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 旭川紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）では、自生木本種の保全や道路景観向上を目指し、ミズ

ナラ苗木を使用している。ミズナラ苗木は、ドングリから発芽させ生育させるが、最も効果的

に生育させる「ドングリの植え方（深さ・種子の向き等）」については、これまで検討がなさ

れていない。本稿ではドングリからの発芽・生長させることによる発芽率・生長率の向上や苗

木育成の効率化を目的とした「ドングリの植え方」による生育状況の違いについて報告する。 
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1.  はじめに 

道路事業では、山地や丘陵地を改変し、新規道路を建

設することで進められることが多い。道路事業によって

改変される山地や丘陵地には森林が成立していることも

多く、これらの森林には多くの動植物が生息・生育して

いるため、森林の存在は地域生態系を形成する上で重要

な役割を担っている。また、自然豊かな森林は地元住民

にとっても重要な景観資源となっている。 
このような背景を踏まえ、丸瀬布遠軽道路では、自生

木本種の保全や道路景観向上を目指した道路緑化や地元

住民と協同した植樹会を実施している。道路緑化や植樹

会には、遠軽町周辺に自生する木本種である、ミズナラ

（Quercus mongolica ssp. crispula）等を選定・採用している。 
 

 
図-1  丸瀬布遠軽道路植樹会で使用しているミズナラの苗畑 
 
 
ミズナラの植裁には苗木を使用しており、苗木は苗畑

においてドングリから発芽・生長させている。ドングリ

の植え方（深さや向き）によって、発芽率や生長率に違

いが見られているが、最も効果的な植え方については、

これまでに検討がなされていない。 
本稿では、「ドングリの植え方」の違いによる生育状

況の違いを明らかにし、ドングリからの発芽率・生長率

の向上や苗木育成の効率化を目的に、二つの室内実験

（第1次：平成28年秋～平成29年春、第2次：平成29年秋

～）を行った。 
 
 

2.  ミズナラの生態とドングリの発芽概要 

 
ミズナラは、落葉広葉樹の1種であり、樹高30m、直

径1.5mに達する高木である。分布は北海道・本州・四

国・九州の温帯を中心に一部は亜寒帯に及ぶ。果実はド

ングリ（堅果）であり、長楕円形または楕円形、長さ2
～3cm、幅1.2～1.5cm、褐色で、年内に熟す1)。ミズナラ

のドングリは、クマ、ネズミ、リス等の栄養源となる重

要な樹種である2)とともに、リス、ネズミ、カケス等に

運搬・貯蔵されることよって分散がなされている3,4)。 
ミズナラのドングリは、地下子葉性であり4,5)、茎や根

は尖端部の同一箇所から発芽する。発芽した茎や根は、

地下に残した子葉に蓄えている栄養を使って生長するた

め、種子の大きさ（子葉の栄養量）にほぼ比例して一次

伸長（1年目）のサイズが大きくなる6)。一次伸長後は、

光合成により生長することになるため、周辺植物からの

被圧を受けにくいように、一次伸長でどこまで樹高を高

くできるか、根を張ることができるかが、重要となると

考えられる。 
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3. 室内実験①（第1次:平成28年秋～平成29年春） 

 

(1)   実験方法 
実験に用いるドングリは、北海道紋別郡遠軽町にて採

取したものを使用した。採取したドングリのうち、虫食

いが無く、水に入れて沈んだ、20個を実験に使用するド

ングリとして選定した。植え付け方法としては、深さは

1～10cm、向きは縦上・縦下・横とした（表-1）。植え

付けには、プランター（幅64cm×奥行23cm×高さ

18.5cm）を使用し、用土は赤玉土（小粒・中粒）を使用

した。発芽・生長状況については、全ドングリが展葉し

た段階で全株を掘起し、茎の長さ・根の長さを記録した。 
 

表-1  ドングリ植え付けの向き（模式図） 
縦上向き 縦下向き 横向き 

  
 

 
図-2  ドングリの計測位置（模式図） 

 

 

図-3  ドングリの植え方の違いによる発芽パターン 

 
図-4  展葉したミズナラの苗木 

 
(2)   実験結果 
各ドングリの発芽・生長結果を表-2および図-5、図-6

に示す。 
 

表-2  各ドングリの生育結果 

No. 向き 深さ 
(cm) 

茎の 
長さ(cm) 

根の 
長さ(cm) 

1 縦上 1 12 12 
2 縦上 2 12 13.5 
3 縦上 2.5 16 10 
4 縦上 4 18 11 
5 縦下 3 16.5 17.5 
6 縦下 3 20 12 
7 縦下 3.5 8.5 15 
8 縦下 5 15 23 
9 横 1.5 3.5 12 
10 横 2 10 19 
11 横 2.5 13.5 15 
12 横 2.5 14 30 
13 横 2.5 14.5 19 
14 横 2.5 20.5 8 
15 横 3.5 13.5 8 
16 横 3.5 19.5 20 
17 横 4 13.5 27 
18 横 4.5 18.5 17.5 
19 横 6.5 8 20 
20 横 10 0 22 

 
a) 植え付け深さによる比較 
植え付けた深さ毎（1～2cm、2.5～3cm、3.5～4cm、4.5

～10cm）に生育結果を確認し比較した。 
茎の長さについては、深さ2.5～3.5cmが最も長く、平

均16.4cmとなった。次いで深さ3.5～4.5cmが平均14.0cmと

なった。深さ1～2cmと深さ4.5～10cmではあまり差が見

られず、それぞれ平均9.4cm、平均10.4ｃｍであった。深

さが2.5～4cmのときに茎が伸長する傾向が見られた。 
根の長さについては、深さ4.5～10cmが最も長く、平

均20.6cmとなった。次いで深さ2.5～3.5cmおよび深さ3.5
～4cmでは、それぞれ平均15.9cm、平均16.2cmであり、

深さ 

根の長さ 

茎の長さ 
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あまり差が見られなかった。深さ1～2cmが最も短く、

平均14.1cmであった。植え付けた深さが深いほど根が伸

長する傾向が考えられた。 

 
図-5  植え付けた深さ別の生育結果 

 
b) 植え付け向きによる比較 
植え付けた向き毎（縦上、縦下、横）に、生育結果を

確認し比較した。 
茎の長さについては、縦上では平均14.5cm、縦下では

平均15.0cm、横では12.4cmとなった。 
根の長さについては、縦上では平均11.6cm、縦下では

平均16.9cm、横では平均18.1cmとなった。 
しかし、植え付けた深さが異なるため、植え付けた向

きによる明瞭な違いは確認できなかった。 

 
図-6  植え付け向き別の生育結果 

 
実験結果より、植え付けた深さが深いものに関しては、

根が長くなるが茎が長く伸長しないことが確認された。

また、植え付けが深すぎると茎が地上に出ず枯死する可

能性も考えられた（例：ドングリNo.20）。一方で、植

え付ける向きによる違いは確認できなかった。 
しかし、いずれのパターンにおいてもドングリ毎の生

長にバラつきが大きく、明瞭な違いは確認できなかった。 
 
 

4. 室内実験②（第2次：平成29年秋～） 

 

室内実験①において、「植え付け深さによる生長状況

の比較」は確認されたが、「植え付け向きによる生長状

況の比較」は確認できなかった。よって、室内実験①の

結果をもとに、より詳細に室内実験②を実施した。 

 
 (1)   実験方法 
実験に用いるドングリは、室内実験①時と同様に北海

道紋別郡遠軽町にて採取したものを使用した。ドングリ

は各パターン10個使用し、全90個を使用した。植え付け

方法としては、深さは0cm、3cm、6cmの3パターンとし、

向きは縦上・縦下・横の3パターンとした（表-3）。ド

ングリの一次伸長は子葉内の栄養量により決定すること

を考慮し、各ドングリについて重量・長径を記録した。

なお、ドングリ選定方法およびプランター規格、用土に

ついては室内実験①と同様とした。発芽・生長状況につ

いては、植え付け後、各ドングリの発芽状況および地上

部の長さを記録した。発芽・生長状況は、いずれかのド

ングリが発芽した時点より週1回記録した（平成29年12
月5日～19日：計3回）。 

 
表-3  ドングリ植え付けパターン 

 0cm 3cm 6cm 
縦上 A1 A2 A3 
縦下 B1 B2 B3 
横 C1 C2 C3 

 
(2)   実験結果 
室内実験②については、現在進行中であるため、平成

29年12月19日時点までの発芽結果について報告する。 
植え付けパターン毎の発芽状況を表-4に示す。 
 

表-4  植え付けパターン毎の発芽状況（発芽数） 
 第1週目 第2週目 第3週目 

A1 0 0 0 
A2 3 5 5 
A3 0 0 0 
B1 2 4 5 
B2 1 2 3 
B3 0 0 0 
C1 0 5 5 
C2 3 6 8 
C3 0 0 3 

 
a) 植え付け向きによる発芽状況の比較（深さ0cm） 
発芽状況を整理したところ、A1～C1においては、A1

のみが発芽しなかった。同じ深さであるB1やC1が発芽

し、A1のみが発芽しなかった要因として、ドングリの

尖端部（茎や根が出る箇所）が露出し、乾燥したことに

よる枯死が考えられた。よって、発芽においては尖端部

の乾燥に配慮することが重要であると考えられた。 
b) 植え付け向きによる発芽状況の比較（深さ3cm） 

A2～C2はいずれも発芽したが、B2の発芽数が少なか

った。これはA2やC2と比較して、尖端が下を向いてい
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るため、地上面までの距離が長く、確認できるまでに時

間を要しているものと考えられた。 
c)植え付け向きによる発芽状況の比較（深さ6cm） 

A3～C3はいずれも発芽が遅く、C3のみ発芽した。A3
～C3の発芽が遅いまたは確認されていないのは、植え

付けた深さが深いため、地上面までの距離が長く、確認

できるまでに時間を要しているものと考えられた。 
 

 
図-7  ドングリ発芽状況（C1パターン） 

 
なお、室内実験②は現在進行中であるため、今後の結

果については、追って報告する。 
 
 

5. 考察 

 
(1)   植え付けた深さによる違い 
室内実験①および②の結果、植え付けた深さによって

発芽状況・生長状況が異なることが確認された。 
発芽については、尖端部が乾燥すると発芽しないこと

が確認され、乾燥しないように注意する必要があること

が考えられた。また、植え付けた深さが深いほど地上面

まで到達するのに時間を要することが確認され、生長効

率が悪いことが考えられた。 
生長については、室内実験①の結果、植え付けた深さ

が深いほど、根が伸長し、茎が低くなることが示唆され

た。茎が低いことは他の植物からの被圧を受けやすいこ

とが考えられ、その後の生育が困難となる可能性が考え

られた。 
これらのことから、植え付けた深さは、尖端部が乾燥

せず、地上面までの距離が比較し短いことが望ましいこ

とが考えられた。 
 

(2)   植え付けた向きによる違い 
室内実験①および②の結果、植え付けた向きによって

発芽状況・生長状況が異なることが確認された。 
発芽については、向きに関らず発芽が確認されたが、

第2次実験のA1の様に尖端部が露出する状態では発芽し

なかった。また、B2の様に下向きの植え付けでは茎が

地上面に現れるのに時間を要することが確認された。 
生長については、地上部の高さでは縦上、根の長さで

は横が最も伸長した。なお、実験結果②は未整理である

ため、今後の検証が必要である。 
これらのことから、植え付けた向きによって、顕著な

差は確認できなかったが、実験結果②により再検証して

いく必要がある。 

 

(3)   現時点でのドングリ植え付け時の留意点 
室内実験①および②の結果をもとに、現時点での植え

付け時の留意点について整理した。 
 
○尖端部が乾燥すると発芽しない 
○植え付け深さが深過ぎると発芽しない、または茎が

短い 
 
今後は、実験結果②の整理を進め、留意点を再考して

いくとともに、ドングリ重量と茎や根の長さとの関係を

整理することで、植え付けの深さや向きによる生長状況

の違いについて確認を行う。これにより、より効果的・

効率的となる植え方について検討を進める。 
 
 

6. おわりに 

旭川紋別自動車道（丸瀬布遠軽道路）では、自生木本

種の保全や道路景観向上を目指した道路緑化や植樹会を

実施し、その際にミズナラを多く使用してきた。本稿で

は、ミズナラの効率的な育成方法を検討するためドング

リの植え方の違いによる発芽率、生長率の違いに関して

実験・調査を行った。 

今後はさらに実験を進め、ドングリの植え方や重量、

茎や根の長さの違いによる生長状況の確認を行い、効率

的に道路緑化を行う方法を検討する事が重要である。 
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