるようにし、ビニール

被覆は、裾の部分に 10cm程度の隙間を設けた。

挿し穂長は 10cmとし、ビートモスと鹿沼土(細

粒)を等量混合し、充填した深さ 15cm程度の平コ

ンテナを床土とした。挿し穂の基部は、接木刀で斜

めに切り直し、発根促進剤は処理しなかった。試験

規模は、 l区 3"-' 30本の 3反復とした。 ミスト

散水装置付きパイプハウスの散水間隔は、午前 9時

から午後 17時の間、 2時間に l分散水とし、露地

トンネルでは、朝 9時頃の l回かん水のみとした。

図 1 ミスト装置付きパイプハウス模式図

4)調査方法

落葉後の休眠期、 12月 9日"-'1 0日に各試験区

分の発根程度を調査した。調査基準は図 3を参照し

て発根量を無、少、中、多に分類後、それぞれの発

根指数を 0、1、2、3とし、発根程度はその平均と

した。

2 挿し木床の加温処理について

1 )挿し木月日 2005年 3月 26日"-'31日

2)供試品種

‘デキシー'、‘コリンス¥‘ブルージェイ'、‘パ

ークレイ¥ ‘ブルーレイ¥‘スパノレタン'、‘おお

っぶ星¥‘あまつぶ星¥‘はやばや星'、‘ホーム

ベル'、‘ティフプソレー¥‘ウ ッダート'、‘ブライ

トブルー¥‘ブルージェム'

3)試験区分、処理方法及び試験規模

ミスト散水装置を設置したパイプハウス内で挿し

木を実施した。挿し穂の長さは 10cm とした。ビー

トモスと鹿沼土(細粒)を等量混合し、育苗箱に深

さ10cm程度に調整して床土とした。

加温区では、育苗箱下に電熱マット (農電マ ット

筑波電器製)を敷設し、電子サーモ (ND-720筑波

電器製)のセンサーを床土内に挿入し、サーモは 25

℃に設定した。加温処理は 4月 1日から 8月 25日

まで実施し、 8月 25 日以降は無加温とした。発根

促進剤は使用しなかった。

挿し木後は、ミスト散水を実施し、散水間隔は午

前 9時から午後 16時までの聞に 1時間間隔の 1分

散水とした。試験規模は、 1区 3"-'8本の 3反復と

した。

4) 調査方法 試験期間中の床土の温度は、温度計

(ティアンドディ、おんどとり TR-72S) によって

測定し、発根程度は、落葉後の休眠期、 12月 9 日

"-' 13 日に発根程度を前述の指数により調査した。

図 2 露地トンネル模式図
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図 3 落葉後の挿し木発根量及び発根指数

3 挿し穂挿入時の深さについて

1)挿し木月日 2006年 3月 30日........4月 3日

2) 供試品種

‘おおっぶ星'、‘あまつぶ星'、‘はやばや星'、

‘ホームベル¥‘ティフブソレー¥‘ウッダート'

3) 処理方法及び試験規模

ミス卜散水装置を設置したパイプハウス内で挿し

木を実施した。挿し穂の長さlOcmとし、挿し穂の 3

分の 2が隠れる程度に深挿しをした区及び挿し穂の

2分の l程度が隠れる程度の浅挿しをした区の 2区

分を設けた。 ビートモスと鹿沼土(細粒)を等量混

合し、深さ 9cm程度に調整して床土とした。発根促

進剤は使用しなかった。挿し木後は、 4月 4日から 7

月 20日まで午前 8時 30分から午後 17時 30分まで

の昼間にミス ト散水を実施した (4月 4日........7月 20

日は 1時間間隔、 1分散水、 7月 20日........9月 12日

は 2時間間隔 1分散水)。試験規模は 1区 7........10本

で 3反復とした。

4)調査方法

休眠期の 12月 5日........7日に発根程度を前述と同

様に調査した。

4 挿し穂の長さについて

1)挿し木月日 2006年 3月 30日........4月 3日

2) 供試品種

‘おおつぶ星'、‘あまつぶ星¥‘はやばや星'、

‘ホームベノレ'、‘ティフブルー¥‘ウッダート'

3) 処理方法及び試験規模

ミスト散水装置を設置したパイプハウス内で挿し

木を実施した。挿し穂の長さは慣行の 10cmに調整

した区及び 5cmに調整した区を設けた。

両区ともに、挿し穂の1/2程度が隠れる程度に挿

し木を行った。ビートモスと鹿沼土(細粒)を等量

混合し、育苗箱(内径縦 57cmX横 41cm) に 9cm程

度に調整して床土とした。発根促進剤は使用しなか

った。挿し木後は、午前 8時 30分から午後 17時 30

分までの昼間にミス ト散水を実施した (4月 4日........7

月 20日は 1時間間隔、 1分散水、 7月 20日........9月 12

日は 2時間間隔 1分散水)。試験規模は 1区 7........10 

本 3反復とした。

4) 調査方法

休眠期の 12月 5日........7日に発根程度を前述と同

様に調査した。

結果

1 挿し木床の管理方法について

供試したハイブッシュ 7品種では、ミスト散水

装置付きパイプハウス内管理で、露地トンネノレ内で

の管理よりも発根しやすい傾向が認められたが、発

根には品種間差異が確認された。 ‘デキシー'、

‘ブルージェイ¥‘ブルーレイ'などではパイプ

ハウス内管理で、の発根率が高かったが、発根特性の

良好な‘パークレイ¥‘おおっぶ星'などではパ

イプハウス内管理と露地トンネル内管理で、差は認め

られなかった。また発根程度も同様の傾向が認めら

れ、‘デキシー¥‘ブソレージェイ'、‘ブルーレイ'、

‘スパルタン'等で、はパイプハウス内管理で発根程

度が高めであったが 、‘パークレイ¥‘おおっぶ

星¥‘あまつぶ星'では発根程度に差は認められ

なかった(表1)。

一方 、ラビットアイの 5品種では、逆に露地ト

ンネル内管理において、発根に優れる場合が多く、

に

uqu
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挿し木環境の違いが各品種の挿し木発根に及ぼす影響(2004年)表 1

発夜雇貰
パイプハウス露地ト ンネノレ t検定結果

発雇事
パイプハウス露地トンネル t検定結果

(%) (%) 

* 
* 
* 
* 

1.3 
1.5 
2.3 
1.5 
1.0 
1.8 
1.6 

2.2 
2.4 
2.2 
2.4 
1.5 
1.8 
1.8 

* 
* 
* 

60.0 
54.2 
91. 7 
54.2 
40.0 
70.0 
57:2 

92.0 
92.0 
96.0 
92.3 
68.0 
75.0 
67.9 

品種名

* 

供試したハイブッシュ 9品種のうち無加温区にお

いて発根率が低い‘ブルージェイ'では挿し木床の

加温区で発恨率が高めであったが、その他の品種に

おいては、無加温区で発根性が高く、差は認められ

なかった。またラビットアイ 5品種のうち‘ウッダ

ート¥‘ブライトブルー'では、挿し木床の加温

区で発根率が高かったが、‘ホームベル¥‘ティフ

ブ‘ルー¥‘ブ.ルージェム'では差は認められなか

った(表 2)。 さらに発根程度では、ハイブッシュ

の‘ブルージェイ'と‘スパルタ ン'及びラビット

‘ホームベル'、‘ウッダート'、‘ブライト

ブルー¥‘ブルージェム'で挿し木床の加温区が

高めとなったが、‘ティフブルー'では差が認めら

れなかった(表 2)。

アイの

‘ブライトブノレー'では、露地トンネル管理での発

根率が高めで、‘ホームベル'や‘ティフブノレー'、

‘ブルージェム'では差が認められなかった。また

発根程度では‘ブライトブソレー'で、露地トンネル

内管理において高めであったが、その他の品種には

差が認められなかった(表1)。

挿し木床の加温処理について

挿し木床加温区では、処理前半の 4月から 6月ま

で、床土地温が約 5---10 "c程度高く、床土地温は 4

月上旬より 15"c以上を継続し、その後は最高温度

を 27"c程度とし、 20"c前後を中心に変動した。特

に 6月中旬までの昇温効果が高めであったが、その

後 8月下旬までは、無加温区との差は低くなった(図

4)。

2 

す一市を蝿
山

菱意

2
8
3
3
7
-有
・
-
キ
』6

1
1
2
2
1一
勧一空-ーレ

1
5
n
J
ι
3一
一回

1
1
0
2
1
2宜-意

一有-の一準-水

*
一
時-+晶司

*
-で

8
6
0
0
7一県

q山
口
比

m
m
z一目

7
9
M
M
7
-蜘

l

-

の

8
6
9
{
5
-聞

広

弘

之

m
N
5一
一地

a
u
Q
d
a唖
ィ
ー
パ

A
吐
-
副
都

]

一

試

一

一

切

イ

一

ル

ム

一

日間

エ
イ
イ
ン
星
星
一
ル
ル
プ
エ
一
副

ユ
一
ジ
レ
レ
タ
ぶ
ぶ
一
イ
ベ
プ
ト
ジ
上
ト

州
シ
一
ク
一
ル
つ
つ
一
げ
今
イ
一
イ
一
F

プ
キ
ル
一
ル
パ
お
ま
一
ソ

一
イ
ラ
ル
ラ
一
*

川
デ
ブ
パ
プ
ス
お
あ
一
穴
ホ
テ
ブ
ブ
デ
一
出

--+ーー加温区

・・・回一-無加温区

35 

30 

10 

20 

15 

25 (υ。)
同
期
型
蛍

K
J
畦

5 

8/14 7/30 7/15 6/30 5/31 6/15 

月/ 日

5/16 5/1 4/16 

O 
4/1 

挿し木床の加温区及び無加温区における床土の地温 (2005年)

-36-

図 4



堀込他:ブルーベリーの効率的な休眠枝挿し増殖技術

表2 挿し床の加温処理が各品種の伸し木発根に及ぼす影響 (2005年)

発根翠 発根程度
品種名 加温区 無加温区 t検定結果 加温区 無加温区 t検定結果

00 00 
ハイ7'')シュ
デキシー 88.9 88.9 2. 7 2.2 
コリンス 83.3 87.5 2.3 2.0 
ブルージェイ 83.3 58.3 * 2.1 1.3 * パークレイ 100 100.0 2.9 2. 2 
ブルーレイ 83.3 100.0 2.3 2.5 
スパルタン 100 95.8 2.8 2. 3 * おおっぶ星 87.5 91. 7 2.5 2.4 
あまつぶ星 91. 7 83.3 2. 1 1.5 
はやはや星 95.8 91. 7 2. 7 2. 5 
ラピットアイ
ホームベル 83.3 62.5 1.9 0.8 * ティフブ、ルー 70.8 75.0 1.6 1.0 
ウッダート 91. 7 62.5 * 2.3 1.1 * ブライトブルー 58.4 16. 7 * 0.9 0.3 * ブ.ルージェム 100 75.0 1.9 1.2 * 注)ネ・同一品種内での試験区間の tー検定結果で、 *は5再水準の有意差を不し、空欄は有意差無を不す。

表3 挿し穂の挿入時の深さが発根に及ぼす影響 (2006年)

発根率 発根程度
品種名 1/2挿入 2/3挿入 t検定結果 1/2挿入 2/3挿入 t検定結果

00 00 
ハイ7'')シュ
おおっぶ星 90.0 90.0 2.3 2. 2 
あまつぶ星 93.3 80.0 2.4 1.9 
はやばや星 93.3 96. 7 2.3 2. 3 
7t'ット7イ
ホームベル 79.2 54.2 1.4 0.8 ネ

ティフブ、ルー 83. 3 58. 3 1.5 0.8 * 2之ダート 86.4 59. 1 * 1.7 1. 1 * 注)*・同一品種内での試験区間の t 検定結果で、本は5量水準の有意差を不し、空欄は有意差無を不す。

表4 挿し穂の長さが発根に及ぼす影響 (2006年)

発担率 発担程度
品種名 10cm挿し穂長 5cm挿し穂長 t検定結果 10cm挿し穂長 5cm挿し穂長 t倹定結果

00 00 
ハイ7守ツシュ

おおっぶ星 90.0 93.3 2. 3 2.4 
あまつぶ星 93.3 74.2 2.4 1.6 * はやばや星 93.3 93.3 2.3 1.9 
7ヒ守ット7イ
ホームベル 79.2 25.0 * 1.4 0.3 * ティフブ、ルー 83.3 62.5 1.5 0.9 * 立ッダート 86.4 72. 7 1.7 1.3 
注)* 同一品種内での試験区間の tー検定結果で、*は5覧水準の有意差を示し、空欄は有意差無を示すロ

3 挿し穂挿入時の深さについて

供試したハイブッシュの 3品種では、‘おおっぶ

星'、‘あまばや星'、‘はやばや星'ともに、 2分の 1

1挿入区と 3分の 2挿入区で、発根率と発根程度に

は差は認められなかった。

一方、ラ ビットアイでは、‘ウッダート'で 2分

の l挿入区の発根率が高く、発根程度においては、 3

品種ともに、 2分の l挿入区が 3分の 2挿入区より

も高めであった(表 3)。

4 挿し穂の長さについて

供試したハイブッシュの 3品種‘おおっぶ星'、

‘あまつぶ星'、‘はやばや星'では、 5cm穂し穂区

でlOcm挿し穂区と同程度の高い発根率となった。

発根程度では‘あまつぶ星'で 5cm挿し穂区が低く、

‘おおっぶ星¥‘はやばや星'、では、 lOcm挿し穂

区と 5cm挿し穂区で同程度となった。

またラビットアイの 3品種では、‘ホームベノレ'

で 5cm挿 し穂区の場合、 lOcm挿し穂区よりも発根

率が低かった。発根程度では、‘ホームベノレ¥‘テ

ィフブソレー'で、 5cm挿し穂区が lOcm挿し穂区よ

りも低めであった(表 4)。
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考察

ブルーペリーの挿し木増殖方法に関しては、 1960

年代より多くの試験がなされている。各試験事例に

より、同一品種であっても発根程度が異なっている

こともあるが、挿し木発根特性には品種間差があり、

全般を通して、発根しにくいとされている品種は各

文献で一致している 幻へ

ハイブッ、ンュの場合には、玉田は‘スパルタン'、

‘ブノレージェイ¥‘アイパンホー¥‘ダロー¥

‘ブルークロップ'などで発根が比較的難しいとし

ている 9)。また Mooreらは、‘ブルークロップ'を

発根しにくい品種としてあげているヘ本試験で

はこれらの発根しにくい品種についてすべて供

試することは出来なかったが ‘スパルタン'や

‘ブ、ルージェイ'では、露地 トンネノレ内での挿し

木で発根程度が劣っており、過去の試験事例と

一致した。しかしミスト散水装置付きパイプハウ

スでは、これらの 2品種も比較的高い発根率となっ

た。 ‘ブ、ルージェイ'では、試験年次により、ミス

トハウス内での挿し木で発根率が異なっており、発

根が不安定であったが、挿し木床の加温処理によっ

て高い発根率を得ることができた。これらのことを

総合するとハイブッシュでは、定期的にミスト散水

を行うハウス内で、発根が安定して良好になると考

えられ、発根しにくい品種の場合は、挿し木床の加

温処理によって発根率が高まると考えられた。

県育成品種では、‘おおっぶ星¥‘あまつぶ星'

ともに 2004年の試験でミスト散水装置付きパイプ

ハウス露地ト ンネル内ともに中程度の発根率とな

り、ハウス内で、の発根率がやや勝っていた。 2005

年には、‘はやばや星'も含めて試験を行ったが、

各育成品種ともに、挿し木床の無加温区においても

良好な発根となった。これらのことから考えると県

育成品種の場合には、ミスト散水装置付きパイプハ

ウス内での管理であれば、挿し木床の加温は必要な

いと考えられた。

一方、ラビットアイでは Brightwellらの試験結果

から、休眠枝挿しの発根率は低いとされている 6)。

しかし岩垣らの文献では同一品種であっても有効な

活着率となっており、試験事例によって発根程度が

異なっている 7)。 本試験では、供試したラビットア

イの‘ホームベノレ¥‘ブライトブルー'、‘デライ

ト'等はミストハウス内での挿し木で発根率が劣る

場合が多く、休眠枝挿しでは実用上問題があると考

えられた。しかしこれらの品種を露地トンネル内で

挿し木したところ、高めの発根率となっており、ラ

ビットアイの発根を良好にする条件はハイブッシュ

のそれとは異なり、ミスト散水を日中、定期的に行

うより露地トンネル内でかん水を l回程度行う方法

で、十分な発根を得ることができると考えられた。

先の報告事例では、それぞれの試験でミストの散水

条件や管理方法等の詳細は記述されていない。おそ

らく管理環境や散水条件等の違いによって、発根率

に差違が生じたと考えられる。鳥飼は挿し木発根の

素質がある樹種で挿し木が不成功に終わるのは、挿

し穂からの失水と水分吸収の不均衡が原因であると

しているヘラビットアイの場合、散水を頻繁にす

るミスト散水装置付きハウスよりも失水しやすい露

地トンネルで発根量が多いことから考えると、穂木

の水分吸収は、やや乾きやすい条件のほうが良好と

なるのではないかと考えられる。

またミスト散水装置付きハウスで、挿し木を加温

する方法でも、ラビットアイで高い発根率を得るこ

とができた。ハイブッシュブ、ルーペリーと同一条件

で休眠枝挿しを行う場合には、挿し木床の加温処理

は有効な方法と考えられる。 一般に果樹の挿し木増

殖の場合、挿し木床の地温は、樹種によって異なる

ものの、 15"-' 20 ocが適温とされ、挿し木床上の温

度が床土内の温度よりも 2"-' 3 oc低い方がよいとさ

れている 9)。挿し木床の加温区では、床土の温度は 4

月上旬より 15oc以上となり、その後は最高温度を

27 oc程度とし、 20oc前後を中心に変動した。さら

に試験で供試したミスト散水装置付きパイプハウス

内での発根程度を‘おおっぶ星¥‘あまつぶ星'

等で定期的に掘り上げ調査したところ、両品種とも

に挿し木後約 70日程度の 6月上旬頃に、切り口か

らのカルス形成や微少な発根が認められはじめ、そ

の後発根が進むことを確認している。発根特性の低

いハイブッ、ンュやラビットアイでは、早い時期から

挿し木床が発根の適温域に入ることで発根率が上が

ると考えられる。

挿し穂、の挿入時の深さについては、 2006年度に

県育成品種とラビットアイ 3品種で検討したが、ラ

ビットアイで、浅く挿した場合に良好な発根量とな

った。しかし県育成のハイブッシュでは、発根に有

意な差は認められなかった。挿し穂からの失水と水
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分吸収の不均衡が活着しない原因とすると、深く挿

した場合、水分を吸収しにくく、穂木の水分吸収は

浅く挿して、穂木全体が乾きやすい条件のほうが良

好となるのではなし、かと考えられる。

採取できる穂木が少ない場合に、苗木数をなるべ

く多く確保するには、挿し穂長を短くすることが有

効である。そこでミスト散水装置付きパイプハウス

内において挿し穂長を検討した結果、ハイブッシュ

の場合には、短い挿し穂でも良好な発根となった。

しかしラビットアイの場合には、挿し穂を短くする

と、発根量が悪く実用性が低かった。これはミスト

散水等がラビットアイに適していなかったためで、

露地トンネルで、挿し木を行えば、発根率が向上する

と考えられる。今後はラビットアイの挿し穂を短く

しても良好な発根が得られる環境条件の検討が必要

と考えられる。
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Effect of Hardwood Cuttage on the Propagation of Blueberry 

Mitsuru HORlGOME， Tomoya ARAKI， Tomoyuki OKADA， Masanao HATAKEYAMA and Isao KENMOCHI 

Summary 

Blueberry is normally propagated by cuttage. In order to increase the rooting ratio of hardwood cutting， we examined 

the following: the propagation bed， heat treatment of the rooting medium， insertion depth， and length of cuttings. 

In the case of highbush blueberry (Vaccinium coηImbosum L.)， the cuttings rooted in a mist spray house are superior 

to those rooted in a simple tunnel culture. Conversely， in the case of rabbiteye blueberry (Vaccinium ashei Reade)， a 

simple tunnel propagation bench is superior. 

The heat treatment of the rooting medium increases the rooting ability of both rabbiteye blueberry and highbush 

blueberry， which are difficult to propagate by cuttage in a mist spray house. 

In the case of rabbiteye blueberry， the shallow-insertion cuttings rooted significantly better than the deep-insertion 

ones in a mist spray house. Further， the short cuttings (length: 5 cm) of highbush blueberry rooted as well as the long 

cuttings (length: 10 cm)， which are the common lengths. However， the short-cutting method cannot be applied to 

rabbiteye blueberry. 
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