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Abstract 

The relation between the swelling of graft union and tru凶(girth or shear strength at graft union was investigated. The trunk 

girth of trees grafted onto品17was largest and the coefficient of variance among scion cl1ltivars and among tested trees was 

smal!. Meanwhi1e， the trunk girth oftrees grafted onto 1M5 was the smallest and varied great1y. AII graft combinations showed 

overgrowth ofrootstock， and the combinations on 1M2 tended to show less overgrowth ofrootstock th加 thaton other rootstock 

cl1ltivars. Swelling was small in九12and JM7 and the coeffici巴ntofvariance among scion cl1ltivars was also small. Although 

the degree of swell ing of trees gra仇edonto JM1，九15and九18varied greatly among graft combinations， the degree ofswelling 

did not necessarily a町ectthe trunk girth. The shear strength at gra代 l1nionwas highest in tre巴sgrafted onto JM2 and low in that 

grafted onto 1M1 and 1M5. These results clarified that graft combinations having larger swelling ofgraft l1nion had lower shear 

strength， which made it easy for the tree to break at the graft l1nion， althol1gh swelling of graft l1nion did not always make the 

tree weak 

Key Words : dwarfing rootstock， overgrowth of rootstock， trl1nk girth 
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緒 E

リンゴ 1M系台木は，独立行政法人農業 ・食品産業技術

総合研究機構果樹研究所でマルパカイドウ‘セイシ'と M.9

の交雑後代から選抜されたわい4性台木である 極わい性の

JM5，わい性の 1Ml，1M7， 1M8 (ただし， JM!は 1M7お

よび JM8よりもわい化度が高い)，半わい性の 1M2の5品

種が育成され， これらは挿し木繁殖が可能で，生産性や環

境適応性に優れる特長があり(冨11島， 1997)，今後の幅広い

利用が期待されている.

台木品種と穂木品種の接ぎ木組み合わせが与える生育へ

の影響が把握されないまま新品種が導入された場合，生産
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上の大きな損害や品種自体の衰退が生じる可能性がある.

例えば，英国で育成された M.26は，生産性の高さおよび

果実品質の良さ，土壌適応性の高さから我が国で広く普及

したが，穂木品種により生育に差が生じた (福田ら， 1987a， 

b) 主要品種‘ふじとの組み合わせにおいては，生育が

旺盛で期待したわい化効果が得られず，間伐を余犠なくさ

れた園地もある(小野田，1986).一方， ‘つがる¥ ‘ジョ

ナゴールド'および‘陸奥'では，接ぎ目こぶが形成され

て生育が抑制されるが，このことは広義の接ぎ木不親和と

も考えられている(神戸， 1995) また， M.26台利用樹は，

台風や強い衝撃により接ぎ木部位で折損しやすいことが報

告されている (神戸， 1995) 

接ぎ木部の肥大がわい性台木樹の生育に及ぼす影響につ

いての明確な報告例は少ないが，接ぎ目 こぶは，穂木品種

の異常肥大によって生じているため，光合成産物の地下部

への移動が回害されていることが予想されている (小池，

1995). 1M系台木は， ‘ふじ'と接ぎ木親和性が良好であ
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ると認められているが(副島 1997)，他の穂木品種との組

み合わせにおける研究は少ない また，接ぎ木部の強度に

関しては，JM5台木と主要な 6品種の栽培品種との組み合

わせでのみ報告されている(菊池・ 池田， 2004). JM系台

木と穂、木品種の組み合わせにおける接ぎ木後の生育や接ぎ

木部強度の特性が明らかになれば，栽植密度や仕立て方法

に応じた台木品種の選択や栽培管理を適切に行う ことが可

能になり ，生育不良や欠損による収入低下を防ぐことがで

きる.本研究では， しばしば接ぎ木不親和の兆候と して捉

えられる接ぎ目こぶに注 目し， JM系台木に接ぎ木した主

要 12品種の生育や接ぎ木部の強度との関係を検討した.

材料および方法

1. 供試材料

JM1， JM2， JM5， JM7， JM8 および M.26E恥但~A の 6 台

木品種に，我が国でリンゴの交雑親としてよく 利用された

7品種 (‘祝¥ ‘旭¥ ‘紅玉¥ ‘スタ ーキング ・デリシヤ

ス ¥ ‘ゴールデン ・デリシャス¥ ‘国光¥ ‘印度， )およ

び，これら品種から育成された 5品種 (‘つがる¥‘ジョナ

ゴールド¥ ‘王林¥ ‘ふじ ‘さんさ， )の合計 12穂木品

種を接ぎ木した 72の組み合わせについて，各 12樹を供試

した前年に挿し木した台木品種の苗を移植し OM2，JM5， 

JM8台樹は栽植距離 40x 20 cm， JM 1， JM7， M.26EMLA台

樹は栽植距離 80x 20 cm) ， JM2， JM5および JM8台樹は

1999年春に，また， JMlおよび JM7台樹は 2000年春に台

木地上高 20cmで切り接ぎを行った.なお， M.26EMLA台

樹については，実生台に接ぎ木し， 実生台部分を切除せず

土盛りにより中間台木部であるM.26EMLAから発根させて

養成した苗に 2000年春に切り接ぎした (以下， M.26EMLAI 

実生).毎年の休眠期には，すべての供試樹において，下部

の長い側枝を勇除したが，上部の側枝はそのまま残した

また，果実はすべて摘果した.

2. 幹周，台勝ち程度，接ぎ目こぶ

接ぎ木後 4年目の落葉後に幹周と幹径を調査した幹径

は，接ぎ木部上 10cmの穂木部分 (a)，接ぎ木部 (b)，接

ぎ木部下 10cmの台木部分 (c)で測定し，台勝ち程度を d

c ~こより，接ぎ目こぶ程度を b/c により求めた

3. 接ぎ木部せん断強度

2007年 12月に，試験に必要な本数を確保できた JMl，

JM2，品15および JM7台と穂木品種の合計 40組み合わせ

について，各 5樹を供試した.供試樹は，地上高約 60cm 

で伐採した後，切断面にワセリンを塗って乾燥を防いだ

圃場から掘り上げて幹と主根のみの棒状にした後，試験ま

でビニールに包んで‘ 40Cの冷蔵庫で貯蔵したせん断試験

は JISZ2l01に準拠した気温 15~ 250C，湿度 60~ 80% 

に設定した恒温恒温室内にてオートグラフ (SHlMADZU

AG・100kND)により l分間に 5mmの試験速度で荷重 し，

最大荷重を測定した.スパンの間隔は，接ぎ木部の直径が

4.3 ~ 5.6 cmの場合 20cm 直径 5.7~ 7.0 cmでは 25cm， 

直径 7.1~ 8.4 cmでは 30cmと3段階に設定した.接ぎ目

こぶ程度は上述の方法で算出し せん断強度は最大荷重と

接ぎ木部断面積から，以下の式により計算した

せん断強度 (五)(N. mm勺=3Fu11 / (4A) 

FUI' 最大荷重 (N)，A:試験体断面積 (mm2
)

4. 統計解析

データは，一元配置の分散分析で解析し，平均の差を

Tukey-Kramerの多重比較検定で解析した.

結果および考察

1. 幹周，台勝ち程度，接ぎ目こぶ

接ぎ木 4年目の幹周について，穂木品種を合わせて台木

品種間で比較した場合， JM7台樹で太く ，JM5台樹で細

かった(第 l表).JM7台樹では，組み合わせ内および穂

木品種闘で幹周が揃っていた(第 l図).組み合わせごとに

比較すると，幹周が最も大きい穂、木品種は JM2および JM5

台樹では‘印度¥ JM8および九11台樹では‘ふじ JM7

台樹では‘旭， M.26EMLAI実生台樹では‘ジョナゴール

ド'であった 一方，幹周が最も小さい穂木品種は JM1，

JM5， M.26EMLA /実生台樹では‘祝， ， JM2および JM7

台樹では‘さんさ， JM8台樹では‘印度'であった

台勝ち，台負けについては，いずれの台木利用樹も台勝

ちを示したが， JM2台樹は他の 5台木品種利用樹よりも台

勝ち程度が弱かった(第 l表).各台木品種において，穂、木

品種による台勝ち程度のばらつきは小さかったが，JM8台

の‘つがる'は台勝ち傾向が強かった(第 l図)

接ぎ目こぶ程度は， M.26EMLA/実生台樹と比較して，

JMI台樹は大きく， JM5および JM8台樹は同程度であり，

JM2および JM7台樹は小さかった(第 l表). JM2および

JM7台樹ではいずれの穂木品種においても接ぎ目こぶ程度

はほぼ一定であったが，それ以外の台木利用樹では組み合

わせによるぱらつきが見られた(第 l図)接ぎ 目こぶ程度

が大きかった組み合わせは， JMI台の‘王林¥ ‘ジョナ

ゴールド¥ ‘さんさ 九15台の‘ジョナゴールド'および

JM8台の‘祝'であった.

接ぎ木部の形状は組み合わせによって多様であった(第

2図)• JM2台の‘ふじでは非常に滑らかな接ぎ木部で

第1表 接ぎ木 4年目における幹周，台勝ち程度，接ぎ目こぶ

程度

台木品種 z 幹周 (cm) 台!勝ち程度接ぎ目こぶ程度

J加11 7.8 bc、 0.71 b 1.46a 

九12 8.6 abc 0.84 a 1.16 c 
加 [5 6.9 c 0.67 bc 1.39 ab 

JM7 10.2 a 0.66 bc l.ll c 

JM8 7.6 bc 0.63 c 1.44 ab 

M.26E1¥征A/実生 9.0 ab 0.70 b 1.32 b 

Z穂木品種を合わせて台木品種間で比較した

う異なる符号は Tukey-Kramerの多重比較検定により 5%水準

で有意差ありを示す
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台勝ち程度と接ぎ目こぶ程度

第1図 接ぎ木4年目における幹周， 台勝ち程度，接ぎ目こぶ
程度の組み合わせ間差異
棒グラフが幹周を， .が台勝ち程度を， ~砂が接ぎ目こぶ
程度を示す
台木品種および穂木品種の後ろの( )内の値は各台木
利用樹における穂木品種聞の幹周の変動係数および各
組み合わせにおける供試樹聞の幹周の変動係数を示す
G.D・ゴーノレデン ・デリシャス， Jg:ジョナゴーノレド，
S.D. :スタ ーキング ・デリシャス

あったが， 1Ml， 九4必5おお、よひび、1Mα8台の

び九15台の ‘ジヨナゴ一ルド，や‘王林' では歪みや変形

したこぶが観察された

2 接ぎ木部せん断強度

せん断試験に供試 したすべての樹は接ぎ木部で破断され

たが，せん断強度は組み合わせにより異なった 同じ穂、木

品種で比較する と，台木品種によりせん断強度が大き く異

なり，1M2台樹で最も大きく，別7台樹が続き，1M1台樹

と別 5台樹で小さかった(第 2表，第 3図)ー同 じ台木品種

利用樹においても，穂木品種間差異が見られた(第2表)• 

穂木品種の順番は必ずしも同じではなかったが，‘スタ ーキ

ング ・デリシャス'のせん断強度はどの台木においても最も

大きかったまた，荷重部である接ぎ木部のこぶ程度が小

さい組み合わせほどせん断強度が大きくなる傾向があり，

1M1および削 5台樹でその傾向が明瞭であった(第 3図)

3. 各台木における生育と接ぎ木部強度の特徴

幹周，台勝ち程度，接ぎ目こぶ程度および接ぎ木部のせ

ん断強度についての台木品種聞における比較から， 別 系

台木利用樹の特徴が明らかになった 九17台樹は幹周が最

も大きく(第 l表)，穂木品種間および各組み合わせにおけ

る供試樹聞ともにばらつきが小さかった(第 l図).台勝ち

傾向が強かったが，接ぎ目こぶ程度は小さく(第 l表)，接

ぎ木当年に切り口の 95%が癒合し(データ略)，接ぎ木部

は比較的滑らかであった(第 2図) また，接ぎ木部のせん

断強度も 1M2台樹に次いで強く，供試樹聞のばらつきが小

さい組み合わせが多かった(第 2表，第 3図).加17台樹と

は逆に， 品15台樹は幹周が最も小さく(第 1表)，穂、木品種

聞のばらつきが大き く， ‘ふじ' ‘ゴールデン ・デリシャス'

および ‘祝' では供試樹聞のばらつきも大きかった(第 l

図) 台勝ち傾向が強く，接ぎ目こぶ程度も大きかった(第

l表) また，接ぎ 目こぶは M.26EMLA/実生台に接ぎ木

した場合と 同様に，穂、木品種の組織が肥大していた 接ぎ

木当年における接ぎ木部の癒合が他の台木利用樹に比べて

劣っており(データ目各)，接ぎ木部に癒合不良の痕跡や著し

い歪みのある組み合わせが多く観察された(第 2図).接ぎ

木部のせん断強度は小さく ，接ぎ目こぶ程度と負の相闘が

みられた(第 3図) 九11台樹の幹周は穂木品種間でばらつ

きが小さく， 揃っていた.接ぎ目こぶ程度は大きく ，組み

合わせによって著しく変形したこぶが見られたが，接ぎ木

当年の癒合は 則 7台樹と 同じで良好であった(データ略)

接ぎ木部のせん断強度は 1M5台樹と 同程度に小さかった

(第 2表，第 3図).1M2台樹はせん断強度が最も大きかっ

た.他の台木利用樹より台勝ち程度が弱く(第 l表)，接ぎ

目こぶも昌立たず，接ぎ木部は滑らかであった(第 2図)

1M8台樹は台勝ち傾向が強く，接ぎ目こぶ程度は大きかっ

た(第 l表).問 8台樹の接ぎ目こぶは穂、木品種と台木品種

との接合面に発生し，台木部が肥大して台勝ちになるにつ

れて目立たなくなった(データ略).M.26台樹は‘ジョナ

ゴールド¥ ‘ゴールデン ・デリシャス¥‘王林¥‘つがる
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紅玉/九11 紅玉IJM2 紅玉IJM5 紅玉IJM7 紅玉IJM8

印度IJMl 印度IJM2 印度/九日 印度/九tl7 印度IJM8

S.D./JMl S.D./JM2 S.D./JM5 S.D./JM7 S.D./品目

つがるIJMl つがるIJM2 つがるIJM5 つがるIJM7 つがるIJM8

Jgj九11 JgjJM2 JgjJM5 Jgj九tl7 JgjJM8 

王林IJMl 王林IJM2 王林IJM5 王林IJM7 王林IJM8

ふじIJMl ふじIJM2 ふじ/品目 ふじIJM7 ふじIJM8

さんさIJMl さんさIJM2 さんさIJM5 さんさIJM7 さんさIJM8

第 2図 接ぎ木組み合わせによる接ぎ木部の形状の違い
九tl2，JM5，別8台樹は接ぎ木4年目 に， 1Ml， 1M7， M.26EMLA台樹は接ぎ木 3年 目に撮影された
Jg :ジョナゴーノレド，S.O.・スタ ーキング ・デリシャス
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九4系台木利用樹の接ぎ木部におけるせん断強度第 2表

九if7JM5 品12九11

穂木品種
変動係数

0.32 

0.12 

0.15 

0.14 

0.13 

0.14 

0.24 

0.09 

0.35 

0.25 

0.23 

0.18 

せん断強度
(N.mm-2) 

2.37 a 

2.22 ab 

1.74 abc 

1.50 bcd 
1.50 bcd 
1.42 cd 

1.40 cd 

1.34 cd 

1.32 cd 

1.28 cd 

1.12 cd 
0.92 d 

変動係数

0.25 

0.14 

0.11 

0.29 

0.14 

0.40 

0.21 

せん断強度
(N.mm-2) 

0.63 ab 

0.54 b 

0.77 ab 

0.61 ab 

0.88 a 

0.66 ab 

0.51 b 

変動係数

0.20 

0.43 
0.14 

0.14 

0.33 

0.07 

0.23 

0.22 

0.21 

0.43 
0.21 

せん断強度
(N-mm-2) 

3.53 a 

2.86 abc 

3.29 ab 

2.62 abc 

2.25 abc 

3.20 ab 

2.29 abc 

2.94 abc 

2.58 abc 

2.08 bc 

1.56 c 

変動係数

0.22 

0.15 

0.21 

0.21 

0.37 

0.34 

0.31 

0.28 

0.25 

0.38 

せん断強度
(N・mm-2)

1.15 aZ 

0.92 ab 

0.55 bc 

0.62 bc 

0.64 bc 

0.91 abc 

0.48c 

0.58 bc 

0.50 c 

0.54 bc 

スターキング ・デリシャス

旭

ふじ

祝

紅玉

ゴーノレデン ・デリシャス

印度

国光

さんさ
つがる

ジョナゴールド

王林

z同じ台木品種利用樹における異なる符号は Tukey-Kramerの多重比較検定により 5%水準で有意差ありを示す
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第 3図 せん断強度と接ぎ目こぶ程度の接ぎ木組み合わせ間差異

( )内は各台木品種利用樹におけるせん断強度と接ぎ目こぶ程度の相関係数を，図中の縦線は標準誤差 (n= 5)を示す

GD. ゴールデン ・デリシャス， Jg:ジョナゴールド， SD. スターキン グ・デリシャス

JMl 
(R=ー 0.8320)

JM7 
(R=-0.6460) 

JM2 
(R = -0.6427) 

グ ・デリシャス'や JMl台の‘つがる'と‘ジョナゴール

などは，接ぎ目こぶの程度には差があるものの，幹周

は同程度であった.各台木利用樹において接ぎ目こぶと幹

周と の聞には負の相関は認められなかったので(データ

略)，接ぎ目こぶ程度の大きい接ぎ木組み合わせば生育が

劣るとは限らないと考えられた.

5. 接ぎ目こぶとせん断強度

接ぎ 目こぶ程度とせん断強度には負の相闘があり，なか

でも JMlおよび JM5台樹ではその傾向が顕著であった(第

3図) 穂木品種に関しては ‘スターキング ・デリシャス'

のせん断強度がいずれの台木利用樹においても最も大き

く， ‘ふじ'も比較的大きかったが， ‘王林¥‘さんさ‘つ

がる'および ‘ジ ョナ ゴールド' は小さい傾向にあった.

，
 

Aγ 、
ト

a

‘あかね¥ ‘はつあき'および‘千秋'などとの組み合わせ

では接ぎ目こぶ程度が大きいとされており(小池，1995)， 

本研究においても ‘ジョナゴールド'および‘つがる' と

M.26EMLAとの接ぎ目こぶ程度は大きかった

4. 接ぎ目こぶと幹周

接ぎ目こぶと幹周について穂木品種を区別せずに台木品

種間で比較すると，接ぎ目こぶ程度が最小の JM7台樹で幹

周が最大である一方，接ぎ目こぶ程度が大きい JM5台樹で

幹周が最小であるなど，接ぎ目 こぶ程度の大きい台木品種

で生育が劣る傾向が見られた(第 l表).しかしながら，接

ぎ木組み合わせで比較した場合には，接ぎ目こぶの大きい

組み合わせで必ずしも幹周が小さいわけではなかった(第

l図).また， JM5台の‘ジョナゴールド'と Eスターキン
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菊池・池田 (2004) は， JM5および M.27台と‘つがる'

‘さんさ¥ ‘ニュージョナゴールド'~じ斗 ‘王林'および

‘ふじ'との組み合わせで折損状況を調査している.JM5台

樹に対する荷重において， ‘ふじ'は強く， ‘つがる¥ ‘王

林'および‘さんさ'は弱かった.同じ接ぎ木組み合わせが

JM5台の ‘つがる'のみであり 試験方法も異なるので直

接比較することはできないが，強度に対する穂木品種の傾

向は本研究の結果と 同様であった

接ぎ木部のせん断強度は大きい方から 1M2，1M7， JM1， 

1M5の11慎となり，接ぎ目こぶ程度と負の相闘が認められた

こと (第 3図)から，わい化度の高い台木ほど接ぎ目こぶ

程度は大きくなり，せん断強度は小さくなる可能性がある.

しかしながら，接ぎ木後 4年目の接ぎ目こぶ程度は小さい

方から JM7，JM2， M.26EMLA /実生， 1M5， JM8，品11の

順となり(第 l表)，わい化度の順番と一部異なった JM7

台とほぼ同じわい化度のJM8台の接ぎ目こぶ程度が九115台

樹と 1Ml台樹の中間であったことから(第 l表)，接ぎ目

こぶの大きさとわい化程度についてはより詳細な調査が必

要であると考えられた.

本研究の結果，わい化度の高い台木との組み合わせにお

いては接ぎ目こぶが生じやすく，接ぎ自こぶ程度が大きい

ほど折損の可能性が高くなると考えられた.組み合わせ間

差異もみられたが，台木品種による影響を強く受けていた

ことから，JM1および JM5台樹を利用する際には支柱など

による補強対策を JM7および JM2台樹よりも入念に行う

必要がある. 一方，接ぎ目こぶと幹周については，台木品

種間差異はみられたものの，供試樹間および穂木品種聞に

おけるぱらつきが大きい組み合わせが存在したことから，

接ぎ木組み合わせによる生育特性を把握したうえでの品種

導入の重要性が改めて示された.本研究においては供試樹

が密植状態にあったため，新梢長による生育の評価を行わ

なかった.幹周についても，一般的な条件で植栽された樹

とは異なると考えられるが，台木品種による一定の傾向が

明らかになった 1M7台樹においては，穂木品種間および

供試樹聞の幹周のばらつきが小さかったことから，今回供

試していない品種を1M7に接いだ場合の生育は十分予想で

きると考えられるが，JM5のようにばらつきが大きい台木

品種では期待した生育を得られない可能性がある.また，

幼木期の生育で評価した結果が，収量や生産効率などの成

木期の生育と必ずしも同じであるとは限らない 穂木品種

と台木品種の組み合わせが成木期の生育に与える影響につ

いては，今後の検討が必要である.

摘要

JM系台木と主要穂木品種の組み合わせにおける接ぎ目

こぶと生育および接ぎ木部強度との関係を検討した.幹周

は 1M7台樹で最も大きく，穂木品種間および供試樹間で差

異が小さい一方， 1M5台樹で最も小さく，ぱらつきが大き

かった.台勝ち程度は 1M2台樹で小さかったが，すべての

組み合わせで台勝ちであった接ぎ目こぶ程度は 1M2およ

びJM7台樹は小さく ，穂木品種間差異も小さかった.1M1，

1M5および 九18台樹ではこぶが大きく，穂、木品種聞のばら

つきがみられたが，必ずしも幹周のばらつきと一致してい

なかった.接ぎ木部のせん断強度は 1M2台樹で最も大き

く， JM1:および九日台樹で小さかったこれらの結果か

ら，接ぎ目こぶ程度の大きい接ぎ木組み合わせは生育が劣

るとは限らないが，せん断強度は小さく，接ぎ木部で折損

しやすいことが明らかになった.
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