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断根処理によるカーネーション萎縮叢生症からの回復
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Abstract 

Effective root pruning treatment for recov巴ryfrom carnation stunting and shoot proliferation (CSP) syndr・omewas 

ll1V巴stigated.In the first experiment， the amount of root pruning and soil environment of the plant after pruning were changed 

The result showed that it was important to remove eighty percent of roots， to transplant seedlings under conditions of adequate 
soil moistur巴andcool soil temp巴rature，and to produce several n巴wroots to recover from CSP syndrome. Then， th巴effectsof 

pruning timing (late August or late September) and symptom severity at the time of pruning on the recovery and yield of cut 

flowers were determined. The results showed that timing of pruning had no significant effect on the yield but early recovery of 

plants was observed when root pruning was done in late August. Plants that rec巴ivedroot pruning during the mildly 

symptomatic stage of CSP syndrome showed earlier recovery than plants that received root pruning at severely symptomatic 

stage， and prod自cedthe same level of cut flowers as healthy pla担tsuntil late March when root pruning was performed in late 

August. The pr巴sentresults indicate that， in carnation-producing centers in warm areas， root pruning treatment is effective for 
recovery仕omCSP syndrome when most roots wer官 removedat the mildly symptomatic stage of CSP syndrome， despite the 

under high temp巴ratureconditions in late summer. 

Key Words : soil environment， symptomatic stage， yield 
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緒日

カーネーション萎縮叢生症は 日本の暖地カーネーショ

ン産地において 30年以上前に確認され(加藤・武井， 1984)，

未だ生産現場に大きな被害を及ぼしている. シュートが萎

し多数の芽が叢生する本症は，日本だけでなくアメリ

カ合衆国や地中海沿岸地域でも問時期に発症が確認されて

いる (Lisa，1995; Lisaら， 1985). 日本では 7~ 10月の高

撮期に発症することが多く(加藤・武井， 1984)，その後の

涼抵温郊には叢生していたシュートが正常に伸長し始め

る.本症により株が枯死することはないが，重度に発症し

20日年 3月 30お受付. 2011年 6月 i日受理.

本報告の一部は閤芸学会平成 20年度春季大会で発表した.
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た後に仲長を再開した場合，著しく生育が遅れるとともに，

多数のシュートが一斉に伸長するため，整校をしなければ

高品性のある切り花は収穫できない.近年では，正常に伸

長し始めた株において，再度シュートが萎縮したり，高混

期の発症の有無に関わらず低温期に発症する例も多数見ら

れる. シュートが萎縮して叢生する典型的な症状から，花

芽のがくのみが一部萎縮したような軽度な症状まで，様々

な症状があるため，生産者が発症を認識していない場合も

多い.被害面積や収量への影響についての統計データはな

いが，本症が確認されて以来 30年以上，年次による変動は

あっても発症が継続していると考えられている.

本症の原因究明と発症予坊に関する研究は， 1980年代半

ばから 1990年代に盛んに行われた.原因については，これ

までに病害説と生理障害説が唱えられている.病害説では，

被害株から検出されたウイロイド様 RNAについて，様々

な視点から調べられているが (Darむs• Flores， 1995; Hegediis 

ら， 2001，2004;兼松ら， 1989; Lisaら， 1985; Lommel・Morris，

1983) ，近年では，高温と土壌の過湿の二重ストレスによっ



処理iま当たり 6株ずっとし，鉢全体に根が回って根鉢を形

成している株において根の切除を行った.切除後，プラン

ターに移植する試験区については，容積 18Lのプランター

に4株ずつ植えたこの際，のちに行う根重測定のために，

2株ごとに仕切りを入れて栽培した.

断根処理 1~4 週間後まで，回復状況の調査を行った.

回復状況調査は，萎縮叢生，回復初期(芽が伸び始める)， 

田復(萎縮していた芽が正常に伸長・展開)，再発(田復初

期後に再度萎縮症状を示す)の 4段階に分類し，植物体の

地上部に対する目視による判断で行った CInubushiら，

2011) .また1， 2および 5区における 4週間後の根重を

測定した.測定方法は， プランターに移植した試験区につ

いては，事前に仕切りを入れていた 2株分の土壌を洗い流

し，洗った絞の乾燥後に測定した重量の 112を l株分の乾

物重とした(1処理区 6株を 2株ずつ調査し， 3反復とし

た) 元鉢に戻した区では l鉢ごとに乾物重を測定した.

2. 断根処理の時期およびその時の発症程度が回復状況・

収量に及ぼす影響(実験 2)

県内多発地域のガラス温室において，断根処理後の回復

状況と収監を調査した.供試品種‘ホワイトラブ'を， 2009 

年 7月 5日に低床定設ベンチに定植し， 7月 25日に l回目

の摘心を行った.

試験誌は，断根処理の時期が異なる以下の 3つとしたが，

区の設置において， どの株が発症するか，また発症後どの

程度重症化するかを事前に抱握することは不可能であるこ

とから，場所による毘分けは行わずに，各試験区に発症程

度(下記参照)の異なる株が均等に配分されるよう株を選

出しながら断恨処理を行った 18月下旬区Jは，夜温が

250C以下に下がり始めた 8月 25Bに，発症が確認された

72株に対し断根処理を行った.断根処理は，地面に手を入

れて株を持ち上げ¥根を完全に切り離しそのまま元の場

犬伏力n怒・期間真紀子・片岡哲郎・服部裕美・奥村義秀・二村幹!i.m.大石-a

て起きる生理障害説が有力とされている(今出来ら， 1995; 

小金津ら， 1998) これらの原因究明に関する研究結果を受

け，発症予防対策として，夏期高祖持の遮光を行う，薩水

を適切に行う，水はけをよくする，施設の前漏りを防ぐな

どがあげられた(小金津， 1997). さらに筆者らは前報にお

いて，土壌の過視のみならず，根圏の水分やJ1E料濃度の急、

激な変化といった根際環境が発症に大きな影響を及ぼして

いることを報告した(犬伏ら， 2009). しかし現場におけ

る抜本的な根関環境の改善は困難である場合が多く，その

ようなほ場では発症の回避はできていない.また，根圏環

境の改善以外の予防対策として，本症に対する品種間差を

利用する方法が有効とされている 発症を誘発する条件の

ほ場や畝では，発症しにくい品種を栽培することにより被

害を軽減することができる.しかし説室全体で¥点在して

発症したり，発症しにくい品種でも重度に発症するなど，

品種間差の利用もト分な予防対策ではない.

このような現状を打開するため，発症予防だけでなく，

発症した株への積極的な対策が求められている.そのーっ

として， r根切り」と称する発症株の根を切断する方法が，

一部篤農家で取り入れられている. この方法により，切断

を行わない場合に比べて 萎縮していたシュートが平く伸

長し始めることが経験則によりわかっている

そこで， この断根処理が萎縮叢生症からの回復に与える

影響を明らかにするとともに， より効果的な処理方法を検

討した 本実験では，切捺する根の量，および切除後の根

圏環境を変えて田復状況を調査するとともに，断根処理を

行う時期およびその時の発症程度が回復状況および収量に

及ぼす影響について調査した.
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試験区と断根処理およびその後の管理

断根処理後の管理
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第 1表

プランターに移植，

高温・湛水処理なし

元鉢に土を補填して植え，

Itfi根処理

断根なし

根鉢を 8割切除

根鉢を 5割切除(横)

根針を 5割切除(縦)

根鉢を 8割切除

試験区

1. 漸根処理の切除する根量と切除後の根盟環境が回復状

況に及ぼす影響(実験 1)

発症しやすい品種である‘フランセスプを 4号鉢に定

植し， 2008年 9月 12日に高温・湛水処理を開始した.発

を誘発するための高温・湛水処理とは， 1 B 3時間(午

前 8~ 11時)鉢底 3cm程度を湛水しその後落水する間

断湛水処理と， t艮圏を夜間 250C以上昼間 300C以上に加混

する処理を組み合わせた方法で、ある.11月 15日に萎縮叢

生症状を呈した株に対して，所定の断根処理および断根処

理後の管理を行う 1~5 区を設けナこ(第 l 表，第 l 国). 1 

材料および方法
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までに整理した.11月中旬以降，旬ごとの収量調査を 2010

年 4月下旬まで行なった.収量は，正常な花を持つ長さ

55 cm以上の切り花本数とした 収量調査は，整枝後の芽

の本数によっても収穫時期が変動するため，整校本数 5~

7本の株を対象とし，供試株数は， 8月下旬症のうち 50株，

9月下旬区のうち 53株，無処理区のうち 11月上旬までに

発症したお株と，正常区として未発症の 24株とした.正

常症には，調査医ベンチの近隣で発症がみられないベンチ

の株を充てた.

結 果

1. 断根処理の切除する根蓋と切除後の根闇環境が語復状

況に及ぼす影響(実験。

法rr根処理において，切除する根の量と切除後の板閤環境

を変えて剖復状況を調査したところ，断線せず移摘した l

区では， 4週間経っても萎縮叢生症状から変化のない株が

IAI学研. (Hort. Res. (Japan)) 10 (4): 491-497. 2011 

技庁根処理4週間後の恨重第 2表

試験区

1 :断根せずにプランター移犠
2:根鉢8割切除後プランター移植
5:根鉢 8割切除後高温・ 1甚水処理

Z奥符号陪にTul王eyの多主主検定において 5%水準で有意差あり

乾物震 (gD.W./株)

0.21 abz 

0.26 b 

0.15 a 

fifrに置く方法とした. これは，実験 1における 5区と向様

の処理にあたる. r9月下勾区Jは， 8月下旬の断根処理を

行っていない株で発症が確認されたお株に対し，昼温が

300C以下に下がり始めた 9月 23日に断根処理を行った.

「無処理区jは，他の 2区と同じベンチに定摘した 388株と

した.

全 545株について， 8 月 25 日 ~11 月 10 臼まで 1 週間ご

とに田窪状況調査を行った.回復状況調査は，症状が進行

する段階として軽度~重度のI1即こ， rl若葉で萎縮症状を確

認Jr2茎頭部全体で萎縮症状を呈すJr3萎縮したまま叢生

し始めるj比重度(芽の塊のようになる)Jの4段階と(1

~4 を発症程度とする)，症状が閤復していく段階として，

b回復初期(芽が伸び始める)J何回復(萎縮していた芽

が正常に伸長・展開)Jの2段階，さらに，回復初期または

回復後に再度萎縮症状を示す r7再発Jを加えて 7段階に

分類し，植物体の地上部に対する目視による判断で行った

Onubushiら， 2011) 現場における本症の発症は，主に気

温変動の影響を受け，急激に暑くなると発症株がi曽加し，

涼しい日が続くと伸長を開始し，暑さがぶり返すと再び萎

縮症状を思す場合もあることが，経験的に知られている

そのため，調査全株に対して個体番号をつけ，経時的に株

の状態を 7段階で追跡調査した.

10 月下旬~11 月上旬に整校を行い， 1 株当たり残芽 8 本
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処理日 1週間 2週間 3遡間 4週間

?折根処王室日からの緩過期間

3区:根鉢を検半分切除後，プランターに移櫛

盤婆総数主主

諮問後初期(芽が伸び始める)

己回復(萎縮していた茅が疋予言iこ伸長・展開)
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処理日 1週間 2i盟関 3遊間 4週間

院号線処漂日からの経過期間

5区:根鉢を 8害IJ切除後，高温・ 1接水処理

断線処理後の聞復状況第 2図
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戻した 5区では，切除最が同じと仮定される 2区に比べ， 4

遇間後の根重が有意に少なく(第 2表)，新根が見られな

かった(目視による) 以上の結果から，新根の生育量が多

いほど地上部の回復が早くなる可能性が高い(第 2表)

実験 lでは，新根せずにそのまま高祖・湛水処理を継続

した症が設定されていないが，予備的に確認したところ，

高温・ i甚水処理を継続した株において萎縮叢生症状から回

復する様子は見られなかった.一方，実験 1の断線処理を

行った全試験区において，多少なりとも回復する傾向が

あったことから，断根処理に対処療法的効果があることが

改めて確認された.

2.断根処理の時期およびその時の発痕程慶が司複状況・収

量に及ぼす影響(実験 2)

現地の多発温室において !祈根処理を行う時期およびそ

の時の発症程度が回復状況・収量に及ぼす影響を調査した.
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あり，また再発する株もあった.一方，根鉢を 8割切除し

移植した 2匹では，校rr根処理後 1j島問で芽の伸長が確認で

き， 1区と比較して，く確実に回復した. 3 [まや 4区のよ

うに，切断していない根があり，切除量も少ない場合は， 2 

1玄に比較して田復が遅かった また， 4区の設定において，

根を切除した半分側の側校が早く回復したり，同じ切除量

でも横に切除した 3区と@復の速度が異なるなどの変化が

見られないかと予測したが，そのような微細な変化は確認

できなかった.断J恨後に高祖・湛水処理を継続した 5区で

は，他の誌より再発する株が多かった(第 2図)• 

田援するスピードに切らかな差が見られた1， 2， 5区に

ついて，断恨処理 4週間後の根重を測定した.新根せずに

移植した 1症の根重は，根鉢を 8割切除して移植した 2!R

と間程度であった(第 2表).切除量を考慮すると， 2区で

新根が多く発生したと推察された.民rrt艮処理後売の環境に
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[1/10 11/2 10/20 10/7 9/23 
o 

A珂交日→

院号線処理後

経過遡数

11/10 11/2 10/20 10/7 9/23 9/9 

。
長!司資日→ 8/25 

1制民処E型後

経過週数
6 

9月一ド匂!K

Eヨ米発症

l宕業で萎縮症状を確認

盤 2-"在浪部全体で萎縮:症状を呈す
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第5図 能rr根処理の時期が旬別累積収監に及ぼす影響(発症程度 3または 4の重度に発症した株)

整校本数 5~7 本の株の平均4児童，垂直線は標準偏差(正常区から般に口口 24， 30， 24ラ 8)
Z異符号間に Tukeyの多重検定において 5%水準で有意義あり

処理症でも回復株数が増加していたことから，涼しくなっ

たことが原閣と判断される(第 3国) • これらの回復状況

を，断根処理した時点で、の発症程度別に見ると，症状が重

度になってからの処理よりも軽度のときに処理したほう

が， 1 ~2 逓間早く回復した(第 3， 4表)• 

以上の結果を考慮し，収量を解析する際に，発症程度が

軽度の株(田復状況調査で 2以下の株)と重度の株(3ま

たは 4になった株)で区別して収量を解析することとした

調査を行ったベンチでは，本症における発症および回復の

一般的な傾向と同様に， 8月上旬に発症が確認され始め， 9 

月下旬まで発症株数が;増加し， 11月中旬までに回復した.

8月下旬症では，処理後4週間自の 9月 23Bまでに 54%の

株が回復したが，再発する株も確認され，再発する株数は

10 月中旬まで嶋加傾向であった. 9月下旬症では，処理後

4週間悶の 10月 20日までに 92%の株が回復した. 9月下

旬IKで、は再発が確認されなかったが， 10月中旬以降は， $，¥1， 
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(第 4，5関).II珪度に発症した株について，無処理区は，正

常区に対して約 3割の減収となり， JJ1r根処理を行った!まと

比較しでも 4月中旬または下旬までの累積収量が有意に少

なかった 断根処理を行っても 3月までの収量は無処理

豆と同等であったが 3月下旬以降は，特に 8月下旬区に

おし、て正常区と同程度の収量となった.断根処理時期の違

いによる収量への影響について 8月下旬区の回復状況を

見ると， 9月 9日の調査時から回復傾向にあり， 9月下旬区

より早い時期に回援する株が存在したが(第 3函)，収量に

はあまり影響しなかった(第 4歯)

重度に発症した株の収量は，全調査期間において，法rr根

処理の有無にかかわらず，正常lRより有意に減収となった.

断根処理時期の違いによる収量への影響は， 4月下旬の収

量では 8月下旬区の方が 9月下旬区よりも有意に多かった

(第 5関)• 

考察

果樹や茶樹などの樹木において一般的に知られている断

根処理は，断根後に細根を増やして水分・養分の吸収促進

をはかり，樹勢回復や収量増加につなげる目的で、行われる

ことが多い(高橋ら， 1995). 本症の断根処理においても，

断根後に生脊した根の影響で，症状の回復が平くなったと

考えられる.ただしその理由は，水分や養分の吸収促進

によるものだけではないと推察される.筆者らは，前報に

おける接ぎ木実験によって，本症には地下部から茎頂部へ

の何らかのシグナノレ伝達が存在する可能性を示した

(Inubushiら， 2011) 目 このシグナルが，発症環境が整うこ

とによって生成される物質か 減少する物質かといったこ

とは不明で， もしくはその先にも様々なシグナル伝達物質

が関わっている可能性も高い.ただし， このような前報の

結果を踏まえると，断根処理では，発症のシグナル物質を

生成していた根が切除された，または発症環境下でシグナ

ル物質が減少していたが新根の発達により正常に生成でき

るようになったと推測される. また，実験 lの結果，院rr根

処理は，根を 8割切除し，切除前と異なる涼温適湿条件の

土壌環境下で新しい根をより多く伸長させることで，早期

凹短の効果が高いことが明らかとなった. この結果から，

本症における断根処理の意義は，発症のシグナルを物理的

に絶ち，その後にそのシグナルが発生しない新根を発達さ

せて，植物体内の生理状態を正常に戻すことにあることが

示唆された

上述のシグナル物質が生成または減少する原因につい

て，病原菌によるものか生理障筈によるものかは依然、不明

であるが，その原因に対する植物側の応答として，根にお

いて何らかの変動が生じた結果，地上部において異常が現

れていることは，本論文からも明らかである.近年，縞物

ホノレモンとして定義付けされているオーキシンやサイトカ

イニンといった分子種だけでなく，ペプチドなども植物体

内を移動したり局万rr的に作用するなど，シグナル伝達への

多種多様な物質の関わりが明らかになってきている.前報

において，オーキシンやサイトカイニンは本症のシグナル

物質ではないと推察したが(Inubushiら， 2011)，植物ペプ

チドホルモンの存在の発見やそれらの植物体内での機能解

析は，本症の原因究明につながる可能性があると期待して

いる.

実験 2では，現場でより有効な断根方法を探るとともに，

断根処理後の生育スピードの違いを調査することも重要な

目的であった.生産現場においては，陸rr根処理後に根閏環

境を変えることが容易ではなく，現実的な対処法にならな

いと考えられたため，断根処理後はそのまま元の場所に置

くという，実験 lではあまり有効ではなかった方法をとっ

た.従って，断根処理の効果が十分には発揮されず，収量

に大きな影響を及ぼすまでには到らなかった.ただし断

根処理の回復効果が高い方法として，残暑の厳しい 8月下

旬でも発症程度が;1重度のときに新根した方が早く回復し，

総収量の増加|に繋がることが明らかとなった また，本症

の発症による被害の実態を報告した例はこれまでなかった

が，収量に壊滅的な打撃を与えることが明らかとなった

特に重度に発症した株は，整校の作業i置が多いことも考慮

すると，株ごと処分する選択も必要となるだろう.また，

高iRlU切にのみ発症する場合は，実験 2のような収量の推移

となるが，春先に発症する場合には，収量に与える影響は

より直接的であり重大なものとなる.

本論文では，本症におけ』る対処法のーっとして，いわゆ

る「根切り jのより効果的な方法を検討したが，発症に対

しては根圏環境を改善することが最も重要であることを再

認識する結果でもあった.本症と同等の症状はカーネー

ションだけでなく， シユッコンカスミソウ，キク，マーカ守

レットなどでも報告があり(小金津， 1997)，キクの産地で‘

現在でも問題となっている事例もあるが，原因究明や予防

対策のための試験研究は行われていない.本症と同等の症

状が見られるキクやマーガレットにおける|新根処理の効果

や根閏環境の影響などは，大変興味深し、検討事項である

本症についての今後のさらなる原因究明および、予訪のため

には，他の植物種との発症条件の共通点を再検討するなど，

広範囲な調査および研究も有効と考える.

摘要

カーネーション萎縮叢生症からの回復効果の高い断根処

理法を検討した まず，切除するi恨の量と切除後の土壌環

境を変える実験を行った.回復のためには，根鉢を 8部切

除し，切除前と異なる涼温適湿条件の土壌環境下で栽培し，

新しい根を多く伸長させることが重要であることがわかっ

た.さらに，断根処理の時期 (8月下旬と 9月下旬)およ

びその時の発症程度が，回復状況および収最に及ぼす影響

を調査した.その結果，断根処理の時期は収量には大きな

影響は及ぼさなかったが， 9月下旬より 8月下旬に断根処

理をした方が平く回復する株が見られた. また，発症程度
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が軽度の株にi新fR処理をすると，重度の株よりも早く回復

し 3月下旬以鋒の累積収量が 8月ード匂に断根処理した株

において正常株と同程度となった.以上より，暖地のカー

ネーション産地において断根処理を行う場合，残暑が厳し

い時期であっても，症状が軽度のうちに根が全体的に競く

なるよう(根鉢の 8割など)切断すると，回復効果が高い

ことが明らかとなった.
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