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Summary

To promote the development of bulblets formed from leaf segments of. Lil ium rubel-
lum Baker, the bulblets were excised and subcultured in a modified. Murashige and
Skoog medium (12) (a basal medium) supplemented with different concentrations of a-
naphthaleneacetic acid (NAA) and 6-benzylaminopurine (BA), alone or in combina-
tion, both in diffused light at 150-300Ix and in continuous darkness. In addition, the
leaf emergence from the bulbs obtained by subculture was examined in the field.

1. NAA was the major factor in increasing fresh weight and root numbers of ex-
cised-bulbs. The optimum concentration was 0. 1 mg/l when NAA alone was added to
the basal  medium.

2. Effects of BA on the development of excised-bulbs varied with the concentrations
of NAA added to the basal medium. BA at concentrations of 0.001 mgi I synergistically
increased the fresh weight of the excised-bulbs. In addition, excised-bulbs formed
new adventit ious bulblets when they were cultured in the basal medium supplemented
with more than 0.01 mg/l NAA and less than 0. 1 mg/l BA. However, the addition of
0. 1 mg/l BA in combination with NAA at any concentration added to the basal medi-
um repressed the development of excised-bulbs and the formation of bublets.

3. When the excised-bulbs were cultured in diffused light in the medium contain-
ing 1 mg/l NAA and 0. 1 mg/l BA, the highest increase in fresh weight of the bulbs
occurred, but these concentrations of the growth regulators caused the aberrant growth
of the bulbs. Thus, the bulbscales scarcely grew and the basal part of the bulbs(disc)
enlarged abnormally.

4. Rooting of excised-bulbs was enhanced by the addition of only NAA at concend-
rations of 0. 1 or 1mg/l to the basal medium. However, BA at any concentration les-
sened the rooting of excised-bulbs and at 0. 1mg/l, almost completely inhibited rooting:
when combined with NAA at any concentration.

5. Increases in fresh ,weight, rooting and adventit ious bulblets were generally supe-
rior in the excised-bulbs which had been cultured in diffused light when compared.
to those cultured in darkness.

6. The leaf emergence in the field was more excellent in the bulbs subcultured in
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diffused l ight than in the bulbs subcultured in darkness. NAA and BA supplemented

in the subculture had scarcely any effect on the leaf emergence from the bulbs in the

fleld. In some cases the addit ion of NAA and BA suppressed the leaf emergence, and

the supression was quite noticeable in the bulbs subcultured in darkness in medium

including 0. 1 mg/l BA and NAA at any concentrat lon.

It  can be concluded from these results that the extreme development of bulbs excised

from leaf segments of. L. rubel lutn Baker was performed by subculturing the excised-

bulbs in dif fused l ight in a modif ied Murashige and Skoog medium supplemented with

0 .  1  m g / l  N A A  a n d  0 . 0 0 1 m g / l  B A .

緒  言

著者は組織培養によるヒメサユリの能率的な増殖方法

を検討しているが,鱗 片培養では他の球根植物(7,26)の

場合と同様に 外植体の汚染率が 高いことから(11,13),

鱗片以外の器官の外植体の培養による子球形成を試みた

ところ,葉 や茎の切片,特 に葉切片は汚染による損失も

ほとんどなく,子 球形成能力も他の外植体と比べすぐれ

ていることが わかった(13,14)。しかしながら, 葉切片

から形成される子球の大きさは他の外植体で形成される

子球と比べてやや小さく, これは組織培養の利用目的の

一つである,短 期間のうちに多くの開花球を生産する,

ということと合致しない.葉 切片から形成される子球が

他のものと比べ小さい 原因については 明らかでは ない

が,他 のユリでは茎頂の生長や子球の発達が培地に添加

する生長物質の種類や濃度及び培養環境条件に左右され

ることから(9,19,28), ヒメサユリに おいても葉切片に

セ盛された子球を一たん分離して,そ れらの子球の生長

に適し|た培地及び環境条件で更に培養することにより子

球の発達を促進することができると思われた。また子球

の育成はユリの大量増殖が試験管内で形成された子球の

鱗片を再び培養することによって効率的に行われること

が示唆されている(15,23)ことからも重要と思われた。

本研究では外植体から分離した子球の発達に適した培

養培地及び環境条件を明らかにするため,植 物の分化や

発達に大きな影響を及ぼすオーキシンとサイトカイニン

の濃度とその組み合わせ(5), 及び試験管内での ユリの

球根の分化,発 達及び出葉に影響する明 。暗条件(9,19)

について検討した。またある培養環境条件は圃場での子

球の出葉に影響することから(19,21,27),上述の培地及

び環境条件で育成した子球の出葉を圃場で調査した.

材 料 及 び 方 法

培 地 :培地の調整法や殺菌法は前報(12)に準拠した。

Murashige and Skoogの無機塩培地(10)にグリシンな

ど有機物,50g/1の ショ糖及び 7g/1の 寒天粉末を加え

たものを 基本培地とし(12), 本報告では MS―基本培地

と呼ぶ.こ の MS―基本培地に各実験区ごとに α―ナフタ

レン酢酸 (NAA)と 6-ベンジールアデニン (BA)を 種

々の濃度で添加した 培 地はすべて pH 56-5.7に 調

整 したのち溶解した。それらの培地を約 20 mlず つ 50

ml三 角フラスコに分注し,オ ー トクレープで殺菌した.

葉 切 片 の 培 養 :実験に使用した 子球 はすべて葉切

片培養によって得た。母植物か らの葉の採集方法及び時

期,滅 菌法,各 葉における切片の採取部位及び切片の培

地への置床方法はすべて前報(12,14)に従った.各 葉の

茎部側から採集した 長さ約 5mmの 切片を,MS― 基本

培地に l mg′1の NAAと 0.l mgノ1の BAを 添加した

培地に置床し,暗 条件で培養した.培 養 120日後,業切

片に発達した子球をピンセットと解剖用メスで無菌的に

分離し,生 長物質を含まない MS―基本培地で実験開始

まで暗条件で継代培養した (これらの子球を本報告では

第 1次子球と呼ぶ).

第 1次 子 球 の培 養 :上述の方法で得た第 1次子球

のうち,根 を切除してその生体重が 25 mg以 上の子球

を実験に使用した。 1フ ラスコ当た り3個体の第 1次子

球を種々の濃度の NAA及 び BAを 含む培地に置床し,

特に 述べない限 り各実験区に 5フ ラスコを 用意して,

150～3001xの 白色蛍光燈の散光条件及び 暗条件で培養

した.培 養 60日 後,第 1次子球の生体重増加率と発根

数及び第 1次 子球に新たに形成された子球 (本報告では

これらの子球を第 2次子球と呼ぶ)の 数を調査した。第

1次 子球の生体重増加率は,第 1次 子球が根や第 2次子

球を形成している場合はそれらを切除したのちに,生 体

重を測定して,次 式によって算出した.

第 1次 子球生体重増加率 (%)=

(_言葉露思纂?み
i禽

重漂
亀笏

重
)_×100

第 1次子球生体重増加率の平均値を各フラスコごとに算

出して得たデータについて,Duncanの 多重検定法によ

り各処理間の有意性を調べた.第 1次子球の発根数及び

第 2次子球形成数についても,同 様な方法で有意性を調
●

べた。
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圃 場 に お け る予 球 の 出葉 :上述の異なる培養培

地及び環境条件下で培養した第 1次 子球から根や第 2次

子球を切除したあと,第 1次 子球をよく湿ったバーミキ

ュライトとともに ビニール袋に入れ,3°Cの 暗条件で

60日 間低温処理した.低 温処理終了後これらの子球を腐

葉土 :川砂=2:1(容 積比)の 培土の入ったプラスチッ

ク育苗箱 (45×33×8cm)に 深さ約 3cmに 植え,最 低

夜温 13°Cの 温室で育成 した そして葉が地上部約 lCm

以上に伸長した子球数を調査し,出 葉率を求めた。

結  果

実験 1.試 験 管 内 で の子 球 の 発達

1.置 床 時 の子 球 生 体 重 の 違 い とそ の増 加

率

25 mg以上の子球を任意に選び,生 長物質を含まない

MS―基本培地で明 。暗条件で 60日 間培養した。第 1図

に示すように,明 条件及び暗条件に関係なく置床時に小

さい子球は大きい子球と比べその生体重増加率がやや上

回ったが,置 床時生体重とその増加率との相関係数は明

条件では r=_Q26,暗 条件では r=-0.22(ぃ づれも

p>0.05)で 置床時の 子球の重さとその生体重増加率の

間に高い 相関は認められな かった。 したがって 25 mg

以上の子球を供試する限り,置 末時の子球の重さがその

Light

。
O  o

8

Dark
y'  G:-o.zz)

y==93-0.13、

(mg)
0     100    200    300    400    500

Fresh 、veight Of bulblets at culture

Fig.  1.  Rate of  increase in f resh weight  in bulbs di -
fferent in weight at culture. The bulbs were cul-
tured on a modified Murashige and Skoog medi.

um (12) wi thout  any growth substance for  60
days,  both in l ight  at  150-300 lx (o)  and in
darkness (o) .  The increasing rate was calculated

as described in Table 1.

生体重増加率に大きく影響することはないと半J断し,映

下に述べる実験では 25 mg以 上の子球を任意に選び培―

養した。

2.N A Aと BAの 濃 度 とそ の組 み 合 わ せが子

球 の発 達 に 及 ぼ す 影 響

第 1次子球の生体重増加率,発 根数及び第 2次子球形

成数の結果はすべて第 1表に示した.

第 1次 子 球 の生 体 重 増 加 率 :生長物質を全く含

まないMS―基本培地 (対照区)で 培養した子球の増加率

は,明 条件及び暗条件ではぼ等しく,そ れぞれ 69及 び

68%で あった。生長物質を添加した場合,明 ・暗条件に

関係なく,1)NAAを 単独で添加した場合は 0.lmg′11

が最もよく,他 の濃度ではほとんど効果がなかった ;2)

0.l mgノ1の NAAの 促進効果は 0 001 mg′1の BAの

添加によって更に高まったが,0.lmg′1の BAの 添加は

生体重増加率を抑えた ;3)l mg′1の NAAを 単独で添

加した場合生体重増加率に全 く効果が なかったが,BA

を一緒に添加すると生体重増 加率は向上した。一方,

NAA lmg′ 1,BA O.lmg/1を 含む培地の明条件で子球:

を培養すると生体重増加率は最大であったが, これらの

子球の鱗片の生長は抑えられた り外側へ湾曲し,底 盤部

も他の子球と比べ異常に肥大して対照区の子球と著しく

異なる異常な子球となった.

第 1次 子 球 の発 根 :対照区の子球の うち明条件で

は 61本 ,暗 条件では 1.7本で,明 条件が子球の発根を

促進することがわかった。一方生長物質を添加した培地:

では発根は 0.l mg′1以上の NAAの 添加で促進され,

特に NAAを 単独で添加するとその効果は大きかった。

しかし,この NAAの 効果はBAの 添加によって減少し,

0.l mg′1の BAの 添加は一部の実験区を除いて第 1次 l

子球の発根をほとんど完全に抑えた.

第 2次 子 球 の 形 成 :対照区においても若干の第 2

次子球が形成され,そ れらは明条件でよく形成された.

NAAは 単独ではほとんど効果がなく,0.01 mg′1以 上_

の NAAと ともに O.001または 0.01 mgノ1の BAの 添

加が第 2次子球の形成を促進した。

実験 2.圃 場 に お け る第 1次 子、球 の 出葉

1.子 球 の大 き さの影 響

暗条件で生長物質を含まない MS―基本培地で 60日

間培養した子球の うち,49 mg以 下,50～99 mg,loo～

149 mg及び 150 mg以上の子球を,そ れぞれ 15個体ず

つ3°Cで 60日間低温処理したのち育苗箱に植えた。第 2

図に示すように出葉は植付け 10日以後に始まり,20日

後には 150 mg以上の子球の出葉率が他のものと比べや

やよかった。そして,50日 後には 49 mg以下の子球の
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Table l.  Development of exdised― bulb cultured in a mOdined Murashige and Skoog medium

supplemented with different COncentrations of NAA and BA both in diffused ligth at

150-300 1x and in continuous darkness, and the leaf emergence from the bulbsグ
" υ′υο.

Fifteen bulbs were examined in each treatment'

.L ight  condi t ion
Supplemented with

NAA   BA

(mg′1)  (mg/1)

Fresh weight of

bulb at culture

(me)

%inCrease in No of roots

111」
dght per bdb

No. of newly

formed bulblets

per bulb

% bulb with

leaves in aiuo*

Light 0

0.001

0.001

0.001

0.001

0.01

0.01

0.01

0.01

0 . 1

0 . 1

0 . 1

0 . 1

1

1

1

1

0

0

0.001

0.01

0 . 1

0

0.001

0.01

0.1

0

0.001

0101・

0.1

0

0.001

0.01

0 . 1

69efZ

67ef

83def

43f

32f

l l l d e f

94def

35f

42f

165Cd

253b

163Cd

89def

87deF

157Cde

226bC

379a

6.lder

3.7efg

5 . 5 d e f

2 . 4 f g

Og

4 . 8 e F

3 . 9 e F g

3 . 4 e f g

Og

10.7bC

6 . 9 C d e

9.8bCd

O.38

2 1 . 4 a

7.8bCdC

l1 4b

4.lefg

0 . 5 C d

Od

O.3d

0 2d

Od

0  7 C d

3.9a

O.7Cd

0 3d

O.6Cd

l . 9 b C d

O . 5 C d

O.3d

0 7Cd

3.5ab

2.3abc

0 3d

170

126

162

94

107

92

58

90

77

126

65

125

127

152

123

112

85

００

００

９３

５９

５４

８０

００

７５

６９

００

９２

５９

７‐

６３

６５

８７

２２

Darkness 0

0.001

0.001

0.001

0.001

0.01

0 01

0 . 0 1

0.01

0 . 1

0 . 1

0 . 1

0 . 1

1

1

1

1

0

0

0.001

0.01

0.1

0

0.001

0.01

0 . 1

0

0.001

0.01

0.1

0

0 001

0.01

0 . 1

68de

79de

46de

3 4 e

48de

92・
d

140bC

48de

51de

171ab

190 ab

134bC

47de

78de

179ab

155b

214a

r . 7 "  t  c

2 . 0 ' I  c

2 . 9 d .  r

3 .  6dc  f

0s

2 . 2 d e l  e

1 . 6 " f 8

3 .9 , t "

0c
a  i c

2 . 9 d "  f

4 . 8 0

08

13.7 "
g . 9 b

t n d

1 . 1 f c

0.ld

O.2d

O.ld

O.ld

O.2d

O . 9 a b F d

l.5a

O.ld

0 1d

O.ld

l.3ab

0 5Cd

O.6bCd

O.5Cd

O.5Cd

l.labC

O.4Cd

106

129

163

144

107

72

55

109

129

115

Z

61

94

167

128

105

178

６２

８７

７３

∞

・３

３５

３８

７９

‐８

６０

７５

７３

・５

２０

４８

７‐

１９

ンIean separation withinさach light condition h a column by Duncan'S multiple range test, 5%level.

The fresh wdght of bulb after 60 days in culture― the fiesh weight Of bulb at culture x 100

f resh weig b at culture

* After removal of both roots and newly-formed bulblets, the bulbs were stored in slightly moist

60 days at  3oC, p lanted in soi l  consist ing of  humus :  sand=2 ;  1 (V/V) in a 45x33x8 cm tray and

a glasshouse for  50 daYs.

vermicul i te for

then placed in

ことから,上 述の結果 (第2図)に 基づき,各 実験区で
出葉率が約 70%で あった以外は 90%以 上出葉した.

培養した 15個 体の第 1次子球をすべて低温処理したの
2.異 な る培 養 培 地 及 び 環 境 で培 養 した子

ち植付けて,50日 後にそれらの出葉率を調査した.
球 の 出葉             ―

第1表に示した条件で培養した第1次子球の生体重を   対 照区の子球あうち,明条件で培養した子球はすべて

測定したところ,それらはすべて 50 mg以上であった  出 葉したが,暗条件のものの出葉率は62%で あった.
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10        20        30        40        50

Days after planting

Fig 2  f″ υゴυο leaf emergence from bulbs cultured in

a modifiedン Iurashige and Skoog medium with‐

out any growth substance for 60 days in dark‐

ness. After 60 days in culture, 15 bulbs with

difFerent weights Of under 49(o), 50-99(■ ),
100-149(▲ )and mOre than 150 mgs(● )
were chosen, respectively.  BefOre planting h

trays, the bulbs were stored at 3 13 for 60 days

after rOmOva1 0f rOOts and then Planted in trays

under conditions as described in table l

他の実験区の子球においても明条件で培養したものは二,

三の例外を除いて暗条件のものよりよく出葉した。一方,

培地に添加した NAA及 び BAセ ま圃場での子球の出葉

にはほとんど効果がないかむしろ抑制的に作用する場合

が多く,特 に NAAと ともに 0.l mgノ1の BAを 含む培

地の暗条件で培養した子球の出葉率 は,13～ 22%と 非

常に低かった (第1表 )

考  察

ヒメサユ リの 葉切片培養に おいては l mg/1の NAA

と 0.l mg/1の BA力 子`球の形成を促進したが(12),こ

れ らの生長物質の濃度は外植体か ら分離した子球の発達

や 圃場での子球の出葉には適当ではな く,特 に BAの 影

響が大きいことがわかった。植物の発達に及ぼす外生サ

イ トカイニンの効果については多 くの報告があるが(5,

6,18),それらの結果は必ずしも一致していない。一般

.的には0.1～l mgμの外生サイトカイニンは茎葉の生長

を抑えたり, オーキシンによって促進される生体重増加

や伸長を抑制する(3,29,30).ュリや ヒヤシンスの 鱗片

培養や茎頂培養においても,BAは 子球の形成や鱗片の

生長にはとんど効果がないかむしろ抑制する(16,19,22,

27,28).本実験でも 0.l mg/1のNAAは 子球の発達を

促進したが,0.01 mg′1以上の BAは NAAの 促進的効

果を抑えた.一 方ある濃度のサイトカイニンの添加はオ
ーキシンの作用効果を高めた り(4),RNAゃ タンパク質

の合成を促進する(31).本実験では 0.1ま たは l mg/1

の NAAと ともに,0.001 mgノ1の BAの 添加は第 1次

子球の発育や第 2次 子球の形成を促進した。これらのこ

とか ら,サ イ トカイニンの植物の発達に対する作用効果

は植物の種類,令 及び培養部位などによって著しく異な

ると思われることか ら,サ イ トカイニンを培地に添加す

る場合は,そ の適性濃度を各培養物ごとに検討する必要

があろ う。

テッポウユリの鱗片培養では,明 条件で培養した鱗片

は暗条件のものと比べ小さな子球しか形成しないが (9,

19),本 実験では試験管内での 子球の発達や 圃場での子

球の 出葉にとって 明条件が よいことが ゎかった (第 1

表).こ の明条件の 効果は光合成 との 関連も考えられる

が,む しろ培地に添加された生長物質が明条件で培養し

た子球によく利用されたのではないかと思われた。それ

は対照区の子球の生体重増加率は明 ・暗条件に関係なく

ほとんど等しいが,0.lmg/1以 上の NAAを 含む培地で

培養した子球の生体重増加率は,全 般的に明条件のもの

が暗条件のものよりす ぐれてお り,ま た,豆 類の茎切片

(24,25)で はォーキシンの吸収量が明条件で大きく,サ

イ トカイニンの吸収量や作用効果も光に 依存す る こと

(1,8),な どの事実か ら推察される。しか し,本 実験 で

は光の有無と培養物の生長物質の利用率との関係につい

て詳しく検討 していないため,今 後 この点について更に

詳しい検討が必要であろ う.

培地に添加した生長物質や培養中の光の有無は,試 験

管内での子球の発達ばか りでな く,圃 場における子球の

出葉にも影響 した。テッポウユリでは子球形成のための

鱗片培養温度(20),ヤ マユリでは子球培養のためのショ

糖濃度(21), グラジオラスでは腋芽か ら形成された子球

を継代培養する場合の培地の無機塩,糖 及び NAAの 各

濃度(32)が,鉢 上げした子球の活着や出葉率を左右する

ことか ら,培 養培地や環境条件が子球の休眠の深 さに影

響すると報告されている(20,21,32)。これらの考えに従

えば, ヒメサユ リの子球培養においても,培 地に含まれ

る生長物質の種類 と濃度及び培養中の光の有無が子球の

休眠の深さに影響した と考えられる.し かし,ユ リの球

根の体眠導入条件やその打破に伴 う生理生態的変化が,

今まで必ずしも十分に解明されておらず(2,17),更 に培

養培地や環境条件が,子 球の体眠の深さや圃場での出葉

に どのように関与 しているかを詳しく検討した報告もな

い.本 研究でもこの点について詳しく検討しなかった。

したがって,培 養培地や環境条件 と圃場における子球の

出葉 との間に どのような関係があるか,す なわち,他 の

報告(20,21,32)と 同様に, 培 養培地及び 環境条件が ヒ

メサユ リの子球の休眠の深さに関与 しているか どうかは

今後の検討課題 となった.
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摘  要

ヒメサユリ (L′′れπ γ%b′′ル%Baker)の 子球の発

達を試験管内で促進するため,葉 切片に形成された子球

(第1次子球)を 外植体から分離し,そ れらを NAAと

BAを 種々の濃度で含有する修正 MS―基本培地 (12)の

明条件及び暗条件で培養した

1.NAAは 単独では 0.l mg/1のみが第 1次 子球の

生長を促進した.

2 01ま たは l mgノ1の NAAを 含む培地に 0.001

mg′1の BAを 添加すると第 1次 子球の生長は一層促進

されたが,0.l mg/1の BAは 子球の生長を抑えた。

3 第 1次子球は新 た に 子 球 (第2次 子球)を 形成

し,0.01 mg/1以上の NAAと 0.01 mg′1以下の BAを

含む培地で第 2次子球がよく形成された.

4.0.l mgノl以 上の NAAは 第 1次子球の発根を促

進したが,BAは 発根を抑え,特 に 0.l mgμの BAは ,

発根をほとんど完全に抑えた.

5.第 1次子球の生長,発 根及び第 2次子球の形成は

全般的に暗条件よりも明条件で促進された.

6.NAA及 び BAを 種々の濃度で含有する培地の明

条件と暗条件で培養した第 1次子球を,低 温処理 (3°C,

60日 間)し たのち圃場に植えた場合,明 条件で培養した

子球の出葉が暗条件のものより全般的にす ぐれていた。

培地に添加した生長物質は圃場での子球の出葉に抑制的

に作用する場合が多く,特 に 0.l mg′1の BAと ぃずれ

の濃度での NAAを 含む培地の暗条件で培養した子球の

出葉は著しく抑制された。

7.本 研究の結果から, ヒメサユリの第 1次 子球は,

0.lmg′1の NAAと 0.001 mg′1の BAを 含有 す る

MS―基本培地の 明条件で培養すると よいことがわかっ

ブ t l .
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