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ヒメコマツ実生苗におけるさし木発根でのオーキシン処理の効果
Effect of auxin on rooting in cutting of Pinus parviflora var. parviflora
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要旨：千葉県房総丘陵のヒメコマツは寒冷期の遺存植物として地史的・植物地理学的な観点から大変貴重であるが，
近年急激に個体数が減少し個体群消失が危ぶまれている。そこで，系統保護の方法として東京大学千葉演習林では
2012 年よりさし木試験を実施している。クロマツ・アカマツのさし木では発根を促すため，さし付け直前に切口を発
根促進剤オーキシン（0.4％IBA）に 5 秒間浸漬する高濃度瞬間浸漬法が広く知られているが，投与量が多いと発根が
減少することもある。本研究ではオーキシン処理を変えた条件（原液 5 秒，40 倍希釈液に一昼夜，浸漬無し）でのヒ
メコマツさし木の発根の違いについて検証した。さし付けは密閉挿しでおこない，供試木には同一母樹で花粉親の違
う 2 系統の人工交配実生苗を使用,し 2014 年 3 月にさし付けて 12 月に発根調査を行った。その結果，40 倍希釈液に
一昼夜浸漬処理で約 60％，原液 5 秒間浸漬では約 40％浸漬無しであっても約 25％の発根率であった。以上から今回
の実験条件では 40 倍希釈液に一昼夜浸漬する浸漬法が最適と考えられた。
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表－１． ヒメコマツさし木結果
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Ⅳ おわりに
今回の試験では，40 倍に希釈した合成オーキシン
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図－１． 処理別の発根率
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