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初秋繰枝挿木された桑の挿穏の越各について

杉 山 多 四 郎

桑箇育成のための挿木は，前年生長した校僚を伐採して早春におこなわれるのが普遜

でるって，新梢j可沫では初夏を過ぎゼからである.著者は， ~市木利用による桑交雑に闘

する研究に従事しているが，親木として用いられる花芽をもっ掃穏は，越蛍の時期に闘

場の桑樹より伐採され，約 50C以下の冷蔵庫に貯蔵された技能から調製される. 柿木

のための校m~は，太い程よ〈樹齢の多いもの程良好である.現在著者J士，挿木利用によ

る交維のための校僚は主として春刈を用いているが，桑園管理上整校整株の際に捨てら

れるいわゆる怒小枝とか横臥校などを用いることができれば，い〈つかの無駄を省〈こ

とができると考えられる.また挿木利用による交殺のための校僚は，だいたいし、わゆる

休限期を沼ぎたものであれば，す〈なぐとも 6カ月以上の貯般に耐えて交維の親木とし

て債{!1Iあるものであるが，貯蔵の方法に闘する詳しい成演はまだない. 1951年 9月，

著者は，鷲小枝僚を挿木して持穏の芽の愛育を調査・ずる目的で，まだ級葉をつけている

枝僚を伐採して柿木したが，その際駐察されたこ，三の事質より，多期間の技能の貯蔵

およびJ可i木利mによる交殺に供用される校僚の撰援について参考となるペき結果をすこ

し述べてみたいと思う.

貧富震に用いられた材料Iま，著者が主として挿木利用による交維の親木として用いてぎ

た日3!Y.桑闘の根xlj仕立の手Ij桑で儲齢約 20年のものである.校僚の下宇都を用い， 1本

の核保より 2本， 15cm位の指標、を調製し，ほとんど川砂でみたされた植木鉢に挿木

した.柏木鉢は如水後秋未まで古屋外に，冬期はガラス室内に保護し，ときどき潅水した

が，管理は十分でなかった.IJ!&理の区別および落深刻と春期における調査結果をとりま

とめたのが第 l表と第 2表である.

得られた成績は区今で断定的傾向を云々することは不可能であるけれども，つぎのよ

うな事貨が翫察されたことは，持木利用の交雑伎術確立の上に参考になる黙と考えられ

る.

I. 短か〈開設された挿癒でも，挿木後越多して翌春霊堂茅する・すなわち第 1表，第

2表により，主主小枝僚のような細い枝係であっても普通校伎であっても，持木後越多が

〔窓総研究 f存2盟主， 19ラ2年 8月〕
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可能であることが分る，第 l表によると，春期における護芽した時存i由設数は，短小枝

酪にやや多いようである.本表には 1本の投儲から調製された上下による挿穂の差があ

るかどうか明示されていないが，校僚の基部より調製された拘穏が碕存率が多いことが

監察された.

2. 挿木された持穏には，挿木後設芽しで毅袈を展開し忽冷に逢って落~~するが，こ

のわずかに伸長謹育した新梢の肢芽が翌春鼓芽する場合と，不E受芽のまま越冬し翌春宮室

芽するものとがある.第 1表，第 2表によると，普通投僚が前者の;伏態で越冬する場

合がやや多<.慾小枝僚が後者の抗態で越冬する場合が多い傾向があると?殺到される.

上主主の二つの黙について少し者察を加えて見ょう.

1. 挿木後の持穏の管理について.桑投僚の貯政は，従来i土桑苗育成のために，挿木す

るとき，接木用の穏木を用意するとき，ときには，枇混用桑を特殊の目的に得ょうとずる

ときなどになされてきたが，これらの場合には長くても 2~3 カ月間の\11'肢であり，また

積等地方では接木用穏木を根雪の民くならない年内の中に採取することもあるという

が，これは特殊の場合といってよいであろう.貯蔵iこは温度の嬰化の少い貯駿庫が用L、ら

れ，伐採投僚は約 50C以下ならばぼとんど冬芽の萌芽をみることがないし，簡易な貯蔵

法とじて伐採投僚を土中に埋浸して保護することもある.これらの方法による貯蔵は，い

ずれも校総そのものが〈長い場合{主役僚の一部を切ることはあっても〉貯放される，のでる

るが，短〈切裁された拝艇がボ Y トに釘木された航態のまま，粗放の管理でも越多する

ことができるということは，本質駿における看過しえない賂でるると考えられる.この

場合符穏の乾潟に注意することが大切なる要件となろう.以上の黙を挿木利用による桑

交雑研究の立場から考えると，いわゆる休眠矧〈東京ではだいたい 10月下旬から 12

月上旬頃まで〉を終った校僚では問題ーがあまりないのに、鈎し，休眠期前の校僚を採取ニ

れを挿木してまだ寒冷のこないうちに開花を誘起せしめる場合，その結果lま不兵でi~る

が，本管放によれば不設芽のまま越冬したものでは翌春設茅すれば，花芽である場合開

花し交雑種子を得ることがでぎるという黙に興味がらる.く本殺では，開花と交雑結:!l'去に

ついて詳しくはふれないが， IE常に開花したもので人結交雑種子を得ることができた).

この黙は，亙秋期において挿木利用による交雑種子を得るためには，挿木後の邦穏の管

理に特別の工夫がなされなければならないことを示唆しているくこのことに闘する寵除

現在進行中でるる). すなわち，不主主芽の期間中〈換言すれば，持穣の貯誠'Ì~に〉経過

する挿穂、の生理的i髭件を明らかにすることにより，この不設芽期間を短縮すれば，ある

いは夏期においては掃木後援芽の早い苦手芽の凌芽を少期間抑制することが可能となれ

ば，秋期における交雑のための挿穂として，春の護芽前伐採校僚を長期間貯賊することの

代りに，夏秋期における蛍年設育校僚を用い得ることの可能性が賀範に民けでぐるであ

ろう.短小枝i践は花芽の着生が一般に良好であり，かつ栽桑上においては慌値少いもの

でめるから，このような方面への利用について考慮することは必要のことであろう。

2. 1甫穏の震3Fと越さちについて.前項で坦べたよラに，護育伸長しつつある校僚を持
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穂とじて}百いて主主茅ぜしらる場合は，瓦以後段伐採取時期が渥〈なるにつれ. ~重芽に:援

する日教が長〈なるものであるがs 第 1表によると， (1)同時期採攻で太い授僚では開

実に蓬するものが多く， *品、校僚では少いということがみられる.(2)同じような太ぎ

の投降では，腕架設係と無摘葉浅僚とを比べると，頴著のZをは認められないし，M?;2表

では泰刈株の漆小伎僚と亙刈株の間引伎係く夏刈時期 7月上旬で普通より 1カ月遅れて

おり，この間引伎僚は普通皮僚を間引いたものである〉では，春刈漆小技僚にやや多い

ようである. しかしくり春刈株の題小技能と亙刈坊との間引伎僚において，不霊堂芽個波

数についていうと，前者では越多するものが比較的多いのに到し，後者がほとんど冬期

間に枯死してしまったことは，大きな相違である.このことはまた第 I表の無摘葉妹の

題小枝僚と摘禁容Kの題小伎僚との問にも認められる傾向である.(1) の原因は，桑ち~中

の伎僚の主主育を春期設芽後漣跡してゆくと，短小伎僚となるべきものは.6月下旬頃に

おいでほぼ明瞭に漆知し得るということ，つまり接少校僚は早〈その仲長を停止してし

まうということと閤腕して，多芽の休眠現象に閲俸がある.例えばいわゆる休眠に入る

時期が株内の校僚にょうて，また 1本の枝係では芽の位置によって，それぞれやや越を

策 1表 挿 木 成 績 ( 挿 木 月 日 1/10 

冬芽の霊童芽と!it育
区 .iJ/j 。 2 3 

本
泰刈 当H R官 区 22 9 4 7 2(1) 

幾少，夜 f燦 オレイン殴濃度一100一0 22 5 7 5 5(1) 

。l首 業〉 " 22 4(1) 13 4(9) 
:<000 

事手 刈 主J R琶 1星i 14 O 6 ラ 3 

オレイン自主濃1友1000 16 O B 2 6(1) 

(J尚 ~D " 14 O 5 2 6 
2000 

若手 刈 主~J- p.? 区 22 10く4) 3 3 

綾少校依 オレイン彼濃度一10一00 22 13(3) O 3 6(2) 

〈無摘楽〉 " 20JO 
22 5 2 3 12く2コ

15 4 O 10 

普 遁校保 オレイン閥皮lム。 15 4 O 10 

くf照 11首35〉 rp1
2000 

15 5 O 9く5)
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1$2表 猪 木 成 績 〈 挿 木 月 日 15/10

校僚の種類 区 .iJ1J 

春刈 jfJ H百 直

媛少校僚 iすレイン殴蹴Iまる
〈無摘葉〉 l H -L 

2000 

夏刈 l針照区

間引校僚|オレイン酸濃度IEi5

〈無術主主〉 i rF -L 
2COO 

冬芽の設芽と霊童育

O 2 3 

31 2 ω110  

30 10(5") 2 

8(1) 

設 1. 校僚の種類、協中 α商業〉・〈無j白菜〉とは校僚がそれぞれ摘業株，無拘禁株

より採取さ !lたことを示す.

2. hl)C.iJ1]昔話中主J照思ば7)C主主71<1こ，オレイシ酸濃度.~1_~ ~I土オレイン殴水道水
10CO 

字L化液に ， I可 -LEは同一L に，それぞれ挿穏の基部を 24時1¥ 00 .. -2000 _.-.... 2COO 

間浸しT:ものである.

3. 冬芽の妥芽と霊童育椅中 0，1， 2， 3はそれぞれ， (不後芽と股菅程度のもの)，..

〈燕口程!変のもの.)(3~4 閲葉程度のもの) (5~6 開業程度以上のもの〉

にお躍し，冬芽のま差芽と愛育の程度を示す. ( )内の数字は，春邦]:こお

いて設芽，その後五菱育を総絞 Lた活Jijf事事穏、主主を示す.

ことにするのではなL、かと推測されるのである.そのように考えると，早く仲長を停止

してし支う慾小枝僚において，不設芽の個鐙が，普通技僚の場合よりも多いことの原因

となるであろう.すなわち他の蜜E授により，休眠期前後の枝僚を挿木すると，多芽の護一

芳三はニド揃でかつ琵芽に多くの日数を要することが分っているから，上越の題小枝僚が休

fj民期に近い扶態にあるとすれば，挿木後の互交芽が不揃で，'!I主芽のj摩れるものは，気温の

低下のため謹茅しないで多言?越す場合が生じて〈るわけである.(2)の原因について

は，主委小枝僚の摘葉が8月上旬であって，然摘鴎短小j段僚にくらぺて，持木後の護茅そ

のものには，大きな影響を輿えないのであろう.しかし新柏の伸長受と不渡芽で越冬す

る佃怯敷において，無摘薬会株の校僚がよい結果を示しているようである・(3)の原因に

ついては，校僚の主主育経過期聞による差と考えられる.間引夏刈校僚は夏刈後約 2カ月1

しか経過しておらず技館の木化の程度が遅れているように，冬期の寒冷に濁す之抵抗力

が小さいためであろう.また第 1表の無摘葉題小枝僚と第 2表のそれとの聞に，不設会

芽のまま越冬する偲鐙敷に差がみられるのは，枝俸の採取時期がことなるため，遅れて

採取されたものの方が休眠時件により近づいているとL、う生理的t条件によるものであろノ
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う.更に，各直いずれの場合でも，開業して越冬できたものは，挿木後王室捜したと考え

lられるものであって，秋米まで新治のf中長は良好であった・新柏、の伸長不良のものは多

に枯死した.新紛が伸長しかっ設恨したと考えられるものは，もちろん翌春に開花しな

い.開花するものは，前述のようにすべて不凌芽のまま越冬したものである.不室主芽の

ままで枯死するものも多いから，越冬するということと秋末までに設芽している方がよ

いか，室主wしていない方がよいかということの関係はまだ不明である.

結局，夏秋j切における挿木利用による交維に主主小枝僚を利用する試みは，失敗に終っ

たけれども，本誌駁の結果から，前越したように，挿木後少期聞の設芽の抑制jを震施し

く冷蔵は有殺な一つの方法である)，活蛍の時期に花芽の護育に好遁な(長件〈例えば温

度〉を附興して年内}三人矯交雑種子を得るようにするか，または放置すれば不謹芽のま

まで越冬すべ含挿徳を出定して〈現在のところ困難であるが〉挿木しておき，誼営の時

期に琵芽に好誼の(応何こを附興ずる主干の工夫が大切であろう.これらのととについては蜜

殴が進行中であるので，本文で~はただ首年琵育の笈小枝僚を用いて初秋挿木した場合の

掃穏の生命ブjともいうペきものに基いて，挿木利用交雑における短小授僚の利用そ示唆

することにとどめ，詳細は後日に報告したいとおもう.

なお，~理区に oleic acid 隆理1豆を設けた理由l士，挿木に oleicacidが有殺でらる

ということからであるが，結果からその殺呆を明らかにするまでに至っていないので論

及し郎、.

摘要 初秋において採取した桑樹の慾小枝僚の下宇部より調製の掃穏を挿木する

と。不設芽のまま越冬して翌春設芽開花するものがあり，また秋末までに聾茅開菜して

越冬するものもある.このように短く調製された持穏でも，挿木されたままで長期に生

命力を持演するものであるから，このことは伐採技僚の貯蔵方法に一つの示唆を輿える

とともに，指木後適切に保護管理を行うことにより，挿木利用の桑交難用の親木として

の債依がゐると考えられ，栽-桑上不用視される短小枝燦の一つの利用といってよいであ

ろう.
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