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|総説|

樹木さし穂のホルモン処理*

祥治***民雄**・大賀近藤

録

優良形質木の大量増殖に最もかなった増殖方法として，通常さし木あるいは取り木が

取り上げられる.クローン増殖がうまくいくかどうかは，多くの場合さし木あるいは取

り木での発根の善し悪しで決められてしまう.このときにみられる不定根形成の原動力

は，もともと無傷の個体で作動している内生オーキシン固有の発根制御作用と考えられ

る.従ってさし穂のホルモン処理は，極性移動する内生オーキシンが持つ本来の器官形

成能に対する強化助長の処理とみなすことができる.オーキシン処理およびオーキシン

以外のホルモンによる処理について概説すると共に，オーキシン処理の際発根部位にあ

たる，さし穂の基部でどのような生理的反応が進み，あるいは増幅されているか，主と

して発生上の対応と生化学的反応とに分けて紹介した.さし穂のオーキシン処理は従来

含浸とか，塗沫といった一段の処理として取り扱われているが，むしろ誘導処理と始動

処理とからなる二段の処理として取り扱うのが適当と判断された.つまり根の原基発生

への誘導処理と，それに続く原基発達への始動処理とからなるこ段処理として取り扱う

のが，処理の実際面からも，また発根の仕組を理解する上からも妥当と考えられた.ま

た内生オーキシンには発根について，促進と制御といっ 2つの相反する作用の内生が予

想され，誘導期には前者が，始動期には後者の軽減除去がそれぞれ優先することで発根

促進がもたらされると理解される.

キーワード:不定根形成，植物ホルモン，オーキシン，サイトカイニン，ジベレリン，

アブシジン酸，エチレン，直接発根，カルス経由発根，ペルオキシダーゼ，土壌細菌接

種，形質転換体

抄

はじめに

さし木増殖の際発根しやすいものと，しにくいものがある.さし穂の発根のしやすさか

ら木本植物が3グループに分けられることがある (Blakesleyetαl.， 1991a). 第一のグル
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ープはヤナギ，ポプラのように一年生のシュートにすでに根の原基ができていて発根の容

易なもの，第二のグループはシナノキ，ハンノキのように根の原基は持たないが，不定根

の原基を生じやすいもの，第三のグループはマツ，モミのように根の原基を持たず，しか

も不定根の原基ができにくいものがそれである.第三のグループの場合には発根処理が必

要となる.木本植物のさし木についての生理的基礎知見は，現在のところ充分とはいえず，

さし木増殖が難しいケースが少なくない.従って基礎知見の集積が不充分であることの大

きな原因として，木本植物のさし木増殖試験の難しさがあげられる.この難しさは主とし

て形質の揃ったさし穂言排ヰの入手が困難であり，そのために再現性の良い結果が得にくい

ことによる.このような欠点を避けようとして均質な種子からの発芽直後の芽生えや，匹

軸さし穂が供試され(例えばAtzmanetαl. 1996)，あるいは組織培養で得られるミクロシ

ユートからのさし穂が使用されたりしている(例えばl1arbageand Stimart， 1996a). 

木本植物の組織培養によるミクロ増殖では通常先ず多数のミクロシュートが誘導され，

ついで誘導ミクロシュ トについて発根処理が行われ，得られた発根シュートは馴化処理

を経て鉢あげされている.この場合最も注意を必要とする過程は発根処理であることがサ

イプシス (Capuanaetαl.， 1997)，スギ(谷口・近藤， 1997)およびクリ (Goncalveset 

αl.， 1998)のミクロ増殖で，それぞれ報告されている.ミクロ増殖に限らない，前述の第

三グループのさし木増殖では通常発根処理が行われる.発根処理としてはさし穂が採取さ

れる親木について行うものと(例えば近藤， 1998)，さし穂そのものについて行うものと

がある.後者の場合にもさし穂の発根部位に割裂などの物理的処理をするものと，化学薬

剤で処理するものとがある.これらのうち最も広く利用されているのはオーキシン類を中

心とするホルモン処理である.

2.オーキシン処理一般

植物についてみられる内生オーキシンの生理作用のーっとして，発根促進作用があげら

れる.さし穂のオーキシン処理はこのような内生オーキシンのレベルアップを計り，本来

の発根促進作用を強化補完しようとする処理とみなすことができる.従って内生オーキシ

ンのレベルが高いか，あるいは組織感度が充分である場合にはオーキシン処理の必要はな

い.これが前述の第一あるいは第二のグループの場合である.また内生オーキシン固有と

みなされる発根促進作用については次ぎの観察から，その実体の一端をうかがうことがで

きる.無傷の個体で茎頂を切断除去するか，あるいはオーキシン移動阻害剤で処理すると

発生する根の数が激減し，ときには完全にみられなくなる.しかし切断除去された茎頂の

替わりにオーキシンを投与すると，発根の回復がほぼ完全にみられるようになる

(Marks， 1996). このことからオーキシン固有の発根作用の実体がうかがえる.

無傷の個体の主根でみられる側根形成は，内生オーキシンにより誘導される.一方さし

穂の不定根形成はオーキシン処理により促進されるので，側根形成と不定根形成とはオー

キシンが誘導する同じ生理作用に基づくものと考えられる.

オーキシン処理剤として使用されるものは， IAA (インドール酢酸)， IBA (インドオ

ール酪酸)， 4 CHAA (4-クロロインドール酢酸)， PAA (フェニル酢酸) (以上4者は

天然オーキシン)， NAA (ナフタレン酢酸)，エチクロゼート (5-クロロインダゾール酢
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酸エチル)およびNAM(ナフチルアセトアミド) (以上3者は合成オーキシン)などであ

る.これらのうちIBA，エチクロゼートおよびNAMは植物生長調節剤として登録されて

おり，発根促進に最も広く使用されているのはIBAである.これは一般にIBAが比較的安

定であるために，発根にはやや不安定なIAAよりも，むしろ好都合とされるからである

(Epstein and Ludwig-Muller， 1993).リンゴのミクロさし穂の発根促進で投与されるIBAは，

組織に取り込まれた後その一部がIAAに変換し，生じたIAAはIBAと共に発根に有効に働

くとされている (vander Krieken etαl.， 1992). 一方トウモロコシの芽生えについて，

IAAがIBAに変換することが示されているので (vander Krieken etαl.，1993)，植物組織中

でIBA=IAAの相互変換が進み，その際の反応機構は脂肪酸生合成の場合と同じだとされ

ている (Normanlyetαl.， 1995). IBAがIAAより安定とされているが，実際に測定してみ

ると代謝速度にはそれほどの差はみられず，むしろそれぞれ複合型からもとの遊離型への

加水分解の容易さの違い (Wiesmanet al.， 1988)，あるいは複合型そのものの酸化され易

さの違いのためとされている (Epsteinand Ludwig-Muller， 1993).最近IAAの塩素置換体

の天然状態での存在が知られ，むしろ置換体の方が強い発根促進作用を示すとされている

(Pan and Tian， 1999). 

発根促進のためのオーキシン処理は単用ばかりではなく，他の薬剤と共用され，種々の

処理と併用されることも少なくない.生長抑制剤とオーキシンとの併用がしばしばみられ

る.オリーブさし穂の発根促進に生長抑制剤パクロブツラゾールが併用され，また単用で

は効果のない尿素 リン酸塩も併用されると効果を発揮し，とりわけ発根後の生き残りに

有効とされている (Wiesmanand Lavee， 1995).パクロブツラゾールとの併用の際にみら

れる発根の共役効果の原因は，内生オーキシンのレベルアップにあるようだとされている

(Pan and Tian， 1999).不定根形成促進処理として，最近ある種の土壌細菌の接種が注目

されている.ここでは，固有のDutchelmの病害に抵抗性を持ち，しかも発根性の良いニ

レのクローンを得ょうとして，空中取り木による増殖を試みた例を紹介する (Rinalloet 

al.， 1999). オーキシンを含む植物ホルモン混合液による処理，および土壌細菌接種処理

が試みられている.空中取り木でみられる発根は各単独処理では不充分であったが，両者

の併用で好成績が得られたとして，併用処理の有効性が強調されている.その他オーキシ

ン処理の際，包接化合物を形成することで知られているシクロデキストリンを添加すると

発根率が急増するとされている (Bruttietαl.， 2000). カラマツのミクロシュートの発根

には， L-フェニールアラニンとの共用が好結果をもたらし (ugitaetαl.，1997)，パラの

ミクロシュートの発根処理では品種にもよるが，オーキシン濃度と共に塩類濃度を調整す

ることが望ましいとされている (Arnoldetαl.，1995). またヒマラヤイチイのさし木増殖

では，フロログルシノールや合成殺虫剤パピスチンとの共用が効果を示すとされ (Nandi，

1996)，興味あることにオーキシン類相互の混合使用もまた有効であるとされている.実

例として，マングローブの 5種類のさし穂についてIAAとNAAあるいはIAAとIBA，それ

ぞれの混合使用が好成績を与え，各オーキシンの相乗作用の結果とされている (Bask，

1995). 

発根処理の手続きとしては，先ずさし穂の基部に不定根の原基を誘導する誘導処理に始

まり，次いで誘導された原基を根の発達に向けて始動させる始動処理が続き，最後に根の

形態形成を促進させる処理で終わる順序で進められる.さし穂のホルモン処理は最初の誘
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導処理に相当し，その中心は前述のようにオーキシン処理である.後続する始動処理は原

基の発達を促す処理であり，通常オーキシンがない条件下で進められる.いずれにしても

オーキシン処理を中心とするホルモン処理は，後続する始動処理があって発根促進をもた

らすことになる.同じような経過がオウトウの組織培養での，不定距形成とオーキシン処

理との場合にもみられる.オウトウの根から誘導されるカルス培養では，不定匹形成に高

濃度オーキシンを必要とするが，形成された不定匹の生長のためにはオーキシンがない状

態が必要であるとされている (Michalezukand Druart， 1999). 

3.オーキシン以外のホルモンによる処理

ホルモン処理一般を通してみると，低濃度で処理した場合には発根促進が，高濃度で処

理した場合には発根抑制がみられると考えてよいようである.しかし不定根形成はホルモ

ン濃度のほか投与方法，親木の発生段階，内生ホルモンのレベル，組織の感度などにも左

右されるので，低濃度処理したからといって必ず発根促進がみられるとは限らない.むし

ろ他要因の影響の方が強く現われ，これに被覆されてしまうことも少なくないので，充分

注意する必要がある.

ピニアパインの芽生えをサイトカイニンで処理すると，側根の発生が抑制される(例え

ばAtzmanetαl.， 1996). さし穂の発根についてもサイトカイニン処理で抑制がみられる

ことが多い. 2年生のCitrus属の幹にラノリンペーストとしてサイトカイニンを塗布する

と，側根の数が減るばかりでなく，それからのさし穂の発根率も低下するとされている

(Sagee et al.， 1990). またCitrus属の組織培養の際，ミクロシュートの再生に使用される

ベンジルアデニンの濃度について，高濃度で誘導されるシュートほど発根成績が劣るとさ

れている (Moreina-Diasetαl. ， 2000). 

ジベレリンは根の原基形成を抑制するばかりでなく，低濃度投与の場合を除くほとんど

の場合，原基の発達および根の伸びを抑制する(高橋・増田， 1994a). ただしCitrus属に

ついてGA3処理による若返りを施した親木からの，さし穂の発根率は向上するとされ

(Sagee etαl.， 1990)，一方親木の根の肥大生長はジベレリンにより抑制される (Tadeoet 

αl.， 1997).前述のようにオリーブのさし穂について，ジベレリン生合成阻害剤とオーキ

シンとの併用は発根促進に有効とされ (Wiesmanand Lavee， 1995)，同じような結果がモ

モの緑枝さし穂について (Wiesmanetαl.， 1989)，また 3年生のロブロリパインについて

(Barnes and Kelley， 1992)，それぞれ報告されている.

エチレン処理ではしばしばエホテン(商品名エステル)が使用され，ときにACC(アミ

ノシクロプロパン・カルボン酸)も使用される.エチレンは根の伸びを抑制するとされて

いるが(例えばBertelland Eliasson， 1992)，ノルウェートウヒの芽生えさし穂の発根では

促進が認められ (Bollmarkand Eliasson， 1990)，ハイピスカスのさし穂についてエチレン

作用抑制剤を使用した結果からは，発根阻害は認められなかったとされている (Seresket 

αl.，1998). このようにエチレン処理の結果は一定していない.これは発根におよぼすエ

チレンの作用がさほど大きくないためと考えることもできるが，一方不定根の誘導および

生長には，ある厳密なレベルの内生エチレンを必要としており，それより多くても少なく

ても抑制的に働くと説明するものもみられる (Mensuali-Sodiet al. ， 1995). 
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内生ABA(アブシジン酸)のレベルが低いときABA処理すると，不定根形成が促進さ

れることが，ポプラおよびハコヤナギの萌芽枝からのさし穂について報告されている

(Blake and Atkinson， 1986). ABA処理すると硝酸塩還元酵素活性およびインベルターゼ活

性が増大することがチコリーの根で観察されており，このような結果を裏付けているよう

に思われる (Goupiletαl.， 1998).一方通常の伸びを示す根ではABA処理すると抑制がみ

られるとされ (Piletand Sangy， 1987)，実際にもヤナギのさし穂で抑制が報告されている

(Fromm， 1997).従って，低濃度領域ではABAは根の原基の発生を促進するが，通常の生

理的濃度では根の原基の発達，あるいは根の伸びを抑制すると考えてよいようである.

ヤナギのさし穂でスペルミジン(ポリアミン類)は発根を促進するとされ (Fromm，

1997)，発根しにくい果樹のさし穂についてプトレシン(ポリアミン類)で処理すると，

発根のよくなるもの(リンゴ，オリーブ)，無効のもの(クリ，アーモンド)および発根

率が落ちるもの(クルミ)がそれぞれみられる.一般に内生ポリアミンレベルとの関係は

逆相関とされ，レベルの低いものほど発根率の向上が著しいとされている (Rugi凶， 1993). 

リンゴなどのさし穂の発根は，グルタチオンやジチオスレトールのようなチオール化合物

によって強く促進され，しかもチオール化合物にはオーキシン類で時としてみられる，植

物毒性が全くないとされている (Anderset，1996). 

以上から現在のところ，単用でオーキシンに替わり得る実用的な発根促進剤は見つけに

くく，わずかにパクロブツラゾールなどジベレリン生合成阻害剤との併用が注目されるに

過ぎないようである.

4. オーキシン処理時の生理的対応

前述のように，オーキシン処理は内生オーキシン固有の性質を一段と強化，助長する処

理とみなされる.内生オーキシン固有の生理作用というのは，オーキシンの極性移動に伴

って起こる一連の生理作用のことであり，その一般的なパターンは次のとおりである.根

に向けて茎頂を出発するオーキシンは，まずシュート部を求基移動する.その際頂芽優勢

を推進して側芽や側枝の伸びを抑え，次いで茎幹部に入り形成層の活性化を誘導して肥大

生長を進め，ついに根に至り発根作用を発揮して，主根の伸びと共に側根の発生を誘導す

るプロセスのことである.求基移動の最終段階での発根促進作用が，オーキシン処理に期

待される固有の生理作用とみなされる.内生オーキシンの移動経路としては，師部(師液)， 

木部(蒸散流)および形成層領域の 3経路が知られている (Cambridgeand Morris， 1996). 

そのなかで固有の生理作用，なかでも発根促進にかかわるものは形成層領域移動の内生オ

ーキシンである.

前述のように，さし穂の発根が最も容易な第一グループの樹木は，さし穂を取る前にす

でに根の原基を持つので誘導処理の必要はない.オーキシン処理が期待され，あるいは必

要とされるのは主として第三グループであり，この場合には発根に向けて，先ず根の原基

がさし穂の基部に誘導されなければならない.この原基誘導に与かるのがオーキシン処理

であり，オーキシン固有の発根作用が有効となってくる.この場合オーキシンは根の原基

の発生を誘導するが，誘導された原基の発達やその後の根の伸びには無関係か，もしくは

抑制的に働くとされている (Wightmanet al.， 1980; Ross et al.， 1983).従ってオーキシン
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には根の原基発生誘導作用と共に，原

基発達抑制作用もみられることになる.

オーキシン処理の際，さし穂の基部

の組織では外生オーキシンを受けてど

のような対応がみられ，どんな生理反

応、が増幅され，あるいは新生している

のであろうか.原基形成にかかわる発

生上の対応，および酵素活性などにか

かわる生化学的対応など，いくつかの

項目に分けて取り上げてみる.

根の原基発生促進

イースタンホワイトパインの脹軸さ

し穂について， NAA処理した際の根の

原基発生とオーキシン濃度との関係が

図 1に示されている (Goldfarbetαl.， 

1998).濃度と共に原基数が増し最適濃

度らしいものがみられる.また原基発
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Fig. 1 Effect of NAA concentration on treatment of 

roots or root primordia formed on eastern 

white pine hy似M∞tlcuttings. 

図lオーキシン濃度と根の原基数(イースタン

ホワイトパイン駆軸さし穂) (Goldfarb et 

αl. ， 1998) 

生の時期が早められ，さらに原基数の増加と共に原基発生部位の拡大がみられるとされて

いる.アボガドのミクロさし穂のIBA処理時での発根率は未処理のものとさほど変わらな

いが，根の総数はオーキシン濃度と共に増すとされている (Garcia-Gometzetαl.， 1994). 

またリンゴのミクロシュートの不定根形成におよほす培地pHの影響について，外生オー

キシンの取り込み量を通してpHは発根数に関係し (Harbageetαl.， 1998)，しかも根の原

基数を決めるものは，オーキシンのレベルに限らないとされている.例えばトウモロコシ

の主根の先端を切断除去すると未処理のものと比べ，側根原基の数は増すが内生オーキシ

ンは未処理のものと同じレベルであったとされ (Golzand Pilet， 1987)，オーキシン以外の

要因の関与が示唆されている.

根の原基発育抑制

前述のようにオーキシンは側根原基の発生を誘導するが，誘導された原基の発達はむし

ろ抑制する.このようなオーキシンの抑制作用は，さし穂のオーキシン処理の際処理時間

を延長すると，根の数がかえって減少するとされる (Eliasson，1981). またオーキシン投

与量が多いと発根は劇的に減少し，もろいカルスができるにすぎないことからも知ること

ができる (Routetαl.， 2000).つまりせっかく誘導された根の原基の発達が，処理後残存

するオーキシンによって抑え込まれるということである.さし穂のオーキシン処理の際，

しばしばパルス処理と呼ばれる短時間浸漬が試みられたり(例えばDiaz-Salaetαl. ， 1996)， 

あるいはオーキシン処理後速やかにオーキシンを含まない培地に移されたりするのも(例

えはlIarbageand Stimart， 1996)，このようなオーキシンによる抑制作用からの回避を狙っ

た処理ということができる.クルミの種子の構成組織別に発根能と内生オーキシンとの関

係が検討され，その結果内生オーキシンが少なく，サイトカイニンの多い子葉結合部の発
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根能が高いことが示されている.これは明らかにオーキシンによる抑制力が小さく，しか

もサイトカイニンの多い若い組織のせいと解釈されている (F巴itoet al.， 1996). この他パ

ラのミクロシュートの発根処理に際して，培地にオーキシンが添加されると根の長さが短

くなるとされている (Arnoldetαl.， 1995). このように根の原基形成以降の段階に進んで，

なお残存オーキシンがみられることは発根促進にとって好ましくないことになる.ピニア

パインの芽生えの先端にサイトカイニンを与えると，茎頂に与えた放射性IAAの求基的移

動量が増え，側根発生部位でのオーキシン集積量が増大し，側根発生数がかえって減少し

たとされている (Atzmanetαl.，1996). この場合，明らかに内生オーキシンの増大が側

根発生の抑制をもたらしたと考えられる.

直接発根とカルス経由発根

発生上の対応として，さらに直接発根とカルス経由発根との関係を取り上げてみよう.

さし穂の不定根形成では通常基部の維管束からの直接発根と，基部の切断面に先ずカルス

を生じ，ついで、カルス中に木化が進み不定根を生ずるカルス経由発根とがみられる.一般

に発根の難しいさし穂で無処理の場合には，カルス経由発根が多くみられ直接発根は少な

い，しかしオーキシン処理すると直接発根が多くなり，カJレス経由発根が減るとされてい

る (Goldfarbetαl. ， 1998;右田， 1997). カルス経由発根では，維管束結合が不充分な場合

が多く好ましくないとされている (Nandietαl.， 1996).スコッチパインの匹軸さし穂に

ついて，無処理の場合にはカルス経由発根しかみられないが， IBA処理すると初期では直

接発根のみがみられ，時聞が経つとカルス経由発根が共存するようになり，最後にはカル

ス経由発根がほとんどになるとされている (Grom∞sand von Arnold， 1988). しかしオー

キシン処理しでもカルス経由発根しかみられない場合もある (Haissig，1990; Nandi etαl.， 

1996; Schwarz et al.， 1999). これは発根の極めて難しい樹種や品種あるいは個体の場合で

あり，発根所要期聞が長いのが通常とされている(宮島， 1989). いずれにしてもォーキ

シン処理は，カルス経由発根といった対応よりも直接発根といった対応を優先し，それは

オーキシン処理による脱分化がカルス経由といった形で継続されるか，あるいは分裂中心

形成に切り換えられるかによると考えられる.老齢木からのさし穂の発根は，幼齢木から

のものに比べ難しいとされている.組織培養で得られるミクロシュートについても，親木

の老幼による発根性の違いがそのまま引き継がれることがあり，クリのミクロシュートの

場合がそうである.この場合組織解剖の所見からすると，老幼ともオーキシン処理により

細胞分裂は活性化されるが，幼齢のものでは分裂中心形成に向けて進み，一方老齢のもの

では形成層細胞の並層分裂促進にとどまるとされている (Ballesteretαl.， 1999). オーキ

シン処理は若い組織では脱分化さらに新分裂中心形成をもたらし，古い紙織では脱分化を

もたらすことができず，既存の形成層始原細胞の活性化にとどまるものと考えられる.

内生オーキシンのレベルアップ

生化学的対応のうち著しいものとして，内生オーキシンのレベルアップをみてみよう.

オーキシン処理ではさし穂の基部における内生オーキシンのレベルアップをもたらし，こ

の上昇は一時的で、あり，ほどなく低下してしまう.オーキシンとして広く使用されるIAA

(Nordstrom etαl.， 1991)， IBA (Garcia -Gomez et αl.， 1994) の場合のほか， NAA 
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(Hausman， 1993)および生長抑制との併用 (Panand G凶， 1997)の場合を含め，共通して

内生IAAのレベルアップが報告されている.従ってここでみられる内生IAAのレベルアッ

プは，各オーキシンの取り込みによる直接の増加というよりも，むしろマングロープさし

穂の場合と同様に (Basaketαl.， 1995)，オーキシン相互間の相乗作用 (synergism) によ

る増加と考えられる.レベルアップの大きさについては 2倍とも (Garcia-Gomez，1994)， 

3.5倍とも (Noitanetαl.， 1992) されており，後続するダウンについては漸減の場合

(Garcia-Gomez， 1994; Noitan etαl.， 1992) と，急減の場合 (Hausman，1993) とが知られ

ている.セコイヤの老・幼クローンからのミクロシュートについて，オーキシン処理時の

レベルアップは幼若相からのものが著しい.しかも幼若相からのものでは主としてIAAに

ついて，成熟相からのものではIBAについて，それぞれアップが著しいとされ，生長相移

行の立場からも注目される (Blazkovaetαl.， 1997).前述のようにオーキシン処理により

内生オーキシンレベルは上昇し，次いで下降するが，この下降と並行するようにインドー

ル・アセチルアスパラギン酸 (IAAsp)のレベルアップが進む場合が多い.つまり内生

IAAとIAAspは一方が減れば他方が増えるといった，相互補完の関係におかれることが多

い (Ruginietαl.， 1993; Nordstrom etαl.， 1991; Hansman， 1993). IAAspというのは，オー

キシンとアスパラギン酸との複合型のことであり，オーキシン複合型としてはこの他，グ

ルコースとのエステルなども知られている (Blazkovaetαl.， 1997).多くの植物では，遊

離オーキシンよりむしろ複合型の方がより多く見出されるが，木本植物では複合型の含有

量が少ないのが一般的だとされている (Sundbergand Uggla， 1998). IAAspの生理的役割

については，加水分解を受けて容易にIAAを解放するので内生オーキシンの貯蔵型と考え

られたり，あるいは供給源として役立つとされたり (Garcia-Gometzet al.， 1994; Blazkova 

dαl.， 1997)，ときには系内の過剰オーキシンを消去し，内生オーキシンレベルの恒常値

への回復に役立つとされている (Hausman，1993; Nordstrom and Eliasson， 1991). 

ペルオキシダーゼ活性

植物に広く見出され，過酸化水素を水素受容体として種々の物質の酸化を触媒する酵素

を，広くベルオキシダーゼと呼んで、いる.このうちさし穂の発根の立場から注目されるの

は，オーキシンおよびオーキシン関連化合物を酸化分解するベルオキシダーゼである.ベ

ルオキシダーゼ活性が増大すれば，オーキシンの酸化分解が進むので内生オーキシンレベ

ルが下がり，逆にベルオキシダーゼ活性が低下すれば酸化分解が抑えられるので，内生オ

ーキシンの集積が進むと予想される.そうであればペルオキシダーゼ活性の大小がさし穂

の発根にかかわることが予想され，このような立場からペルオキシダーゼ活性を取り上げ

た報告がいくつかみられる.

発根部位にあたるさし穂の基部について測定されるペルオキシダーゼ活性は，親木から

さし穂を切断採取した直後急減し，次いで活性の回復増大が後続するとされている

(Blakesley etαl.， 1991b). また採穂時にみられるこのようなベルオキシダーゼ活性の小さ

な変動が，オーキシン処理により大きく増幅され，急激な変動として発現することがいく

つか報告されており (Matoetαl.， 1988; Ranzit etαl.， 1988; Hansman， 1993; Hansman et 

αl.， 1995; Rout etαl.，2000). ポプラシュートについての測定結果を図 2にみてみよう

(Hausman etαl.， 1995). 7時間のオーキシン処理後，オーキシンを含まない培地に移し
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ている.オーキシン処理なしでは発根はみ

られない.オーキシン処理で発根が進み，

ベルオキシダーゼ活性は急増し次いで急減

し，オーキシン不在培地に移すとほぼ横ぱ

いになっている.インドの雨の少ない地域

で早生樹とされているSimaroubaglaucaの

ミクロシュートについて，オーキシン処理

後発根に向けて進む発生段階とベルオキシ

ダーゼ活性は良く符号しているので，ベル

オキシダーゼ活性は発根の良いマーカーの

ようだとされている (Routetαl.， 1999). 

しかし，さし穂のオーキシン処理によるベ

ルオキシダーゼ活性の変動の増幅が，その

まま発根促進につながるかどうかについて

は，まだ最終的な結論が得られていない

(Goncalves et αl.，1998). 

同化産物の動員

インゲンの有葉匹軸さし穂の発根につい

ての以前の報告をみると，葉に投与された

放射活性炭酸ガスに由来する同化産物が，

オーキシン処理したさし穂の基部に無処理

のものより多く動員されて集積しているとされている (Altmanand Wareing， 1975). この

場合基部に投与されたオーキシンが，葉の同化産物を基部に向けて移動させ，そこに集積

させたと解釈されている.このような同化産物の植物ホルモンによる移動集積はしばしば

HDT (hormone directed transport) と呼ばれる.オーキシンがシンク強度を増大させ，そ

のために同化産物の移動集積が増大したとするよりも，むしろ同化産物の師部輸送を促進

し，そのための移動集積の増大だとされている (Patrikand Steains， 1987). この場合明ら

かに同化産物の集積増大は，発根促進のー要因とみなしてよいようである.

Fig.2 Peroxidase activity in the basal part of 

poplar sh∞ts kept for 6 or 7 h on auxin and 

non-auxin medium， and then transferred 

to non-auxin medium. 

図2発線処理時のポプラミクロショート基部

ペルオキシターゼ活性の推移 (Hausman

etα1.， 1995) 

特定遺伝子の発現

ロブロリパインの発芽後20-30日齢の若い匹軸さし穂は，ホルモン処理すると発根する

が， 50日齢以降のものは処理しでも発根しない.オーキシン処理後 1-2日の若いものか

らのmRNAが調べられ，これに対応する遺伝子は，以前広葉樹の活発な成長部位について

報告されている遺伝子群のα-expansinsであることが示され，これが不定根形成に向けて

開始される細胞分裂に関係するらしいとされている (Hutchinsonetαl.， 1999). また前述

のように，ニレの抵抗性クローンの空中取り木による増殖の際の発根率は，ホルモン混合

液処理と土壌細菌接種との併用により大きく向上する.このとき土壌細菌から親植物に組

み込まれたT-DNA中のrolB遺伝子の発現が，オーキシン処理により強く推し進められる

ための発根率の向上だとされている.このroLB遺伝子はオーキシン代謝に与かると考えら
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れている(Rinalloetαl. ， 1999). 

このようなオーキシン処理についての，初期対応遺伝子の発現機構については，次のよ

うに説明されている (Abel and Pheologis， 1996). オーキシンは先ずレセプターに受けとめ

られ細胞内に取り込まれる.取り込まれたオーキシン・レセプター複合体は， トランス作

用因子として対応遺伝子のプロモータ一部のシス因子と結合し，結合することで初期対応

遺伝子の転写反応が一段と促進されるという説明である.なおこのとき対応遺伝子産物と

してのタンパク質は，この転写反応促進をむしろ阻害するとされている (Guilfoyleet al. ， 

1998). しかし現在同定されている初期対応遺伝子の多くについて，それらの遺伝子産物

である酵素タンパク質の生理的機能については，類推にとどまるものが多く大部分不明の

ままである (Abeland Th巴ologis，1996). 

5.オーキシンによる発根促進の仕組み

不定根形成のプロセスを根の原基形成以前と，それ以後の原基発達とに分けた場合，前

述のようにオーキシン処理はもっぱら前者の原基形成以前のプロセスを促進するにとどま

り，後者の原基形成以後のプロセスはむしろ血書するか，もしくは無関係のままとされて

いる (Wightmanet al.， 1980; Ross etαl.， 1983). このように不定根形成を原基形成の前・

後に 2分するもののほか，発生上の指標を追って次のように 4分割するものもみられる

(Blakesley et al.， 1991). 1)脱分化，始原細胞新生， 2)放射方向対称構造構成， 3)原

基形成， 4)原基発達，発根.この場合オーキシン処理が促進するとされる，原基形成以

前のプロセスとはどの段階を指すであろうか.発根に向けてオーキシンが働きかける期間，

いわゆる誘導期は始原細胞新生前までの期間とされたり (Hausman，1993; ， 1997)，ある

いは少し進んで，初期の細胞分裂を含む放射方向対称構造の構成前までの期間とされたり

している (Diaz-Salaet al.， 1996; Lund et αl.， 1996). いずれにしても始原細胞における細

胞分裂開始前後までの期間を，誘導期とみなしてよいようである.オーキシン処理は不定

根形成を促進し，このとき内生オーキシンの急増がみられ，次いで減少が進むとされてい

る.それでは原基形成から原基発達を経て進む発根プロセスと内生オーキシンの増加と，

それに続く減少とはどのような対応関係にあるのだろうか.内生オーキシンの急増期が原

基形成の誘導期にあたり，後続する内生オーキシンの減少期が，原基形成開始から発達に

およぶ始動期にあたるとするのが一般的である (Noitonetαl.， 1992; Hansman， 1993; Rout 

dαl.， 1996). つまり原基形成の誘導期がオーキシンレベルの上昇の時期に相当し，誘導

期の終点が内生オーキシンのピーク時期であり，同時に原基形成の開始点にあたるという

理解である (Hausman，1993). 

内生オーキシンレベルの規制要因

さし穂の不定根形成は，基部の内生オーキシンレベルの上昇や下降に強く左右されると

考えられる.そこで基部の内生オーキシンレベルを規制する要因について考えてみよう.

不定根形成が進むさし穂の基部では，茎頂から移動してくる内生オーキシンの集積が予想

される.さし穂の基部の切断面では採穂のあと，癒傷組織としてのカルスを生じ，あるい

は保護物質の生合成や沈着が進むので(今関， 1991)，茎頂から極性移動してくるオーキ

シンの流れはせき止められて貯留することになり，オーキシンレベルは押し上げられると
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予想される.このようなさし穂の基部でのオーキシンの貯留集積は，オーキシン処理の有

無とは関係なく進み，さし穂の不定根形成にとって大切な前提条件の一つになっている.

オーキシン処理はこのような前提条件を一段と強化し，集積量の増大をもたらすものと考

えられる.

共存し投与される別の植物ホルモンの存在が，内生オーキシンレベルをしばしば規制す

ることが知られている(高橋・増田， 1994c). 図3から明らかなようにジベレリンあるい

はサイトカイニンが共存し，あるいは投与されると内生オーキシンレベルは上昇し，対照

的にエチレンあるいはアプシジン酸では，レベルは下降すると予想される.別の植物ホル

モンに限らず，オーキシン処理そのものが，内生オーキシンのレベルアップを相互間の相

乗作用によりもたらすことは前述のとおりである.

すでに述べたように，複合型オーキシンは比較的容易に遊離型オーキシンに移行し，こ

の移行は可逆的とされるので，遊離オーキシンレベルの変動に複合型オーキシンの存在が，

深く関わっていると考えられる.ポプラのミクロシュートについて，オーキシンレベルと

IAAspの動きとの関係を示した図 4をみてみよう (Hausman，1993). IAAspレベルの上昇

がIAAレベルの下降に， IAASPの下降がIAAの上昇に対応、しており，両者は経時的によく

連動している.また投与されたオーキシンは，生体内酸化反応を受け代謝分解されていく

が，この反応は不可逆的とされ一方的に進行する.オーキシンの酸化反応には脱炭酸ガス

を伴い，ペルオキシダーゼが関与するものと，脱炭酸がないまま始まるベルオキシダーゼ

とは別の酸化酵素が関与するものとがあるとされている(高橋・増田， 1994b). このよう

な酸化反応が活発であればあるほど，オーキシンレベルの下降が激しくなることは言うま

でもない.以上，いくつかの要因がからみ合って内生オーキシンレベルが決められ，オー

キシン処理もまたその要因のーっとして関与するものと考えられる.

内生オーキシンレベルの変動と発根

Fig. 3 Effect of plant hormon interactions on endogenous levels of individual hormones 

図3植物ホルモン相互の内生レベルへの影響(高橋・増田， 1994c) 
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Fig . 4 Changes in the auxin content of poplar shoots grown on a r，∞ting medium during the first 13 days. 

図4 IAAとIAAspの発ね処理時の動き (Hausman，1993) 

不定根形成の誘導期がオーキシンレベルの上昇の時期に，原基形成開始から原基発達に

およぶ期間(始動期)がレベルの降下の時期にそれぞれあたると考えられる.一方オーキ

シンは原基形成を促進し，しかも原基発達を抑制すると考えられるので，誘導期には原基

発生促進が，始動期には原基発達抑制の軽減消去が，それぞれ進むとしてオーキシン処理

による発根促進の仕組みが説明されることになる.以下この説明を支持する事項をいくつ

か示す.

先ず後続する内生オーキシンレベルの低下が，そのまま原基形成開始の契機となってい

るとする報告がいくつかみられる.ポプラのミクロシュートについて，発根とATPaseと

の関係がいくつかみられる.ベルオキシダーゼ活性の増大が内生オーキシンを低下させる

とされ (Bellamineand Gaspar， 1998)，またアボガド (Garcia-Gomezetαl.， 1994)および

ポプラ (Hausman，1993)，それぞれのミクロシュートについて，発根時の内生オーキシン

が検討された際，主としてIAAspの増大が内生オーキシンレベルを低下させるとされてい

る.いずれの場合も内生オーキシンの低下が原基形成と並行して進むと考えられている

(Feito etαl.， 1996). またさし穂の発根帯でオーキシン処理後ある時間をおいて始めてペ

ルオキシダーゼ活性がみられるようになり，その大きさと発根とは正比例の関係にあると

され (Panand Tian， 1999)，この場合にも内生オーキシンレベルの低下と，発根の契機と

の関係が示唆されているようである.

発根促進のためのホルモン処理は一段処理と考えるよりも，むしろ二段処理つまり原基

発生をもたらす誘導処理と，それに続く原基発達を促す始動処理とするのが適当なように

思える.誘導処理の中心はオーキシン処理であり，内生オーキシンのレベルアップを内容

とし，始動処理はパルス処理とか (Diaz-Salaet αl.，1996)，オーキシン処理後のオーキシ

ンフリー処理とかが (Harbageand Stimart， 1996b)それであり，内生オーキシンのレベル

ダウンを内容とする.クリのミクロシュートについてオーキシンによる誘導処理よりも，

むしろ培地条件を含め始動処理の方が重要であるとされ (Goncalvesetαl.，1998)，始動期

の低オーキシンレベルの重要性が指摘されている.

内生オーキシンは誘導期には原基発生を促進し，始動期には原基発達を抑制するとされ

ている.あるときは促進し次は抑制するといった，生理作用についてみられる一見矛盾す
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るような対応の違いは，どのように説明されるのであろうか.オーキシンに対する組織の

感度が発生段階によって異なるためと報告されている.つまりオーキシンに対する組織感

度が誘導期にはプラスに，始動期にはマイナスに働くとして説明されている.モンテリパ

インの匹軸さし穂について，ジベレリンが原基形成以前には原基発生を抑制し，原基形成

中にはその進行を促進し，原基形成以後は再びその発達を抑制するとされている (Rosset 

al.， 1983). また最近やはり不定根形成の際，オーキシンに対する感度の変化が3段階に

分けて進むとして引用されたものをみることができる (Taylorand van Staden， 1997). こ

のような組織感度の推移は当然対応する生理作用の変化をもたらし，発生促進から発生抑

制への移行を無理なく説明しているようである.

6.むすび

樹木さし穂のホルモン処理はさし木苗育成の際，かなり以前から広く実施されていなが

ら発根の仕組みについては現在でも不明な点が多いままである.今後一段と解明が進むと

共に，それがさし木技術の実際面に反映されることが望ましい.実際面では発根の誘導処

理もさることながら，むしろ始動処理について一段の工夫と考察とが加えられることを期

待したい.土壌細菌接種による発根改善，あるいは発根容易な形質転換の作出が，それぞ

れリンゴ (Lambertet αl.， 1998)，およびセコイヤ (Mihaljevicet αl.， 1999)のミクロさし

穂について報告されている.ホルモン処理と相まって，発根の難しい第三のグループに区

分けされる樹種や品種の数を減らす方向の研究展開もまた必要なように思われる.
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Summary 

Cuttings and saplings are utilized for the breeding of excellent quality tree. Th巴r∞tformation 

ratio is the most important factor on the cloning treatment. Adventitious r，∞ts formation is pro-

moted by the controlling capacity of au氾n.The hormone treatment of the cuttings results in the 

effective mechanism of auxin. 

We reviewed the treatment of auxin and the other hormones， and then discussed to the physio-

logical and biochemical reaction for the rooting formation position on the cuttings. The auxin 

treatment of cuttings consists of the two phases of introduction and initiation phenomenons. 

Endogenous auxin role is concluded to act promotion and control for the r∞t formation. 

Key words: abscisic acid， adventitious root， auxin， callus， cytokinin， ethylene， gibberellin， 

hormone， peroxidase， root formation， soil bacteria inoculation， transformant 
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