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植え付け時期および根の勢除が 1年生リンゴ樹の新梢成長に及ぼす影響
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Effect of Planting Season and Root Removal on Shoot Growth on One-year-old Apple Trees 
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Abstract 

The effects of the planting season and root mass on shoot growth of one-year‘F吋出ilarubakaido'trees were examined after 

a heading cut was performed of their trunks. Shoot lengths of the仕eesplanted and grafted two springs prior to the measurements 

(Test Group 1) were higher than those planted the previous fall (Test Group 2) and those planted during the previous spring (TI巴st

Group 3). The shoot lengths oftrees in T，巴stGroup 1 decreased gradually企omtop to bottom， while in those of Test Groups 2 

and 3， the top three-to-four shoots were markedly longer than the shoots below. When half ofthe roots ofTest Group 1 trees were 

removed prior to the heading cut ofthe trunk， the shoot length ofthe top two shoots was markedly longer than that ofthe shoots 
below. These suggest that the root condition and root volume may affect the supply of stored nutrients to the shoot， which infiu-
enc巴sshoot growth， and also has regulatory effect on apical control of shoot growth. 
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緒 一盲

リンゴ栽培では，新植後の新梢の発生と成長は:その後の

樹形形成や初期の果実生産に影響するために重要である.

リンゴの l年生苗の多くは一本棒状であり，植え付け後に

切り返しを行って新梢の発生を促すが，十分な大きさや数

の新梢が得られない場合も多く新梢の発生を促すために

芽かきや芽傷，摘葉， BA剤の散布などが行われている.

新梢の発生や成長は主に植物ホルモンによる頂部優勢に

よって制御されており，頂部に優勢な新梢が3本程度成長

し，それらが下部の新梢の成長や発生を抑制すると考えら

れている (Brunner，1990). 

一方， リンゴは秩に苗木を掘り上げ，冷蔵されたものが

春に植え付けられるが，このときの根の損傷が樹の養分の

吸収を減少させ，植え付け後の根の活着中における樹の成

長を抑えるとされている (Preston，1972). 植物の根は，土

壌からの養水分の吸収および地上部の支持などの機能を持

つとともに (Fallahi，1996)，植物の成長と生育を調整する
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植物ホルモンを合成することから (Brunner，1990)，根の

損傷は根の役割と樹全体の成長に影響を及ぼすことが考え

られる.根の切除による損傷が樹全体の成長に及ぼす影響

については幾つかの報告があるが (Hippsら， 1996; Preston， 

1972; Sutton， 1967; Young. Wemer， 1982)，根の損傷や根量

が新植時の新梢成長に及ぼす影響について，新梢成長の様

相を詳細に検討した報告は少ない また，これまでの報告

は 1年生の苗木を植え付けてその年に調査を行っており，

根がまだ十分機能していない状態であると考えられるが，

そのような根の状態が植え付け後の新梢成長に及ぼす影響

について比較検討した報告は見当たらない.

そこで本研究では，根の状態が特に新梢成長に及ぼす影

響を明らかにするために，前年に切り接ぎして植え付けた

場合と，苗木を春季および秋季に定植した場合の定植時期

の違い，さらに根の切除による根の量がその後の新梢成長

に及ぼす影響について比較検討した

材料および方法

1. 定植時期が新梢成長に及ぼす影響

2006年 5月9日に‘マルパカイドウ'を台木として‘ふ

じ，(Malus X domestica Borkh.) の枝を接ぎ木して弘前大

学学内ほ場(黒ボク土)に植え付け，萌芽後に新梢を l本
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残して生育させた(以下，前年切り接ぎ定植区).秋季定

植として，秋に購入した‘ふじ/マルパカイドウ'の苗木

を 11月 15日に同様の場所に植え付け(秋季定植区)た.

また，春に秋季定植用の苗木を購入した業者から同じ‘ふ

じ/マルパカイドウ'の苗木を購入し(秋に掘り上げて冷

蔵庫で貯蔵されていたもの)， 2007年 4月 24日に苗木を

植え付けた(春季定植区)• これらの苗木は，この地域で

通常販売されている苗木のように，台木の長さは約 20cm，

根が 20cm程度で切断されており，副梢がほとんどない一

本棒状のものである. 2007年 4月 24日にこれらの樹につ

いて切り返し算定(幹の全長の 113を残す)を行った. こ

の時期における切り返し後の樹高は，前年切り接ぎ定植区

で41.3土 3.7cm，秋季定植区で 49.3:t 6.2 cm，春季定植

区で 44.5:t 2.5 cmであった.処理後の新梢成長期間中に

は，殺虫剤および殺菌剤を適宜散布し，土壌が乾燥した場

合にはかん水を行った.なお，施肥は植え付け前に標準的

な量を行い，追肥は行わなかった.各区とも 4本の樹につ

いて個々の新梢長を経時的に調査した.最上位の芽から伸

びた新梢を新梢 lとして順次芽の位置で新梢に番号を付し

た.下部の芽は仲長しない場合もあったので，新梢長の経

時的な変化の結果には，上位の芽から伸びた新梢の長い順

に 10本の新梢長を示した 10月 1日にこれらの全樹を丁

寧に掘り上げ，水道水で樹全体を洗い流した.その後，新

梢(主幹から直接出ている葉を含む)，主幹(根を除く台

木部分を含む)，根に分けて解体して熱風乾燥し，乾物重

を測定した.

2. 根の切除が新梢成長に及ぼす影響

2002年 4月に‘マルパカイドウ'を台木として‘ふじ'

の枝を接ぎ木して弘前大学教育学部附属千年農場に植え付

け，萌芽後に新梢を l本残して生育させた. 2003年 4月

15日に幹の長さを 113残して(残った幹の長さは 55cm) 

切り返し勢定を行った.同時に 5本の樹について幹を中心

に半円形部分の根をスコップで丁寧に掘り上げながら根元

から切り落とした.無処理の樹 5本を対照区とした. これ

らの樹について個々の新梢長を経時的に調査した また，

処理後の新梢成長期間中には，殺虫剤および殺菌剤を適宜

散布した.11月 17日に全樹を丁寧に掘り上げ，水道水で

樹全体を洗い流した.その後，新梢(主幹から直接出てい

る葉を含む)，主幹(根を除く台木部分を含む)，根に分け

て解体して熱風乾燥し，乾物重を測定した.

統計分析はエクセル統計(社会情報サービス)を用いて

行った.
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第 1図 前年度に切り接ぎ定植したリンゴ‘ふじ/マノレパカ

イドウ 1年生樹の切り返し勢定後の新梢成長
最上位の芽から伸びた新梢を新梢 1として順に番号を

付し，長い新梢 10本の結果を示じた

( )は調査した新梢の本数である
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第2図 前年度の秋季に定植したリンゴ‘ふじ/マルパカイ

ドウ 1年生樹の切り返し契定後の新梢成長

最上位の芽から伸びた新梢を新梢 lとして順に番号を

付し，長い新梢 10本の結果を示した
( )は調査した新梢の本数である
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第 3図 春季に定植したリンゴ‘ふじ/マルパカイドウ 1

年生樹の切り返し努定後の新梢成長

最上位の芽から伸びた新梢を新梢 lとして順に番号を

付し，長い新梢 10本の結果を示した

( )は調査した新梢の本数である
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果

1. 定植時期が新梢成長に及ぼす影響

前年切り接ぎ定植区における切り返し男定後の新梢成長

は，全体的に他の処理に比べて旺盛だった(第 1，2， 3図)• 

新梢は新梢 l を除いて 6 月下旬~7 月下旬にかけてはやや

成長が停滞したが， 9月までほぼ直線的に成長し，その後

結
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第 T表定植時期がリンゴ‘ふじ'の新梢成長に及ぼす影響

定植時期
総新梢長 平均新梢長 総新梢数

(cm) (cm) (本)

前年切り接ぎ定植 867.3 aZ 89.5 a 9.8 ab 
秋季定植 345.0 b 31.6 b 10.8 a 

春季定植 246.2 b 37.0b 6.8 b 

z同一列における異なる英小文字の付いた定植時期の聞に

はTukey-Kramer法の多重比較検定により 5%の水準で有

意差があることを示す

第2表定植時期がリンゴ‘ふじ'の乾物重に及ぼす影響

定植時期 新梢 (g) 幹 (g) 根 (g) 総乾物 (g)

前年切り接ぎ定植 242.61 aZ 176.1 a 101.6 a 520.36 a 

秋季定植 55.61 b 133.2 b 52.7 b 241.49 b 

春季定植 34.73 b 67.5 c 28.8 b 130.99 b 

z同一列における異なる英小文字の付いた定植時期の聞には

Tukey-Kramer法の多重比較検定により 5%の水準で有意差

があることを示す

成長は停止した.新梢の長さは上部の新梢ほど長く，下部

ほど順に短くなった.一方，秋季定植区では，新梢は 6月

末までは直線的に成長したが，その後は 8月下旬まで成長

が停滞し，それから再成長した.新梢の長さは上部の 3本

と5番目の新梢が長く，それより下の新梢は極端に短かっ

た.春季定植区では秋季定植区と同様に新梢成長は 6月下

旬~8 月下旬まで一度停止し，その後上部の 3 本は再び成

長したが，下部の新梢は2本を除いてその後成長しなかっ
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第4図 根の切除がリンゴ‘ふじ/マルパカイドウ 1年生

樹の切り返し奥定後の新梢成長に及ぼす影響

最上位の芽から伸びた新梢を新梢 lとしてI1原に番号を

付し長い新梢 10本の結果を示した

( )は調査した新梢の本数である

た.その結果，上部の 3本の新梢は下部の新梢に比べて長 第3表根の切除がリンゴ‘ふじ'の新梢成長に及ぼす影響

くなり，その差は顕著だった.総新梢長および平均新梢長

は前年切り接ぎ定植区が他の両区より有意に長かった(第

l表). しかし，秋季と春季定植区の聞には有意な差が認

められなかった.また，総新梢数は秋季定植区が春季定植

区より有意に多かった.

乾物重の中の総乾物重は前年切り接ぎ定植区で最大とな

り，他の両区の 2倍以上であった(第2表).新梢の乾物

重は前年切り接ぎ定植区で最も重く，他の 2区の 4倍程度

となった.また，幹および根の乾物重は前年切り接ぎ定植

区が他の両区より有意に重かった.

2. 根の切除が新梢成長に及ぼす影響

根の半分を切除した根切除区では，新梢成長の初期段階

は個々の新梢長の差は小さかったが，上部の 2本の新梢は

8月中旬から下部の新梢より大きく成長し，最終的には上

部の 2本の新梢が下部の新梢に比べて顕著に大きくなった

(第4図).無処理樹では，初めは上部と下部の新梢長の差

は小さかったが， 8月中旬から上部の新梢が下部より大き

く成長し，それからその差が顕著になった.総新梢長と平

均新梢長は根の切除によって対照区に比べて有意に減少し

たが，総新梢数は根の切除による影響が認められなかった

(第 3表)

処理区
総新消長 平均新梢長 総新梢数

(cm) (cm) (本)

無処理 664.3 76.1 9.2 
根切除 491.0 51.7 10.0 

有意性 *Z * 

Zt検定により 5%水準で有意差が認められる

第4表 根の切除がリンゴ‘ふじ'の乾物重に及ぼす影響

処理区 新梢 (g) 幹 (g)

無処理
根切除

有意性

86.3 

47.6 

* 

157.8 

129.0 

根 (g) 総乾物重(g)

84.2 

64.7 

323.3 
241.4 

*Z 

Zt検定により 5%水準で有意差が認められる

乾物重では，根を切除した場合は無処理樹における総新

梢の乾物重の半分程度まで有意に減少した. しかしながら，

その他の部位では有意な違いが認められなかった(第4表). 

考察

青森県のような寒冷地のリンゴ栽培では，一般に春に苗

木を購入して定植し，切り返しを行って新梢の発生を促す
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が，その場合，上部に 3本程度の優勢な新梢が発生し，そ

の下にはごく短い新梢しか成長しないことが認められる

(Kikuchiら， 2003). この現象は頂部優勢として樹の生理

的な特性として理解されてきた.今回の実験でも秋季定植

樹と春季定植樹では，これまでの報告のように上部の 3~

4本の新梢が長く，それより下部の新梢は顕著に短くなっ

た.それに対して，前年に切り接ぎをして植え付けた樹で

はより多くの新梢が成長し，上部から下部に向かつて段階

的に短くなった.そして平均新梢長と総新梢長が他の 2区

より有意に長くなった.前年に植え付けた樹の根を半分程

度に切除すると，上部の 2本の新梢は6月中旬から下部の

新梢より長くなり，特に 7月下旬以降に優勢に成長したが，

それより下部の新梢は顕著に短くなった.根を切除した時

に上部の新梢が下部の新梢より顕著に優勢に成長し，下部

の新梢長が上部の新梢より顕著に短くなる様相は，優勢に

成長する新梢の本数は異なるものの，春季あるいは秋季に

定植した場合の新梢の成長特性に類似していたことから，

春季あるいは秋季に定植した場合に上部の新梢だけが極端

に大きく成長するのは，頂部優勢に加えて，移植時に根が

切断されて根量が少なくなり，さらに根が十分機能してい

ないためであると考えられる. これらのことから，根の状

態や量が新梢の成長量や頂部優勢の様相に大きく影響して

いることが推察された.

1年生樹を用いた新梢成長に関するこれまでの研究で

は，春季定植のように春に樹を植え付けてその年に調査が

行われている (Kikuchiら， 2003). しかしながら，本研究

の結果から，新梢成長や頂部優勢の様相は根の状態によっ

て左右され，植え付け直後の根が活着していない状態では

頂部優勢が強く表れ，上部の新梢に対して下部の新梢成長

が極端に劣るが，前年度に植え付けて根が活着している状

態では，頂部優勢の程度は下部に向かつて段階的に弱くな

り，それに対応して下部の新梢も成長することが示された.

秋季定植樹と春季定植樹では早い時期から上部の新梢と下

部の新梢長の差が顕著に現れ，さらに下部の新梢は 7月頃

から成長が停止することが前年度に植え付けた場合の新梢

成長との違いだった.

移植や植え付け時の根の損傷や切除が全新梢長や樹全体

の成長を抑制することはこれまでも報告されており， F巴町民

(1976) は移植によって， Preston (1972) は植え付け時の

根の切除によって新梢成長や樹の成長が減少することを報

告している. しかしながら，これらの研究では新梢成長の

様相を詳しく調査しておらず，さらにその機構について検

討している研究は少ない. Dongら (2003)は， 1年生の‘ふ

じ/M.26' を用いた研究において，植え替えや根の切除

によってその後の窒素吸収が減少し，初期の新梢成長が減

少するが，根の速やかな回復によってその後の樹全体の成

長が回復することを報告している.著者らは前年度に植え

付けた樹を用いた先の研究で，切り返し契定後の初期の 6

月噴までの新梢の成長には，地下部の貯蔵養分，特に窒素

が利用されていること，そして長い新梢は短い新梢より多

くの貯蔵養分を利用していることを明らかにした(徐ら，

2008) . この点から各処理区の新梢成長を考察すると，前

年度に植え付けた場合には， 5 ~ 6月にかけては貯蔵窒素

を利用して成長し，その後の吸収窒素を利用した成長に間

断なく移行して新梢は連続的に成長する. しかし，春季定

植の場合には，根が切断除去されているために初期の成長

時における貯蔵窒素が減少し 養分の競合によって下部の

新梢の成長が極端に抑制されること，さらに 7~8 月にか

けては根の働きがまだ不十分であるか，あるいは根の成長

に窒素が利用されるために新梢成長に利用される吸収窒素

が不十分となって成長が停滞するものと考えられる.

秋季定植樹は春季定植樹ほど極端ではないものの， 6~7 

月にかけて新梢成長の停滞が認められることから，秋季定

植の場合でもまだ根の働きや根の貯蔵窒素が不十分である

ことが推察される このことは春の新梢成長に利用される

窒素は特に秋に吸収貯蔵されたものの役割が大きいことを

考慮すると(徐ら， 2008)，たとえ秋に植え付けてもその後

の窒素の吸収と貯蔵が十分でなかったことが推察される.

前年に切り接ぎ定植した場合で、も根を切除すると新梢成長

の様相が春季定植の場合と類似することから，根の貯蔵養

分が新梢成長や競合に大きく影響していると考えられる.

新梢の成長は利用できる窒素だけではなく，炭素やホル

モンにも影響を受けることが知られており (Saure，1992)， 

根が切断除去されて根が活着していない状態では，根から

のホルモン供給，特にサイトカイニン類が不足したことが

新梢の成長を抑制した可能性も推察される.

新梢成長と新梢以外の部位においても最後まで前年切り

接ぎ定植区が他の 2区より有意に大きく成長した.また，

乾物重は前年切り接ぎ定植区，秋季および春季定植区のJI頂

に大きかった.特に，前年切り接ぎ定植区の新梢の乾物重

は，秋季や春季定植区より 4倍以上と有意に高く，根の乾

物重も他の両区より有意に重かった.一般に，園芸作物は，

ある環境条件で育てられた時に，比較的一定の根/新梢の

比率を維持するために，バイオマスを地上部と地下組織に

分配する.根の切除あるいは根の損傷は， この比率を減少

させ，そのため樹は，根の成長の促進と新梢成長の抑制に

よってその比率を回復するように反応することが示されて

いる (Geis1er.Ferree， 1984). Dongら (2003) は根の切除

や移植による損傷によって新梢や根の成長および根の窒素

の吸収は抑制されたが，その後は根の成長が回復し，対照

の樹とほぼ同様な成長をすることを示した.根を切除した

場合には新梢成長は実験の最終時期まで対照区より抑制さ

れたが，他の部位の乾物重には有意な差は認められなかっ

た.従って，前年切り接ぎ定植区は，前年度に根が成長し

て回復したことで新梢が旺盛に成長し続け，新梢や根にお

ける乾物重を増加させたものと考えられる.また，初期段

階における根の切除がその後の新梢成長を抑制し，新梢お

よび根の乾物重も小さくなったものと推察された.

A 
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リンゴ栽培においては，植え付け後の新梢の発生はその

後の樹形形成と初期生産に大きく影響する.一般に販売さ

れている一本棒状の苗木を購入して新植し，切り返し勇定

を行った場合に，十分な数と大きさの新梢が得られない場

合も多い.今回の研究から，前年度に植え付けて切り接ぎ

を行えばより多くの新梢が発生して成長することが示され

た.畑で前年に切り接ぎ樹を植え付けることは現実的には

難しいと考えられるが，不織布のポットを利用するなど，

根を傷めないで移植することは有効であろう(浅利， 2008). 

また，新植後も根の成長を促すような土壌や水分の管理が

重要である.

摘要

リンゴ栽培において，新植後の新梢の発生は初期の果実

生産に影響を及ぼすために重要で、ある.そこで，定植時期

の違いと根の切除による根量が，切り返し勢定した 1年生

‘ふじ/マルバカイドウ' リンゴ樹の新梢成長に及ぼす影

響について比較検討した.苗木の春季定植区と秋季定植区

では上部の 3~4 本の新梢はそれより下部の新梢より強勢

に成長した.一方，前年に切り接ぎして定植した場合で、は

新梢成長が全体的に旺盛で、，上部の新梢長は長かったが，

下部の新梢の成長も良好で段階的に短くなった.前年切り

接ぎ定植区において切り返し時に根を半分切除すると，上

部の 2本の新梢は優勢に成長したが，それより下の新梢長

は極端に短くなり，春季あるいは秋季定植区の新梢成長に

類似した. これらのことから，苗木定植後の新梢の成長に

は根の状態や根量が影響しそれには貯蔵養分，特に窒素

が大きく影響していることが推察された.
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