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4.1 ゼニゴケとは

4.1.1 進化的位置付け

世界中に広く分布し，日本でも建物の日陰などで比較

的容易に見つけることができる．一般には「嫌われ者」

のゼニゴケだが，進化的には興味深い生物である．植物

は水中で出現した光独立単細胞生物に起源を有し，約４

億5000万年前に陸上化を果たしたと考えられている．そ

の後，コケ植物が陸上植物としては最も初期に分岐し，

植物の系統において「基部陸上植物」と位置付けられて

いる（図1）．一般には一つの植物群として扱われがちな

コケ植物であるが，実際には「タイ類」「セン類」「ツノ

ゴケ類」という，それぞれが４億年を超える進化の歴史

をもつ３つの群で構成されている．そして，コケ植物の

中でもさらに基部に位置すると考えられているのがタイ

類であり ，タイ類の代表とも言えるのがゼニゴケ

（Marchantia polymorpha）である．遺伝子ターゲティン

グが容易なことで知られるヒメツリガネゴケ

（Physcomitrella patens）もコケ植物ではあるが，セン類

に属する．ゼニゴケは陸上植物の進化を考える上で極め

て重要な位置にあり，現在の多様化した陸上植物に見ら

れる様々な現象の理解に大きく貢献すると期待されてい

る．

4.1.2 生活環

ゼニゴケの生活環は種子植物のものとは大きく異な

り，配偶体，すなわち半数体（n）の状態が大半を占める

（図2）．ゼニゴケにおける生殖生長への移行機構は不明

であるが，長日条件および遠赤色光照射により促進され

ることが報告されている ．ゼニゴケは雌雄異株であり，

性染色体をもつ（雌，n＝８＋X；雄，n＝８＋Y）．生殖

生長相に移行すると雄株は造精器をもつ雄器托を，雌株

は造卵器をもつ雌器托を形成する．雄器托に雨などの水

がかかると造精器より運動能のある精子が放出される．

精子は２本の鞭毛を用いて水中を泳ぎ，周辺の雌株上の

造卵器に到達して受精が成立する．受精卵（2n）は体細
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ゼニゴケは，陸上植物の進化を考える上では基部陸上植物の１つとして鍵となる存在である．近年，

形質転換法やゲノム情報などの分子生物学的ツールが整備され，実験生物として注目されはじめてい

る．新たなモデル植物としてのゼニゴケの特性を紹介しつつ，その基本的な扱いについて紹介する．

The basics of cultivating the liverwort  L.

Katsuyuki T.Yamato,Kimitsune Ishizaki,Takayuki Kohchi
 

The liverwort Marchantia polymorpha L.is one of the basal land plants that occupies a key position in the
 

evolutionary tree of land plants.This inconspicuous plant is easy to grow,cross,and transform,and its genomic
 

resource is being accumulated,which has made it an emerging model plant.Here we describe basic protocols
 

to culture,cross,and store M. polymorpha plants and cultured cells.

１)京都大学大学院生命科学研究科遺伝子特性学分野

図1：植物の進化系統樹と陸上化
ゼニゴケは約4.5億年前に最初に陸上化を果たした植物の現
生種であると考えられている（文献 より改変）．
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４．ゼニゴケの培養法
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胞分裂を続けた後，減数分裂を経て半数体の胞子（n）を

形成する．胞子は発芽して葉状体へと生長する．葉状体

には杯状体と呼ばれる器官が形成され，その中に多数の

無性芽が生じる．個々の無性芽は杯状体底部の始原細胞

１個に由来し，成長して葉状体となる．無性芽はそれを

生じた個体のクローンなので，遺伝的に均一な植物体を

容易にかつ大量に得ることが可能である．

4.1.3 形態

ゼニゴケの形態は単純であり，栄養生長相では葉状体

が主たる器官である（図2）．生長点は葉状体の先端部に

位置し，周期的に二分して特徴的な二叉構造を形成する．

ヒメツリガネゴケの茎葉体の葉は１層の細胞層からなる

が，ゼニゴケの葉状体には分化した細胞からなる複数の

組織層が見られる．葉状体の表面は気室と呼ばれる構造

で構成される（図3）．気室上部は１層の細胞層からなり，

中央にガス交換のための気室孔がある．気室孔は気孔と

類似しているが，気孔のように開閉することはない．気

ゼニゴケの培養法

図2：ゼニゴケの生活環
ゼニゴケは，通常は配偶体（n）として存在し，胞子体（2n）である期間は受精後胞子を形成するまでの限られた期間のみである．
また，無性生殖でも有性生殖でも増殖することができる．

図3：葉状体の断面
葉状体は異なる組織に分化した細胞層で形成されている．表
層は気室が占めており，内部には葉緑体に富む細胞が多数存
在する．気室には気室孔（矢頭）が存在し，ガス交換を行う．
白線は100μmを示す．
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室内には葉緑体に富む細胞が多数存在し，同化組織を形

成している．気室層の下には葉緑体に乏しい大型の細胞

層があり，葉状体の裏面には鱗片や仮根が形成されてい

る．生殖器官としては，有性生殖に雌器托および雄器托，

無性生殖に杯状体および無性芽を形成する．

4.1.4 ゼニゴケを用いた研究

ゼニゴケは世界各地に分布する身近な植物であったこ

とから，古くから研究され，19世紀前半からゼニゴケに

関する学術論文が発表されている．興味の対象は分類の

他，進化，形態形成，光応答，遺伝，二次代謝など多岐

にわたる．ゼニゴケを用いた研究のうち植物科学にイン

パクトを与えたものとして，1986年の大山らによる葉緑

体DNA完全解読を挙げることができる ．葉緑体ゲノ

ムの全容が明らかになったことで，光合成装置を構成す

る数多くの因子の存在が示された．また，植物としては

初めてミトコンドリアDNA および性染色体DNA が

解読され，陸上植物の進化を考察する上でも鍵となる情

報を提供している．

4.1.5 モデル光合成生物としてのゼニゴケ

基部陸上植物であるタイ類は植物の陸上化後最も早く

分岐したことから，現生陸上植物の共通祖先がもつ「単

純さ」を保持していると考えられる．実際，著者らの研

究で，タイ類ゼニゴケにおいて制御系の遺伝子構成が比

較的単純であることが示唆されている．例えば，植物の

主要な光受容体フィトクロムの遺伝子はシロイヌナズナ

で５個存在するのに対し，ゼニゴケでは１個である．シ

ロイヌナズナなどの被子植物では，組織や環境に応じた

精巧な制御を行うことができるが，これは制御系遺伝子

群の重複によるところが大きい．しかし同時に，遺伝子

の重複はその制御系を理解する上で大きな妨げとなる場

合が多い．この点で，単純な制御系を備えたゼニゴケは

植物における様々な制御系を理解するための優れたモデ

ルとなりうる．

ゼニゴケは実験生物としても適している．まず，生活

環のほとんどが半数体の配偶体であるため，変異処理後

直ちに表現型を観察することができ，変異体の作出に有

利である．また，雌雄異株であるため，除雄などの操作

が不要で交配が容易である．有性生殖および無性生殖の

いずれでも増殖し，交配による子孫の作成およびクロー

ンの作成・維持が可能である．さらに，遺伝子の機能解

析に必要不可欠である形質転換法も確立されている．胞

子を発芽させて約１週間の組織を用いることで，パー

ティクルガン法でもアグロバクテリウム法でも核ゲノム

への遺伝子導入が可能である（5.3a石崎らの項参照) ．

特に後者は１度の処理で多数の形質転換体を得ることが

でき，当代で表現型を観察することができる ．また，葉

緑体DNAの形質転換はシロイヌナズナでは困難である

が，ゼニゴケでは培養細胞・植物体を問わず可能である

（5.3b千代田らの項参照)．

昨今のモデル生物に欠かせないリソースとして，ゲノ

ム情報がある．これまでゼニゴケのゲノム情報は，オル

ガネラ，性染色体およびESTに限られていたが，米国エ

ネルギー省Joint Genome InstituteのCommunity Se-

quencing Programによりゼニゴケ全ゲノム・ショット

ガン・シーケンシングが実施されることが2007年に決定

されている（http://www.jgi.doe.gov/sequencing/why/

99191.html）．本稿執筆時点ではパイロット段階である

が，近く本格的に解読作業が開始される予定である．

4.2 標準系統

著者らが実験に用いているゼニゴケには培養細胞およ

び植物体があり，いずれの系統も筆者らの研究室より分

与している．

4.2.1 培養細胞

熊本大学の小野らにより確立されたもので ，ゼニゴ

ケ葉緑体およびミトコンドリアDNAの全塩基配列解読

にはこの系統が用いられた ．増殖能に優れ，均一な細

胞を大量に得ることができる．また，他の多くの培養細

胞系統と異なり葉緑体が発達しているため，光合成・葉

緑体の実験に適している．

4.2.2 植物体

著者らは京都に自生するゼニゴケを採取し，単一の無

性芽に由来する標準系統を確立した（表1) ．いずれの

系統も無性芽の無菌培養により継代されている．前述の

通り，ゼニゴケ葉状体は半数体であるため，いずれの系

統も基本的に「純系」である．しかし，同一群落から採

取した雄株と雌株であっても遺伝的多型が見られるので

注意が必要である．現在までにTak-1株をTak-2株に

４回戻し交配した植物体が得られている．なお，Ｙ染色

体塩基配列の解読にはTak-1株が用いられ，全ゲノム配

列解読にはこの戻し交配株が用いられる．

4.3 培養法

ここでは培養細胞および植物体の培養方法について解

説する．いずれの培養法も，光および温度条件は以下の

通りである．

光量：連続光50～60μmol photons m s（約20～

30cm離して並行に設置した２～３本の40W 白色蛍光

252009 低 温 科 学 vol.67



灯から約30～40cm下の光量）

温度：22℃（30℃前後で生育が阻害される）

4.3.1 培養細胞

ゼニゴケ培養細胞の維持には光照射が必須なので注意

すること．

4.3.1.1 液体培養

綿栓もしくはシリコ栓で栓をした三角フラスコに，そ

の表示容量の1/4程度の1M51C液体培地（表2）を加え

る（例：300mlフラスコなら70ml程度）．約10mlの培

養細胞懸濁液を加え，130rpmで培養する．１週間毎に培

養細胞懸濁液10ml程度を新しい培地に加えて継代す

る．

4.3.1.2 固体培養

1M51C寒天培地（表2）を用いる．約１ヶ月に１回継

代する．

4.3.2 植物体

ゼニゴケ植物体は開放的にも無菌的にも培養できるの

で，実験に適した培養法を選択する．

4.3.2.1 無菌培養

植物体の無菌培養には0M51C寒天培地（表2）を用い

る．著者らは直径9cm，深さ2cmのプラスチック

シャーレに厚さ1cm弱の寒天培地を調製している．植

物体を植えた後，シャーレの外周を通気性のある粘着

テープ（例：3Ｍ社製マイクロポア サージカルテープ）

でシールする．継代は，まず新しい培地に滅菌水を数滴

たらし（図4A），無性芽を杯状体ごと採取（図4B），新

しい寒天培地に移し（図4C），滅菌水を数滴垂らして無

性芽を培地表面に拡げる（図4D）．この際，先曲がりピ

ンセットを利用するとよい．約１ヶ月で次世代の無性芽

を回収できる．

無性芽の代わりに葉状体断片を新しい培地に移植して

もよい．生長点を含む断片はその生長点が生長を続け，

生長点を含まない断片は切断面から新しい葉状体を再生

する．但し，無性芽を用いた場合の方がより良好に増殖

する．

4.3.2.2 開放培養

タッパーやカップなどの適当な容器にバーミキュライ

表1：ゼニゴケ Marchantia polymorpha L.標準系統

系統名 略記 性 採取場所 文献

Takaragaike-1 Tak-1♂ 宝ヶ池周辺（京都市左京区） ８）
Takaragaike-2 Tak-2♀

Kitashirakawa-1 Kit-1 ♂
京都大学理学部附属植物園 友金ら（未発表)

Kitashirakawa-2 Kit-2 ♀

かつては雄株雌株共に「Ｅ系統」と呼ばれていたが，常染色体に多型が存在するため，
現在では別系統として扱っている．

表2：培地および各種ストック溶液の組成

0M51C/1M51C培地（1l用）
10×0M51Cストック溶液 100ml
2％ スクロース 20g
0.03％ Ｌ-グルタミン 0.3g
0.1％ カサミノ酸 1.0g
・1M51C培地の場合は2，4-Dストック溶液2mlを
加える
・1N KOHでpH5.5に調整する
・固体培地とする場合には寒天14gを加える
・15～20分間オートクレーブ滅菌
・室温または４℃で保存

2，4-Dストック溶液（50ml用）
2，4-ジクロロフェノキシ酢酸 25mg
・1N KOH水溶液を適宜加えて溶解させた後にメス
アップ
・－30℃で保存

10×0M51Cストック溶液（4L用）

KNO 80g
 

NHNO 16g
 

MgSO・7HO 14.8g
 

CaCl・2HO 12g
 

KHPO 11g
 

EDTA-NaFe(III) 1.6g
 

B5-微量成分溶液 40ml
 

B5-ビタミン溶液 40ml
0.75％ KI溶液 4ml
・－30℃で保存
・100mlずつチャック付ポリ袋に分注して保存する
と便利

B5-微量成分溶液（100ml用）

NaMoO・2HO 25mg
 

CuSO・5HO 2.5mg
 

CoCl・6HO 2.5mg
 

ZnSO・7HO 200mg
 

MnSO・7HO 1g
 

HBO 300mg
・－30℃で保存

B5-ビタミン溶液（100ml用）
イノシトール 10g
ニコチン酸 100mg
ピリドキシン塩酸塩 100mg
チアミン塩酸塩 1g
・－30℃で保存

26 ゼニゴケの培養法



トを3～4cm厚になるよう敷き，Hyponex の500～

1000倍希釈溶液を注ぐ．この際，Hyponex 希釈溶液の

液面がバーミキュライトの表面を超えない程度にする．

無性芽，葉状体あるいは胞子を植え，バーミキュライト

が乾燥しないよう留意する．霧吹きなどで植物体に直接

水分を供給すると良好な生育が期待できる．数週間に１

度Hyponex の500～1000倍希釈溶液を与える．

【注意】葉状体は乾燥に弱いので，培養装置・培養室など

で風が直接当たらないようにする．逆に，密閉容器内で

育てると湿度が過剰となり，形態異常，不稔，微生物の

繁殖といった悪影響を及ぼすことがある．

4.4 交配法

4.4.1 生殖器誘導

上述の通り，ゼニゴケを生殖生長相に誘導して交配す

るには遠赤色光（730nm付近）が必要である．しかし，

一般的な白色蛍光灯には遠赤色光が含まれていないた

め，以下に挙げる方法で遠赤色光を補う必要がある．正

常な生殖器形成には遠赤色光が継続的に必要であり，途

中で遠赤色光照射を中止すると生殖器形成が中断されて

稔性を失うので注意する．

4.4.1.1 LED
 

LEDは単色光光源として優れ，消費電力が少なく寿命

も長いので植物育成用の光源としての利用が広まってい

る．現在，遠赤色光LEDは複数のメーカーから入手可能

で，著者らは三洋電機株式会社製のLED光源システム

（近赤外線LED基板：MIL-IF18(A），発光極大波長734

nm，半値巾13nm 光源フレームMIL-U200，光源コン

トローラMIL-C1000T）を利用している．白色蛍光灯の

間にLEDパネルを設置し，その直下に植物体を置く．２

週間程度で生殖器の形成が始まるが，雄の場合精子を生

じるまでにさらに２～３週間を要する．遠赤色光LED

はゼニゴケの安定した生殖器誘導に極めて有効である

が，初期投資が大きいのが難点である．

4.4.1.2 遠赤色蛍光灯

遠赤色光LEDの代わりに遠赤色蛍光灯を白色蛍光灯

に加えて使用してもよい．この場合，40W 白色蛍光灯１

本に対し，20W 遠赤色蛍光灯２本の割合で設置する．遠

赤色蛍光灯は東芝（FL20S-FR-74）から入手可能である．

遠赤色光を加えた植物育成用蛍光灯も市販されている

が，期待される効果は得られていない．

4.4.1.3 白熱電球

80～100W の白熱電球で連続照射する．植物体との距

離は40～50cmが適当であるが，多量に発生する熱線を

カットするために熱カットフィルターが不可欠である．

著者らは市販の角形シャーレ（例：Corning社製431110

番）に約50mM EDTA水溶液を封入したものを白熱電

球の直下に吊り下げて使用している．白熱電球は多量の

熱を発生するため，十分な冷却能力を備えた培養環境で

使用すること．

4.4.1.4 自然光

自然光（太陽光）は可視光に加えて遠赤色光も含むの

で，長日条件で生殖生長相へ移行する．しかし，30℃程

度の気温が継続する環境では生殖器の形成が抑制される

ようである．日長が不足する季節であれば，遠赤色光を

含む光源で補光する必要がある．

4.4.2 交配

ゼニゴケは運動能のある精子で受精する．この際水を

必要とする点が，花粉を用いる被子植物とは大きく異な

る点である．

4.4.2.1 精子の採取

雄器托（目安として直径5mm以上）にパスツールピ

ペットで水をおき，数分間放置する（図5A）．精子が放

出されると，水が白濁するのが肉眼で確認できる．見に

くい場合には，雄器托上の水をパスツールピペットなど

透明度の高い器具で吸い上げるとよい．位相差顕微鏡

（400倍程度）があれば精子の運動能を確認しておく．

4.4.2.2 交配

採取した精子をパスツールピペットを用いて直径およ

図4：無性芽の無菌的継代
Ａ，シャーレに滅菌水をたらす．Ｂ，杯状体ごと無性芽を採取
する．Ｃ，シャーレに移す．Ｄ，ピンセットで拡げる．
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び柄の長さが2～3mm程度の雌器托にかける（図5B）．

受精後約１ヶ月で胞子嚢が成熟し，胞子を回収すること

ができる．

※注意：乾燥すると胞子嚢が裂けて胞子が飛散し，収率

や滅菌効率が低下する．受精後３週間程度で，高湿度

が保たれる環境（ラップによる保湿，より大きな透明

密閉容器など）に移すと，胞子嚢の裂開が遅れて無傷

の胞子嚢を採取しやすくなる．

4.5 系統保存方法

ゼニゴケ植物体の系統保存には胞子を用いるのが最も

確実であるが，交配しなければならない点が短所である．

確実性という点で改善の余地が残されているものの，葉

状体および無性芽も長期保存が可能である．培養細胞に

ついては通常の継代以外の保存法は試されていない．

4.5.1 胞子

無菌培養が必要なければ，胞子嚢を自然乾燥させた後，

シリカゲルとともに冷蔵または冷凍保存するだけでよ

い．以下に無菌培養を必要とする場合の操作を解説する．

［試薬と機器］

２×滅菌液（0.4％ 次亜塩素酸ナトリウム（購入した

ものを100％原液として），0.2％ TritonX-100，滅菌水，

先の細いピンセット２本，シャーレ，実体顕微鏡，照明

器具，クリーンベンチ

［実験方法］

胞子嚢の滅菌

１．実体顕微鏡下，胞子嚢を傷つけないよう採取する．

この時，胞子嚢の付け根をつまむようにすると破裂

を防ぐことができる（図6A）．

２．胞子嚢を500μlの水が入った1.5mlサンプル

チューブに入れる（水に浸けることで胞子嚢が破け

るのを防ぐ）．

以下の作業はクリーンベンチ内で無菌的に実施する．

３．胞子嚢が入ったサンプルチューブに２×滅菌液を

500μlずつ加えて穏やかに転倒混和後，1.5～２分間

放置．

４．滅菌液をピペッティングで取り除き，滅菌水を1ml

加えて穏やかに転倒混和して洗浄する．

５．胞子嚢を潰さないようにゆっくりと液をピペッティ

ングで取り除き，再び滅菌水を1ml加えて穏やかに

転倒混和して洗浄する．（この時，破れる胞子嚢もあ

るが，少なければ問題はない）

６．５．を繰り返す（計３回の洗浄を行うことになる）．

７．胞子嚢を潰さないようにゆっくりと液を除く．

８．乾熱滅菌した大粒のシリカゲルを２～３個入れて，

サンプルチューブのキャップを密閉する（図6B）．

室温もしくは冷蔵庫で保存する．著者らの経験では

最低半年は発芽率の低下は見られなかった．

4.5.2 葉状体

0M51C寒天培地に生育しているものを暗所，４℃で保

存することができる．この時，乾燥を防ぐためにシャー

レのシールをパラフィルムに交換する．無性芽を新しい

0M51C寒天培地に移植してすぐに冷蔵保存を開始した

ものの方が生存率がよく，５年以上保存できた例もある．

長期保存には微生物のコンタミネーションに特に注意が

必要である．

図5：ゼニゴケの交配法
雄器托上に水をのせると精子が放出される（左）．精子を含む
水（白濁している）をパスツールピペットで雌器托にかける
（右）．白線は1cmを示す．

図6：胞子の回収と保存
Ａ，滅菌処理が必要な時は，胞子嚢を傷つけないよう根本の
部分をつまんで採取する．背景の目盛りは1mmである．
Ｂ，胞子嚢（黄色）をシリカゲル（青色のビーズ）と共にサン
プルチューブに入れる．
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4.5.3 無性芽

適切に乾燥処理された無性芽は長期保存に耐える．著

者らの経験では，無性芽の乾燥は0M51C寒天培地上の

葉状体を培地ごと自然乾燥させるだけでよく，例えば継

代後の古い葉状体をこの目的に流用できる．乾燥が進む

につれ葉状体は枯死して変色するが，杯状体内の無性芽

は濃緑色を保っている．これをサンプルチューブなどに

回収して冷蔵または冷凍保存する．なお，杯状体からこ

ぼれ出て水分を吸収した無性芽は乾燥保存に適していな

いようである．著者らは４℃で２年間の保存に成功して

いる．但し，生存率が著しく低下する場合があるため，

重要な系統を保存する場合には補助的にのみ用いるべき

である．無性芽の確実な保存法については，無性芽が乾

燥耐性を獲得する機構とともに今後の研究に期待され

る．

＊遠赤色光を含む光環境やスクロースを除いた0M51C

培地上では，杯状体の形成が抑制されるので注意する

こと．
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