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短報

ケヤキ高齢・希少木の秋に水挿した不定枝からの萌芽枝を外植体とした

繰り返し培養によるクローン増殖*

原口雅人**.1 

「広瀬神社の大ケヤキjは樹齢 L000年といわれており，肢芽培養によるクローン増殖が困難とされている。このため，秋期

に得た外植体を同じ苗条伸長培地で繰り返し培養する新たな肢芽培養法を検討した。 10月下旬に幹に発生した直径およそ 2cm

の不定枝を採取した。この不定枝を水挿しし発生した新梢の節小片を 3.4mg/L硝酸銀および3μMBAPを含む苗条伸長用の Z

培地で培養した。 3cm以上に伸長した苗条を O.1μM IBAおよび3μMlAAを含む発根用の R培地で培養し，残った外植体を

元の試験管に植え戻した。この工程を最大5回繰り返して得られた 187本の苗条の発根率は 63%だが，基部が肥大した時点で

明所に移した場合は 84%であった。また. ]ij頁化・育苗の成功率は 76%であった。大量増殖を必要としない天然記念物や銘木

個体の保存において，本法は継代培地が不要で効率的なクローン増殖法と考えられた。

キーワード.ケヤキ，高齢木，クローン増殖，苗条伸長培地，繰り返し培養

Masato Haraguchi (2014) Clonal Propagation by Repeated Cycle Culture of Explants of Sprouts from Adventitious Twigs 

Dipped in Water in Autumn of an Old and Valuable Zelkova serrata Makino. J Jpn For Soc 96: 146-149 The Great Zelkova of 

Hirose Shrine (Zel.ιova se庁 αωMakino)is considered to be about L 000 years old and is reportedly difficuIt to propagate by axiIIary 

bud culture. Therefore， a new method of propagation was studied for this佐 田 Adventitioustwigs， which grew企omthe trunk， were sam-
pled in the end of October. The twigs were dipped in water， and nodal explants of the sprouts were cultured in Z medium for shoot 

elongation. Elongated shoots longer than 3 cm were cultured in R medium for rooting， and the remaining explants were re-cultured in the 

original test tubes. The shoots were cultured up to five times with a rooting rate of 63 %. The shoots were maintained in darkness until 

the base of the shoot enlarged and showed a rooting rate of 84 %. After accIimation and growth in a nursery， the plantIet survival rate 

was 76 %. This method is effective for the preservation of natural monuments and precious仕eesthat do not require mass propagation. 

Key words: Zelkova serrata， old tree， cIonal propagation， shoot elongation medium， repeated cycIe culture 

1.はじめに

ケヤキの高齢木には国・県などの天然記念物に指定され

ている個体が多いが，樹勢に衰弱が認められるものが少な

くない。クローン保存の要望があるが，挿し木は一般に母

樹の樹齢が高くなるほど発根が困難で、あり(森下・大山

1972)，接ぎ木では技能を有するほか，台木の不親和や成

長・形質への影響が懸念される。

一方，ケヤキは有用な広葉樹であり，育種の一環として

成木の版芽培養によるクローン増殖が試みられてきた。し

かしクローンによって増殖率・発根率に差があることが

報告されており，培養が困難な個体のクローン増殖が課題

となっている(原口・中村 1995;山本・袴田 2004)。

狭山市に成育する埼玉県指定の天然記念物「贋瀬神社の

大ケヤキ一号木」は樹齢1， 000年といわれる(贋瀬神社

2011) が，近年は衰弱し， 2012年に樹勢回復が処置され

ることとなった。その一方で 地元からクローンの保存が

要望され，肢芽培養によるクローン増殖を試みた。

この個体は，腕芽培養の過程で特に継代培養で不健全な

成育を示し，伸長量もわずかで増殖が困難と報告されてお

*この報告の一部は第3回関東森林学会で口頭発表した。

り(中村 1998，rSYHJが本個体)，中村(未発表)は肢

芽培養によるクローン苗生産を「困難(初代培養のみ可能)J

と分類している。また，筆者が2月に採枝し既報(原口

1998) に準じて 70個の外植体から増殖を試みた場合も }II買

化できた苗木は 3本であり増殖困難な個体と考えられた。

このようなことから，再度，培養法を検討し樹勢回復

のために切除される予定の幹の不定枝を秋に採取し，枝の

水挿しによって得られた萌芽を外植体に用い，外植体を同

じ版芽伸長培地に繰り返し植え戻すことで多数の苗条を得

て，発根培養で幼植物を得る服芽培養法を確立した。この

ことで，既法より効率的なクローン苗木の増殖が可能と

なったので報告する。

E 材 料 と 方 法

1.苗条伸長培養

「贋瀬神社の大ケヤキ一号木J (贋瀬神社 2011) のおよ

そ5mの高さの幹に発生していた基部直径およそ 2cmの

不定枝を 2012年 10月下旬に採取した(図-1)。採取した

枝は，小枝および冬芽を切除し，およそ 30cmの長さに切

り分けた。これらの枝を水挿しし， 日当りの良い部屋のく

日連絡先著者 (Correspondingauthor) E-mail: haraguchi.masato@pref.saitama.lg.jp 
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図1.康瀬神社の大ケヤキ(左)および供試不定枝(右)

The Great Zelkova of Hirose Shrine (Ieft) and sampled adventitiolls 

twigs (暗ht)

もりガラスの散乱光が当たる窓際に置き，気温は成り行き

とした。2・3日ごとに水を交換し萌芽の発生を誘導し

た(以下「水挿し法J)。
初代培養は水挿しした 18日後および 22日後に行った。

水挿し法で得られた萌芽から，頂芽および2・3節までの

軟弱な部分を切除しおよそ 10cmの基部を採取した。葉

と托葉を除去した後，これらを 3節程度ごとに分割し，

70%エタノール 1分間， 6倍希釈の次亜塩素酸ナトリウム

溶液(食品添加物，有効塩素 4%以上)に 15分間， 1. 5% 

の過酸化水素水に 10分間の順に浸潰し殺菌した。

以後クリーンベンチ内で，葉柄および節小片の切り口付

近をおよそ 2~3mm 切除し肢芽ごとに節小片を切り分

け，外植体とした。10mLの苗条伸長用の Z培地(表-1)

の入った 18mmX 180 mmの試験管に腕芽を上に向け，外

植体をおよそ 45度に傾けて挿し付けた。

苗条が 3cm以上に伸長した培養物から順次，苗条を基

部から l節程度を残し切り分け，残った節小片(=外植体)

をそのまま培養してきた試験管に植え戻し，苗条伸長を誘

導した。また，この一連の工程を初代培養開始から約 11

週間まで繰り返した。

Z培地 (原口 1998) は，表-1の上の組成試薬から純水

に溶かし，硝酸銀を添加前に BAPを加え，水酸化ナトリ

ウムで pH5.6に調整した後に寒天を加え， 121
0

Cで 10分

間高圧滅菌した。なお，殺菌および培地の試薬は主に和光

純薬社製を用いた。

培養環境は，試験管立てに l列空けて試験管を並べ，室

温は 24"(;一定とし，明期は 12時間 ・約 63μmol'm・2・S-l

の蛍光灯照明下とした。

2.発板培養

苗条伸長培養で 3cm以上に伸長した苗条を， 5mLの発

根用の R培地(原口 1998) が入った 18mmX 105 mmの

試験管に垂直に挿し付けた。なお，培地は表一lの上の組

成試薬から純水に溶かし，ブドウ糖添加後に 2種のオーキ

表 1 苗条伸長用 Z培地および発根用 R培地

The components of Z medillm for shoot elongation and R medillm 

for rooting 

(mg/Ll 

Components Z medium R medillm 

NH.，N03 900 82.5 
(NH.，l，so， 120 

KN03 300 95 
KH2PO， 135 85 
K2SO， 430 

MgSO，'7 H20 370 185 
CaCJ，・2H20 100 22 

Ca(N03l2・4H，O 470 320 

FeNa-EDTA 25 

Fe-Citrate 25 

MnSO，・4H，O 12 11. 15 

ZnSO，・7H20 4.3 4.3 

H3B03 6.2 3.1 

KI 0.15 0.075 

Na，MoO.，'2 H，O 0.25 0.125 

CllSO，'5 H，O 0.25 0.125 

CoCJ，・6H，O 0.025 0.0125 

Nicotinic acid 0.5 0.5 

Thiamine HCI 0.1 

Pyridoxine HCI 0.5 。
Ascorbic acid 2 
Ca-Pantothenate 

myo-Inositol 100 100 

Glycine 2 

Sucrose 30000 

Glucose 10000 
AgN03 3.4 

Ager 6000 6000 

Z medillm is supplemented with 1μM BAP. R medium is supplemented 3μM 

IAA + 0.1μM IBA. pH 5. 6 by NaOH 

シンを加え， pH調整後に寒天を添加し，滅菌を行った。

25
0

Cの暗所ですべての培養物の発根培養を開始しそ

の後は以下の 3種類の条件で培養した。①暗所で発棋した

苗条を随時明所に移動， ②暗所で苗条基部の切り口が膨ら

みはじた苗条を随時明所に移動， ③暗所で基部の膨らみが

認められない苗条を発根培養開始から 13~20 日後に明所

に移動。これらの処理の後は苗条伸長培養と同じ環境で培

養し，発根用培地に移植後およそ 1カ月までの発根の有無

を調査した。

3.順化・育苗

根が 1cm程度に伸長した幼植物を培地から抜き取り，

流水で寒天培地を落とした後 充分に給水した赤玉土小粒

の入った口径 75mmのピニール製ポットに植え付けた。

鉢出しした幼植物をポットとともに，内寸 13.5cm X 40 

CI11 X 18. 5 cmのプラスチック製容器に入れ，明期が 12時

間 ・約 135μ11101'm-2・S-lの蛍光灯照明下で室温 25
0

C，12 

時間の暗期を 15
0

C に設定した人工気象器内で)11買化した。

2013年 4月末， )11買化した苗木を鉢から掘り起こし，赤

玉土小粒:ヤシ殻ピート.もみ殻炭=6:3 : 1 (容積比)

の培土の入った口径 90111111のビニール製ポットに移植し

た。移植後 2週間は適宜かん水のみを行い， 5月中旬から

は植え換え後に効果的とされる N:P : K=6. 5: 6・19の
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粉末液肥(微粉ハイポネックス 6.5-6-19.ハイポネック

スジャパン製)を一般適用希釈 500倍で，また. 6月中旬

からは苗木全体の成長を促すため N: P : K = 20 : 20 : 20 

の粉末液肥(プロフェッショナルハイポネックス 20-20-

20) を一般適用希釈 2.000倍で.1週間おきに施用した。

なお，移植後に成長が休止したので成長の再聞を期待し

て，硬い芽を形成した苗木は葉をすべて切除した。

III.結果と考察

1.苗条伸長培養

水挿し校からは 20日程度で培養可能な 10cm以上の萌

芽が発生 した。他の個体で 12-2月に水挿しした場合は

1-2カ月を要しており(原口 1998).この個体の 2月の

水挿し(原口未発表)では 40日程度であり .10月の水挿

し開始で培養開始までの期間が短縮した。

苗条伸長培養の初代に外植体の雑菌汚染は確認できな

かった。また，植え付けた外植体の版芽は約 1週間後から

伸長を開始した。

培養開始後 20日および 24日にあたる 12月上旬の苗条

長 (1外植体に 10mm以上の苗条が複数伸長している場

合はそれらの長さの合計)は，外植体 52本のうち. 10mm 

未満が最も多く全体の約 29%であったが. 30mm以上 40

111m未満が 2番目に多く約 19%であり. 50mm以上も約

14% あった(図 2)。苗条長 10mm未満を除いた分布は

正規的であり，苗条長 10111m未満の外植体は異質と考え

られた。外植体の由来を明らかにし苗条伸長の劣る外植

体を培養前に排除できれば，より効率的な増殖が可能と推

測された。

およそ 3cm以上に伸長した苗条を切り取った残りの外

植体には，切り取った苗条の基部のJJ夜芽と切り取らなかっ

た短い苗条が残った。この外植体を形成されたカルスごと

元の試験管の培地に植え戻すと苗条の基部のJJ夜芽あるい

は切り取らなかった短い苗条のどちらかがおよそ 3週間で

再び 3cm以上の苗条に伸長し初代培養開始後約 11週間

で 3cm以上の苗条が 187本得られた。

3cm以上の苗条が得られた繰り返し培養回数別の外植

体の度数分布は，培養途中で雑菌汚染された外植体を除く

原口雅人

44本において，初代培養のみが最も多く約 27%であっ

た。しかし植え継ぎが2回でき初代と合わせた 3回で 3

cm以上の苗条が得られた外植体が 21%あり. 5回の植え

継ぎにより 3cm以上の苗条が得られた外植体も 11%あっ

た(図 3)。なお，植え継ぎ回数が多かった培養物では，

苗条成長が大きく 3cm以上の苗条が得られるまでの期間
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図-3. 3 Clll 以上の苗条が繰り返し培養できる外植体の度数分布

(n=44) 

Frequency distribution of explants that repeatedly grew shoots 

longer than 3 CIll. 

表 2.繰り返し培養回数と発根培養条件が発根率に及ぼす影響

Effects of the nUlllber of repeated shoot elongation culture and condition during rooting culture on the rooting rate 

Repeated shoot eJongation cuJture 
Condition in rooling cuJture 

Pri. 1 st 2 nd 3 rd 4 th 

35/54 13/26 4/17 10/14 111 
Under darkness untiJ rooting 

(65) (50) (24) (71) (100) 

Under darkness untiJ the base of the shoot becomes enJarged 
12/16 17/19 14/17 4/4 

(75) (89) (82) (100) 

Under Iight conditions. 13-20 days after cuJtllring with no enJargement 
0/4 2/4 4/8 
(0) (50) (50) 

TolaJ (%) 
35/54 25/42 21140 26/35 9/13 

(65) (60) (53) (74) (69) 

The ratios in the tabJe are the number of rooted shoots/the number of cuJtllred shoots. ( ). rooting rate (%) 

5 th TotaJ 

63/112 

(56) 

212 49/58 
(100) (84) 

0/1 6/17 

(0) (35) 

2/3 118/187 

(67) (63) 
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は短縮した。

このケヤキ個体は苗条の増殖が困難とされてきた。 しか

し幹からの不定枝を用いた 10月からの水挿し法による

萌芽を外植体とし外植体を同じ試験管の Z培地に繰り

返し植え戻すことで，効率良く発根培養に供せる苗条を得

ることができた。

2.発根培養

発根培養 1週間以内に苗条の基音rsが膨らみ始め， 10日

前後で発根し始めた。し か し 苗 条基部が肥大せず，発根

しないものもあった。繰り返し培養回数と発根培養条件の

発根への影響を表一2に示した。初代および繰り返し培養

の各回の発根率は全体の 63%に対してほほ:t10% の範囲

であり，培養回数による発根率に大きな差があるとはいえ

なかった。一方，発根培養を苗条の基部が肥大した時点で

暗所から明所に移した;場合に発根率が最も高 く84% で

あった。 しかし発根まで暗所に置いた場合および暗所で

苗条基音11が未肥大の状態で明所に移した場合は発根率が低

図-4.育苗中の培養苗

Clonal plantlets after 3-month nllrsing. 
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Clonal propagation by repeated cycle clllture of explants of sprollts 

什omtwigs dipped in water， in the alltumn. 

1， Surface sterilization 3fter removal of terminal bud and leaves; 2， Inoculation of 

nodal segment explants in Z medium日orshoot elongation; 3， Shoot elongation 

from axillary buds; 4， Removal of elongated shoot骨omexplant; 5， Transplanta-

tion of shoots 10 rooting (R) medium; 6. Re-inoculation of explants in the origi-

nal test tubes 
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かった。

発根培養では，発根まで暗所に放置せずに，苗条基部が

肥大したら明所に移すと良いと推定された。また， 2週間

程度経て苗条基部が肥大しないものも，明所に移すことで

一部からは発根が期待できる。

3. Jl頂化・育苗

順化工程では，鉢出し 2週間ほどでほとんと会の幼植物は

新しい芽の展開と伸長を開始した。しかし 一部に枯損し

ないものの成長を停止する幼植物があった。また，発根培

養で長期を要して発根したものに活着せずに枯死するもの

があった。

育苗工程では， 4月末の移植後に多く の苗木は成長が休

止し 一部では休眠芽のような頂芽 .JJ夜芽の肥大が観察さ

れた。このため，葉を全て切除すると，苗木は頂芽の展開

とともに伸長 し， 8月上旬には苗高が 30Ct11程度に伸長し

たものもあった (図-4)。

順化を開始した 118本の幼植物のうち， 9月下旬には 10

cm以上に成長した苗木が 43%，10ct11未満が 33%，計

76%が生存し最大苗高は 36CI11に達した。

IV. おわりに

この培養法は， ①秋に水挿し法を開始し外植体を培養

すること， ②初代培養した外植体を繰り返し元の試験管

(初代域地)に植え戻し伸長した苗条を繰り返し得るこ

と， ③ このことで継代培地の調整が不要になった こと，

④ケヤキの培養困難個体の増殖が可能となったことなどが

特徴である。また，この培養法により，水挿し開始からお

よそ l年後には外植体の植え付け本数 52本とほぼ等 しい

51本の成長良好な 10CI11以上のクローン苗が得られた。

本研究で確立されたJJ夜芽培養によるク ローン増殖法を

図-5に示す。この培養法では，初代 ・継代培養で節小片

ごとに分割することによる指数的な増殖率を得ること(原

口 1998) は難しいが，天然記念物や銘木個体のクローン

保存のための苗木生産には十分な増殖法と考えられる。ま

た，継代培地を必要としないことから省力的な培養法とも

いえる。

この研究を実施するにあたり，供試材料の提供に御協力いただい
た肢i瀬村l社の総代長の斉藤義三氏および:1f，f玉県教育委員会の須田
大樹氏にお礼申し上げる。
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