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常緑性ツツジ挿し木苗における根系の特性について

小林伸雄*・宮崎まどか・伴 琢也・中務 明・足立文彦

島根大学生物資源科学部 690-8504 島根県松江市西川津町

Root Characteristics of Cuttings Grown from Evergreen Azaleas 

Nobuo Kobayashi*， Madoka Miyazaki， Takuya Ban， Akira Nakatsuka and Fumihiko Adachi 

Faculty ofLfたandEnvironmental Science， Shimane UJ町四rsity，Matsue， Shimane 690-8504 

Abstract 

Varietal differences in root deve10pment were evaluated using cuttings of three species and four cultivars of evergreen azaleas. 

More than 80% of cuttings w巴r巴rootedin a shaded rain shelter， a c1osed-frame and a mist propagation system. Total root 

lengths of Rhododendron r伊enseand R. x pulchrum‘Oomurasaki' were long， while仕loseof R. indicum‘Osakaduki' and Kurnme 
azalea‘Kirin' tended to be short. Leafnumber and 1巴afarea of each azalea were increased in cuttings of shaded rain shelter and 

closed企amesystem， compared to mist propagation system except for the leaf area of R. macrosepalum. R. macrosepalum， R. 
indicum 'Osakaduki' and R. x mucronatum 'Shiro-ryu防u'showed a wide rooting areas in the cuttings， having many and a wide 

range of extended roots out of cylindrical net in the nurs巴rybed. R. kaempferi and Kurnme azalea ‘Kirin' showed a narrow 

rooting area， having a small number of roots extending out of the net. These varietal diffl巴rencesof root characteristics in rooted 

cuttings showed the same tendency as field-planted plants in a previous study and would be related to genetic traits originating 

from adaptation to the natural habitat environment by each original species and the varieti巴sderived企omthem. Root character-

istics of cuttings企omevergreen azalea can be indicator of the root traits of field plants and would b巴use白1information for 

application to the br巴巴dingof evergreen azalea. 

Key Words : Rhododendron， rooting， total root length 
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緒言

本邦原産のツツジ属ツツジ亜属 (RhododendronL. Subgenus 

Tsutsusi)の野生種をもとに江戸時代より品種改良が行われ

てきたツツジ園芸品種は，園芸・造園分野において重要な品

目である (Yamazaki，1996). ツツジに関して，分類，育種や

栽培に関する研究が蓄積されてきた (DeRiecら， 2008; Galle， 

1987)が，地下部の根系発達について注目した研究はほとん

ど見当たらず，苅住 (1979)によって，一部の種や品種につ

いて観察調査などが行われているに過ぎなかった.そこで，

前報(小林ら， 2009)において，異なる土壌水分条件の圃場

に定植した各種常緑性ツツジについて根系の発達特性を調

査したところ，強健な造園用品種の‘大紫'および‘白琉

球'の根長密度(根長/土体積)は特に高く，深層部まで根

系が発達していた.また，川岸に自生するサツキの品種‘大

盃'では湿潤区で根長密度が高く，地表に近い層に根系が集

中するなど，自生地土壌環境への適応性に由来するものと考
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えられる系統間差が明らかになった.

本研究では，常緑性ツツジの一般的な増殖法である挿し

木繁殖した種苗の根系発達特性を調査し，前報の圃場に定

植した種苗の根系の特性との対応関係について，造園用品

種‘大紫'や‘白琉球'で観察された旺盛な根系の発達や

サツキ根系の地表層における特異的な発達傾向が挿し木百

の根系発達においても観察されるかを明らかにし，栽培，

増殖および育種に関する情報を得ることを目的とした.

材料および方法

1 異なる挿し木法における挿し木苗の成長

2007年 6月 18日に島根大学園場植栽のキシツツジ (R.

ripense Makino)，モチツツジ (R.macrosepalum Maxim.) ，ヤ

マツツジ (R.kaempferi Planch.) ，サツキ‘大盃，(R. indicum 

(L.) Sweet) ，リュウキュウツツジ‘白琉球，(R. x mucronatum 

Turcz.) ，オオキリシマ‘大紫，(R. x pulchrum Swe巴t;R. Hirado 

Group)およびクルメツツジ‘願麟，(R. Kurume Group)の

3原種および4品種から，当年枝を挿し穂として採取した.

挿し穂は長さ 5~7cm， 4~6 葉に調整し，混合用土(赤

玉土:鹿沼土:ピートモス=体積比 2:2: 1)を入れた黒ポ

リポット(直径 6cm)に各 1本ずつ挿し木した.挿し木後
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得られた.圏芸品種の‘大紫'および‘白琉球'ではいず

れの挿し木法における発根率も 100%であった.他の系統

でもミスト挿し区の発根率はほぼ 100%であったが，雨よ

け遮光区および密閉挿し区の発根率はややf尽くなる傾向が

みられた(第 2園). 

これらの挿し木苗の総根長は，挿し木法に関わらずキシ

ツツジや‘大紫'で長く ‘大盃'や‘麟麟'で短い傾向が

みられた. また，多くの系統で雨よけ遮光区や密閉挿し区

で長く， ミスト挿し区で短くなる傾向がみられ， とくにモ

チツツジやヤマツツジではミスト挿し区の総根長が顕著に

短かった(第 3図) なお，直径別根長はし、ずれの挿し木法

および系統においても，直径約 0.15mmの根がもっとも多

く，直径 0.15mm未満と 0.15mm以上の直径別根長の比率

はほぼ 3:2で，ほとんど差はみられなかった(データ略)• 

また，葉数および葉面積は挿し木法による違いがみら

れ，モチツツジの葉面積を除いて，いずれの系統でも密閉

挿し区，雨よけ遮光区の順で大きい{直が得られ， ミスト挿

し区で最も小さくなった(第4図). 
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の管理条件の異なる 3区:雨よけ遮光区，密閉挿し区およ

びミスト挿し区を設け，各系統 15本ずつ供試した.いずれ

の処理区においても，ハウス内において寒冷紗(遮光率 60

%)によって遮光し光条件が同等となるように考慮しさ

らに挿し穂、の葉が重ならないようにポットを配置した.密

閉挿し区ではフレームを温室用の塩化ビニルで被覆した.

ハウス内の温度管理は気温に準ずるように適宜換気した.

雨よけ遮光区と密閉挿し区では鉢表土が乾燥しないように

水分管理し，雨よけ遮光区では 6~9 月は毎日 l 回， 10 ~ 

12月は 2日に l田程度，密閉挿し区では l逓聞に l回程度

濯水した. ミスト挿し区では 6~9 月は毎日午前および午

後に各 l回， 10 ~ 12月は午前の l回， ミスト噴霧を 1時

間行った.同年 12 月1l ~13 日に各区のなかで平均的な成

長を示した 10本の挿し木商について，発根率，最長根長，

直径別根長，総根長，葉数および葉面積を画像分析ソフト

ASSESS (APS PRESS， 2002)およびNIHImage用マクロ

プログラム (Kimuraら， 1997)を用いて測定した.根長測

定については小林ら (2009) と同様に行った.

2. 挿し木苗の根系分布特性

2007年 9月 4日に前述と同様の植物材料について，各 5

本の挿し穏を，中村 (1999)の報告を参考にして，育苗コ

ンテナーに埋め込んだプラスチック製の網円筒枠(直径

2cm，深さ 6cm)の中心に，挿し穂の切り口部が 3cmの深

さに位置するように挿し木した(第 1図).挿し穂の調整お

よび用土は前述の実験と同様とし，密閉挿し区で管理した.

同年 12月 2日に網円筒枠ごと掘り取り，用土を洗い流した

後，根系分布特性を明らかにするため，挿し穂の発根範囲

および網円筒枠の網目から出ている各層別(表土からは層・

6 cm-1
) の根数を調査した.発根範囲は用土中の挿し穂の切

り口から上部にかけて発根している範囲を計測した.
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1. 異なる挿し木法における挿し木芭の成長

すべての系統で挿し木法に関わらず80%以上の発根翠が
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第3図異なる挿し木法により発根した各種常緑性ツツジの

総根長

図中の誤差線は標準誤差を示す

サツキ
‘大盃'

ヤマツツジキシツツジ モチツツジ

第 1図 本研究で用いた網円筒枠(左)と土中の綿円筒枠内へ

の挿し木の模式図(右)
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キシツツジ モチツツジ サツキ ヤマツツジリュウキュウツツジオオキリシマ クルメツツジ
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第5囲 網円筒枠掘り取り時の各種常緑性ツツジの発根状態

(2007年 12月2日撮影)
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第6図挿し木発根した各種常緑性ツツジの挿し穂切り口か
らの発根部伎
圏中の誤差線は標準誤差を示す

で 150~ 200本程度であるのに対し，ヤマツツジは 76.8本，

クルメツツジ‘麟麟'では 39.0本と少なかった(第 7図)• 

考察

本研究で用いた密閉挿しとミスト繁殖の特徴として，町

田(1975) は以下のような点を指摘している.密閉挿しは

挿し木フレームをビニールで被覆し挿し床内の湿度を高

め，挿し穂、の蒸散を抑えることによって活着を高める挿し

木法で，露地挿しに比べ，活着率が高く安定している.一

方， ミスト繁殖は，人工的に挿し床上に細かい霧を噴霧さ

せる装置を利用した挿し木法で充分な光条件下で細かい

ミストによって挿し床を包み，挿し穂の蒸散を抑えること

によって活着を高める挿し木法である.多くの樹種の活着

を安定させはするが，噴霧の間踊，遮光の程度によっては，

かえって発根を遅らせ，軟弱な苗を作りやすく， ミスト挿

しに比べ密閉挿しの方が丈夫な苗ができ，後の生育もよい

ことも述べられている.

本研究の挿し木結果でも，各挿し木法の各系統で 80%以

上の発根率が得られているが，各系統の葉数や葉面積は，

光条件がほぼ問様であったにも関わらず，密閉揮し区で
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第4図奥なる挿し木法による各種常緑性ツツジ苗の葉数お
よび葉面積

圏中の誤差線は標準誤差を示す

2. 挿し木苗の根系分布特性

9月に採穂し網円筒枠を用いた挿し木においても，すべて

の系統でほぼ 100%の発根率が得られた(第 5図).挿し穂

の発根範囲についてみると，モチツツジ，‘大盃'および‘白

琉球'では切り口から表土付近までの広い範囲で発根してい

た.一方，キシツツジ，ヤマツツジ， ‘大紫'および‘願麟'

では発根域が狭く，切り口付近に集中していた(第 6函)• 

網円筒枠外に伸長した根は，すべての系統で挿し穂の切

り口が位置する表土から 3cmの深度の付近に集中してい

た.発根範囲の広いモチツツジ， ‘大盃'および‘白琉球'

は，網円筒枠外の根系分布範囲も広く，地表面付近から

6cm深まで根が伸長していた(第 5図).また，挿し穂、あ

たりの総根数はキシツツジ，モチツツジ，および‘白琉球'
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特徴的な根系発達が観察されたサツキ‘大盃'では，表土

付近でも網円筒枠外に根が伸長しており，また，発根範囲

が広いことからも，サツキ原種が川岸の岩上などに自生し，

枝が土壌に触れた時点で、発根しやすい性質を持つことに由

来していると考えられる.同様の傾向はキシツツジやモチ

ツツジあるいは，モチツツジとキシツツジが品種成立に関

連するといわれる園芸品種‘白琉球， (伊延， 1971;小林ら，

2008)や‘大紫'においても観察された.一方，ヤマツツ

ジやクルメツツジ‘願麟'では網円筒枠外の伸長根数も少

なく，発根範囲も狭かった. この傾向は圃場定植苗での根

系発達が他の系統に比べて悪かったことにも一致してお

り，ヤマツツジとその近縁種を起源とするクルメツツジ園

芸品種(赤司， 1919) に共通する特性であるといえよう.

以上のように，本研究では各系統聞における根系の発達特

性の差異が観察された.これらの結果は圃場定植苗で観察さ

れた各系統の根系発達特性(小林ら， 2009) と共通する傾向

があり，圃場条件下での結果とあわせて，各系統の根系発達

特性と考えられる.これらの特性は，野生種では自生地環境

に適応した根系の発達特性であり，野生種から派生した園芸

品種では，起源となった野生種の性質と園芸利用上の選抜・

淘汰によって備わった特性であると考えられる.

本研究で得られた挿し木苗の根系の発達に関する知見

最も大きく， ミスト挿し区で小さくなる傾向がみられた

(第4図).一般に挿し木発根性の高い常緑性ツツジにおい

ては，密閉挿しあるいは雨よけ遮光のような繁殖法が適し

ており(町田， 1975)，慣行的にもクルメツツジやサツキな

どの産地で簡易な設備のこれらの繁殖法が用いられている

ことがうなずける.

前報(小林ら， 2009) の圃場定植首において，顕著な根

系発達が観察された‘大紫'や‘白琉球'では，発根率が

100%と高く，特に‘大紫'については挿し苗においても総

根長が長く，根部の発達が旺盛であることが示された こ

れらの品種が強健な造園用品種として(国重・竹内， 1989; 

宮津， 1940)，広く普及した理由として，定植後の旺盛な生

育のほかに挿し木繁殖性が高く安定し，種苗の根系の発達

も旺盛であることが挙げられるであろう.従って，造固な

どの利用面でのより強健な生育を育種目標とするツツジ育

種においては， より簡単に調査できる挿し木苗の根系発達

特性が重要な選抜指標となり得ることが示唆された.

中村(1999) はチャ挿し木苗の根系形態について網円筒

枠を用いて調査し，根系分布や根量において品種間差異が

認められたことを報告している 本研究でもこの手法に準

じて，根系の発達を調査したところ，種および品種におけ

る差異が観察された.前報(小林ら， 2009) で地表付近の
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は，常緑性ツツジの定植後の根系の発達を推測する指標で

あり，栽培，増殖および育種に関する研究や利用の現場に

おいては重要な情報となり得るであろう.また，栽培や利

用の現場の多様な土壌環境においても，旺盛な生育や広い

環境適応性を持つ常緑性ツツジの育種においては，挿し木

苗の根系発達に関する情報は重要な育種形質になり得るこ

とが示唆された.

摘要

3原種および4品種の常緑性ツツジについて挿し木苗の

根系発達特性を調査した.雨よけ遮光区，密閉挿し区およ

びミスト挿し区で管理したすべての系統で80%以上の発根

率が得られた.挿し木苗の総根長は，キシツツジや‘大紫'

で長く，サツキ‘大盃'やグルメツツジ‘願麟'で短い傾

向がみられた.また，葉数および葉面積はモチツツジの葉

面積を除いて，密閉挿し区，雨よけ遮光区のI1買で大きい値

が得られ，ミスト挿し区で最も小さくなる傾向がみられた.

挿し穂の発根範囲が切り口から表土付近までと広い，モチ

ツツジ，サツキ‘大盃'および‘白琉球'では，網円筒枠

外に伸長した根数の分布範囲も広かった.一方，ヤマツツ

ジおよびクルメツツジ‘願麟'では発根部位は狭く，網円

筒枠外に伸長した根数も少なかった 挿し木苗の根系発達

特性は，圃場定植苗の根系発達特性と共通する点が多く，

各野生種やそれらをもとに派生した園芸品種における多様

な環境への遺伝的な適応性に由来するものと考えられる.

また， これらの特性は栽培，増殖および育種に関する研究

や利用の現場においては重要な情報となり得る.
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