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第 1 章 序論 

 

本研究の背景 — 遠縁交雑による花き園芸植物の育種 

 花き園芸植物においては，花色や花形，草姿といった鑑賞的な形質の変異の拡大が

主要な育種目標となる．これらの目標を達成するために，これまで多くの花き園芸植

物において，交雑育種や突然変異育種などが行われてきた (Horn，2002；Van Harten，

2002；Van Tuyl ら，2002)．また， 近では，遺伝子組換え技術を用いた花き園芸植物

の分子育種も行われている (Deroles ら，2002)．これらの中で，花き園芸植物におい

て も一般的に用いられている育種方法は交雑育種である．通常，交雑は品種・系統

間または近縁種間で行われているが，より大幅な形質の拡大やより新奇な形質の作出

のためには，類縁関係がより遠い植物間での交雑が有効であると考えられる．しかし

ながら，交雑する植物間の類縁関係が遠くなると交雑が困難となり，種間さらには属

間のような遠縁の組み合わせにおいては，交雑受粉を行っても雑種個体が得られるこ

とはほとんどない．この原因としては，受精前と受精後の 2 つの障壁があげられる．

受精前障壁とは，受粉を行っても柱頭上で花粉が発芽しない，発芽しても花粉管が花

柱に侵入しない，および花粉管が花柱に侵入しても途中で伸長を停止するなど，受精

に至らない現象である．一方，受精後障壁とは，受精が行われて雑種胚が得られたと

しても，その成長および発達が途中で停止する現象である．受精前障壁を回避する方

法としては，花柱切断法や試験管内受粉，試験管内受精などが一部の植物種において

検討されている (浅野・明道，1977a；Kranz・Lörz，1993；Van Tuyl ら，1991)．一方，

受精後障壁を回避するためには，一般的に胚救出が行われている．胚救出の方法とし

ては，胚珠内から雑種胚を取り出して培養する胚培養，胚珠ごと培養する胚珠培養，

および子房ごと培養する子房培養があげられる (Van Tuyl・Lim，2003)． 

 花き園芸植物においては，食用作物とは異なり，遠縁交雑による育種がさかんに行

われている．花き園芸植物の育種に遠縁交雑を利用する利点としては，以下のような

ものがあげられる．①食用作物の多くは種子繁殖性であるが，種子繁殖性植物におい

ては，形質を固定するために，交雑後に雑種の自殖や戻し交雑の繰り返しが必要とな

る．しかしながら，遠縁種間雑種の多くは不稔性を示すため，そのままではその後の

育種に利用することができない．一方，主要な花き園芸植物の多くは栄養繁殖性であ
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り，栄養繁殖性植物においては，交雑により得られた雑種そのものを栄養繁殖により

増殖して品種を育成することが可能である．②遠縁交雑により得られた雑種は，多く

の場合両親の中間型の形質を示すが，花き園芸植物においては見た目の新奇性が重要

であるため，得られた雑種に観賞価値があればそのまま品種として利用することがで

きる． 

 これまでに多くの花き園芸植物において遠縁交雑育種が行われてきたが，特にユリ

類 (Lilium spp.) においては遠縁交雑が一般的な育種方法として利用されており，多く

の品種が育成されている (岡崎・西川，2004；Van Tuyl・Lim，2003；Van Tuyl ら，2002)．

近年では，ユリ類以外の花き園芸植物においても，イソマツ属 (Limonium) (Morgan

ら，1998)，グラジオラス属 (Gladiolus) (Takatsu ら，2001)，サクラソウ属 (Primula) 

(Amano ら，2006；Kato and Mii，2000；Kato ら，2001；Hayashi ら，2007a，b)，デル

フィニウム属 (Delphinium) (Honda ら，1997，2003)，ナデシコ属 (Dianthus) (Nimura

ら，2003，2006a，b)，ネギ属 (Allium) (Nomura ら，2002) およびムクゲ属 (Hibiscus) 

(Laere ら，2007) などにおいて種間雑種の作出が報告されている．さらに，キク科 

(Asteraceae) (稲葉，2007)，ツツジ科 (Ericaceae) (Kita ら，2005) およびアジサイ科 

(Hydrangeaceae) (片山，2005) においては，属間雑種の作出が報告されている．また，

これまでに作出された雑種個体の中には，すでに新品種となって流通しているものも

ある (石坂，1997)．今後も，多くの花き園芸植物において，遠縁交雑育種による新品

種育成が行われると予想される． 

 

本研究の背景 — コルチカム科花き園芸植物 

 本研究において材料に用いたグロリオーサ類 (Gloriosa spp.)，リットニア (Littonia 

modesta Hook.) およびサンダーソニア (Sandersonia aurantiaca Hook.) は，いずれもコ

ルチカム科 (Colchicaceae) に属する．これらの植物は，以前はユリ科に含まれていた

が，分子系統学的な研究により，近年ではコルチカム科植物として扱われている 

(APG，1998)．コルチカム科は 19 属で構成されており，本科に属する植物は南アメリ

カ大陸を除く世界中に分布している (Vinnersten・Reeves，2003)．コルチカム科には，

グロリオーサ類やサンダーソニア以外にも，コルチカム類 (Colchicum spp.) など，花

き園芸上および薬学上重要な植物が含まれている． 
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 グロリオーサ類は，いずれもアフリカおよびアジアの熱帯地方に分布する塊茎植物

である (Nordenstam，1998)．つる性であり，葉の先端に巻きひげをもつ．また，葉は

無柄である．花は下向きであるが，花被は上向きに反り返り，多くの場合，花被の縁

は波状となる．花色は黄，赤または紫がかっており，また，花被の中央と縁とで色が

異なった複色花をもつものもある．グロリオーサ類の染色体数としては，2n=14，22，

44，66，77，84，88，90 が知られている (Nordenstam，1998)．従来，グロリオーサ

属には形態や倍数性が異なる種が10種以上存在すると報告されてきたが，近年では，

それらは単一種のグロリオーサ・スペルバ (G. superba L.) であると考えられている 

(Nordenstam，1998；Vinnersten・Reeves，2003)．なお，本研究においては，植物材料

に用いたグロリオーサ類の識別を容易にするために，それらの名称として旧種小名お

よび種小名が不明な系統については品種名を用いた．グロリオーサ類は，鉢花や切り

花として世界的に生産・栽培されている．近年，その人気が高まり，需要が増加して

いる． 

 リットニア属には約 8 種が属しており，それらは南アフリカ共和国からセネガルお

よびアラビアにかけて分布する塊茎植物である (Nordenstam，1998)．それらのうち，

本研究において用いたリットニア (L. modesta) は，つる性で，無柄の葉の先端に巻き

ひげをもつ．花は下向きの釣り鐘状であり，花被はオレンジ色である．リットニアの

染色体数は，2n=22 である (Morgan ら，2001)．現在のところ，リットニアの商業的

生産・栽培はほとんど行われていない． 

 サンダーソニアは，南アフリカ共和国に自生する 1 属 1 種の塊茎植物である 

(Nordenstam，1998)．直立した草姿で，無柄の葉の先端に巻きひげをもつ．花は下向

きのベル型であり，花被は合着し，オレンジ色である．サンダーソニアの染色体数は，

2n=24 である (Nordenstam，1998)．サンダーソニアは，鉢花や切り花として世界的に

生産・栽培されており，需要が増加している． 

 グロリオーサ類およびサンダーソニアにおいては，これまでに選抜育種や突然変異

育種，倍数性育種，属内の交雑育種等が行われており，それぞれいくつかの品種が作

出されている (吾妻，1995a；Lemattre，1980；Morgan ら，2002，2004)．しかしなが

ら，いずれにおいても，それぞれの属内において草姿や花色および花形などの園芸的

形質に関する変異の幅が乏しいため，従来の育種方法による新奇品種の育成には限界
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があると考えられる．このような点から，グロリオーサ類やサンダーソニアにおける

形質拡大のためには，遠縁交雑育種が有効な手段であると考えられる．コルチカム科

花き園芸植物においては，すでにいくつかの組み合わせにおいて遠縁交雑が行われて

いる．Eason ら (2001) および Morgan ら (2001) はサンダーソニアとリットニア間で

正逆交雑を行い，胚珠培養により，いずれの交雑組み合わせにおいても属間雑種を作

出した．これらのうち，サンダーソニア  リットニアの属間交雑により得られた雑

種からはサントニア‘ゴールデンライツ’(Santonia ‘Golden Lights’) が育成され，こ

の品種は新しい切り花としてニュージーランドで生産・栽培されている．サントニア

‘ゴールデンライツ’においては，栽培方法や切り花の鮮度保持に関する研究も進め

られている (Clark ら，2005；Eason ら，2001；Morgan ら，2003)．一方，Nakamura

ら (2005) は，サンダーソニアを種子親に用いてグロリオーサ・ロスチャイルディア

ナ (G. rothschildiana O’Brien) との属間交雑を行い，胚珠培養により雑種個体を作出し

た．しかしながら，得られた雑種個体は生育が悪く，開花には至っていない (未発表)． 

 以上のように，コルチカム科花き園芸植物においては，すでに遠縁交雑育種が検討

されており，遠縁交雑に由来する品種も育成されている．しかしながら，現在のとこ

ろ遠縁交雑の組み合わせは限られており，また，作出された雑種の形質調査について

も不十分な点が多い．今後，コルチカム科花き園芸植物における遠縁交雑育種を推進

するためには，広範囲な組み合わせにおける交雑と雑種育成，および作出された雑種

の詳細な形質調査等が必要である．さらに，これらの検討を通して得られる交雑親和

性や雑種の細胞学的観察等の結果から，コルチカム科花き園芸植物における類縁関係

をある程度評価できると予想される． 

 

本研究の目的および概要 

 先に述べたように，コルチカム科花き園芸植物における新奇品種育成には遠縁交雑

育種が有効な手段であると考えられ，それを推進させるためには，広範囲な組み合わ

せにおける遠縁種間雑種の作出および雑種の詳細な形質調査等が必要である．このよ

うな観点から，Kuwayama ら (2005b) は，6 系統のグロリオーサ類，1 系統のリット

ニアおよび 2 系統のサンダーソニア間を材料に用いて，さまざまな組み合わせで属

内・属間交雑を行い，胚珠培養により雑種と予想される小植物体を多数作出した．し
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かしながら，現在までのところ，これらの小植物体の雑種性の確認や形質調査等は行

われていない．本研究においては，コルチカム科花き園芸植物における遠縁交雑によ

る新品種育成および類縁関係の評価に関する基礎的な知見を得ることを目的として，

Kuwayama ら (2005b) が作出した遠縁交雑由来個体を材料に用いて，①遠縁交雑由来

個体の雑種性の確認，②開花に至った属間雑種個体の形質調査，③属間雑種個体にお

ける細胞学的観察，を行った． 

 まず，第 2 章では，第 1 節として，Kuwayama ら (2005b) による遠縁交雑由来小植

物体の作出過程の概略を述べた．第 2 節では，フローサイトメトリー (FCM) 分析に

よる遠縁交雑由来小植物体の雑種性の早期確認を検討した．第 3 節では，random 

amplified polymorphic DNA (RAPD) 分析により，FCM 分析の結果の裏付けを行うとと

もに，FCM 分析で雑種性が確認できなかった遠縁交雑由来小植物体の雑種性の確認

を試みた． 

 次に，第 3 章では，開花に至った 6 組み合わせの属間雑種個体の形質を調査した．

第 1 節では，2 倍体の系統間の属間交雑により得られた，リットニア  サンダーソ

ニア，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’(S. aurantiaca ‘Phoenix’)，リッ

トニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(G. superba ‘Lutea’) およびサンダーソ

ニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’間の雑種個体の形質を調査した．第 2 節

では，4 倍体と推定されるグロリオーサ‘マロンゴールド’(Gloriosa ‘Marron Gold’) を

用いた属間交雑により得られた，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’お

よびサンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’間の雑種個体の形質を調査

した．これらの属間雑種のうち，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’，リッ

トニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，サンダーソニア  グロリオーサ・ス

ペルバ‘ルテア’，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’およびサンダーソ

ニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’間の雑種個体の形質調査は世界で初めての

報告である． 

 第 4 章では，一部の属間雑種個体を用いて体細胞および減数分裂時の花粉母細胞の

細胞学的観察を行った．第 1 節では，リットニア  サンダーソニア，リットニア  グ

ロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ

‘ルテア’間の雑種個体の減数分裂時における染色体の挙動を観察した．また，第 2



6 

節では，リットニア  サンダーソニアおよびリットニア  グロリオーサ・スペルバ

‘ルテア’間の雑種個体の根端分裂細胞を用いて，コルチカム科花き園芸植物におけ

る genomic in situ hybridization (GISH) 法の確立を試みた． 

 後に，総合考察として，本研究から得られた知見をもとに，コルチカム科花き園

芸植物における遠縁交雑育種の有効性および類縁関係について論じるとともに，今後

の研究の方向性について述べた． 
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第 2 章 フローサイトメトリー (FCM) 分析および random amplified polymorphic 

DNA (RAPD) 分析による雑種の早期同定 

 

第 1 節 遠縁交雑由来個体の作出過程 

 

 本研究においては，Kuwayama ら (2005b) が作出した遠縁交雑由来個体を材料に用

いて，雑種性の確認，形質調査および細胞学的観察等の検討を行った．それらの遠縁

交雑由来個体の作出過程の概略 (Kuwayama ら，2005b) を以下に示す． 

 交雑受粉の親系統としては，6 系統のグロリオーサ類，1 系統のリットニアおよび 2

系統のサンダーソニアを用いた (Table 1；Fig. 1)．グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，

グロリオーサ‘マロンゴールド’，グロリオーサ・ロスチャイルディアナおよびグロ

リオーサ‘ヴァースチャイルド’(Gloriosa ‘Verschild’) の塊茎は，タキイ種苗株式会

社より提供していただいた．グロリオーサ‘アフリカンゴールド’(Gloriosa ‘African 

Gold’)，サンダーソニアおよびサンダーソニア‘フェニックス’の塊茎は，株式会社

国華園より購入した．また，グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピンク’(Gloriosa 

‘Rothschildiana Pink’) およびリットニアの塊茎は，株式会社小森谷ナーセリーより購

入した．これらの系統の塊茎を無加温のガラス室内で栽培して，開花 2 日前に除雄を

行い，開花当日に 61 組み合わせの交雑受粉を行った (Table 2，3)． 

 受粉から 2 週間後に，肥大した子房を採取して切開したところ，交雑受粉を行った

61 組み合わせのうちの 51 組み合わせにおいては，肥大した胚珠が確認された．肥大

した胚珠を胎座組織ごと摘出して，0.01 mgL-1 NAA，0.01 mgL-1 BA，30 gL-1 ショ糖お

よび 2 gL-1 ゲランガムを含む 1/2MS 培地 (Murashige・Skoog，1962) に置床し，25˚C，

暗黒下で培養した (Table 2，3)．胚珠培養を開始して 2〜8 ヵ月後までに，51 組み合

わせのうちの 49 組み合わせにおいて，胚珠からライゾーム様構造物が形成された 

(Table 2，3)．これらのライゾーム様構造物を 0.25 mgL-1 NAA，2.5 mgL-1 BA，30 gL-1

ショ糖および 2 gL-1ゲランガムを含む 1/2MS培地に移植して，25˚C，16時間日長下 (50 

µmol m-1 s-1) で培養した．その結果，1〜6 ヵ月後までに，49 組み合わせのうちの 37

組み合わせにおいて，ライゾーム様構造物からシュートが形成された (Table 2，3)．

これらのシュートを，さらに，30 gL-1 ショ糖および 2 gL-1 ゲランガムを含む 1/2MS 培
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地に移植して，25˚C，16 時間日長下 (50 µmol m-1 s-1) で培養した．移植して 2 週間後

には，ほとんどのシュートにおいて発根が観察された．それらの小植物体のうちの多

くは，その後，基部に小塊茎を形成したが，一部の小植物体は生育不良のために枯死

した． 終的に，グロリオーサ属およびサンダーソニア属の属内交雑においては，そ

れぞれ 62系統 (15組み合わせ) および 1系統 (1組み合わせ) の小植物体が得られた．

一方，グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属間の属間交雑において

は，63 系統 (16 組み合わせ) の小植物体が得られた (Table 2，3)． 
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第 2 節 FCM 分析による雑種の同定 

 

緒言 

 コルチカム科花き園芸植物は，通常，実生から開花までに 2〜3 年を必要とする (吾

妻，1995a，b)．したがって，コルチカム科花き園芸植物において遠縁交雑育種を効

率的に行うためには，交雑後に得られた個体の雑種性を早期に確認する必要がある．

植物における雑種性の確認の手段としては，形態の比較や染色体観察のほかに，アイ

ソザイム分析や分子マーカーを用いた分析，FCM 分析による相対核 DNA 量の調査等

があげられる．これらのうち，FCM 分析は，少量のサンプルで分析を行うことがで

きる，多数のサンプルを短時間で分析することができる，従来の染色体観察と比較し

て簡便かつ精度が高い等の利点があり (Dolezel，1997；Mishiba ら，2000；Ozaki ら，

2004；Roux ら，2003；Saito ら，2003；Shiba ら，2005)，近年さまざまな植物におけ

る雑種性確認の手段として用いられている (Kato ら，2001；Nimura ら，2003)．コル

チカム花き園芸植物においても，サンダーソニアとリットニア間 (Morgan ら，2001) 

およびサンダーソニアとグロリオーサ・ロスチャイルディアナ間 (Nakamura ら，2005) 

の属間雑種の同定のために，すでに FCM 分析が行われている．しかしながら，広範

囲なコルチカム科花き園芸植物の雑種同定に関して，FCM 分析が有効であるかどう

かは検討されていない．そこで本実験においては，第 2 章・第 1 節において述べた，

遠縁交雑の親系統として用いた9系統のコルチカム科花き園芸植物および遠縁交雑由

来小植物体について FCM 分析を行い，これらの小植物体の雑種性の確認を検討する

とともに，コルチカム科花き園芸植物における遠縁種間雑種の同定に関する FCM 分

析の有効性を調査した． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，第 2 章・第 1 節において述べた，遠縁交雑の親系統として用い

た 6 系統のグロリオーサ類，1 系統のリットニアおよび 2 系統のサンダーソニア，お

よび遠縁交雑由来小植物体を用いた (Table 1，4；Fig. 1)．親系統の塊茎は，先端の芽

の部分を傷つけないように中央で二分割してから鉢に定植した．培養用土としては，

赤玉：腐葉土：堆肥を 3：2：1 (v/v) の割合で混合したものを用いた．定植後は，昼
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夜の温度 5〜20˚C / 10〜35˚C の無加温のガラス室内で栽培した．遠縁交雑由来小植物

体は，30 gL-1 ショ糖および 2 gL-1 ゲランガムを含む 1/2MS 培地で培養した．なお，培

地は pH 5.7 に調整した．培養容器としてはコニカルフラスコ (100 ml) を用い，そこ

に培地を 20 ml ずつ分注した．コニカルフラスコあたり 1 つの小植物体を置床した．

なお，小植物体は，2 ヵ月ごとに同組成の新鮮培地に継代した．その際，塊茎または

シュートの増殖がみられた小植物体については，それらを分割して複数の培地に分け

て継代した．培養は，25˚C，16 時間日長下 (50 µmol m-1 s-1) で行った． 

 FCM 分析は，Saito ら (2003) の方法にしたがって，葉から単離した核の相対 DNA

量を flow cytometer PA (Partec GmbH，Münster，Germany) を用いて測定した．親系統

の鉢植え個体および遠縁交雑由来小植物体から展開直後の若い葉を採取し，葉切片 

(1  1 cm) を 0.2 mL の核単離溶液 A (Plant High Resolution DNA-staining Kit，Type P，

Partec GmbH，Münster，Germany) 中でカミソリを用いてチョッピングした．チョッ

ピング後の核単離溶液を孔径 30 µm のナイロンメッシュでろ過し，1 mL の染色液 (50 

mM sodium citrate，2 mM MgCl2，1% (w/v) polyvinylpyrolidone K-30，0.1% (v/v) Triton 

X-100，2 mg･L-1 4,6-diamidino-2-phenylindole，10 mM Tris-HCl，pH7.5) を核懸濁液に

加えた．5 分間室温で静置した核懸濁液を FCM 分析に供した．FCM 分析の内部標準

にはパセリ (Petroselinum crispum) を使用した．パセリの葉から単離した核の RFI は

50 の位置に設定した．コルチカム科植物とパセリの核の RFI 比 (コルチカム科植物/

パセリ) を各親系統について算出した． 

 

結果および考察 

 まず，遠縁交雑の親系統として用いた9系統のコルチカム科花き園芸植物について，

FCM 分析により RFI を調査した．9 系統のコルチカム科花き園芸植物のいずれにおい

ても，若い葉から得られたヒストグラムには細胞周期の G0/G1 期の核に相当する単一

のピークが観察された．また，バックグランドノイズはほとんど検出されなかった．

すべての親系統において，予備実験として鉢植え個体の塊茎，茎および花被，および

培養小植物体の葉を材料に用いた FCM 分析を行ったところ，いずれの材料を用いた

場合にもヒストグラムには単一のピークが観察され，その RFI は鉢植え個体の若い葉

を材料に用いた場合と同一であった．本実験において用いたコルチカム科花き園芸植
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物においては，倍数性キメラ  (Väinölä，2000) や体細胞多倍数性  (polysomaty) 

(Mishiba・Mii，2000) は観察されなかった．したがって，コルチカム科花き園芸植物

においては，FCM 分析により得られた単一のピークの位置を雑種の同定のための指

標として用いることができると考えられた． 

 それぞれの親系統の RFI 比は，サンダーソニアおよびサンダーソニア‘フェニック

ス’が 1.08，リットニアが 1.54，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’が 1.69，グロリ

オーサ‘アフリカンゴールド’が 1.68，グロリオーサ‘マロンゴールド’が 3.22，グ

ロリオーサ・ロスチャイルディアナが 5.36，グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピ

ンク’が 5.44，およびグロリオーサ‘ヴァースチャイルド’が 5.95 であった (Table 1)．

RFI 比の値から，9 系統の親系統は明確に以下の 5 グループに分けられた．グループ

1 (RFI 比: 1.08)：サンダーソニアおよびサンダーソニア‘フェニックス’．グループ 2 

(RFI 比: 1.54–1.69)：グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，グロリオーサ‘アフリカン

ゴールド’およびリットニア．グループ 3 (RFI 比: 3.22)：グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’．グループ 4 (RFI 比: 5.36–5.44)：グロリオーサ・ロスチャイルディアナおよび

グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピンク’．グループ 5 (RFI 比: 5.95)：グロリオー

サ‘ヴァースチャイルド’．FCM 分析によるヒストグラムにおいては，異なる RFI 比

のグループに属する親系統の RFI ピークは明らかに異なる位置に出現し，一方，同じ

RFI 比のグループに属する親系統の RFI ピークはほぼ同じ位置に出現した． 

 これまでに，グロリオーサ‘アフリカンゴールド’，グロリオーサ‘マロンゴール

ド’，グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピンク’およびグロリオーサ‘ヴァース

チャイルド’の倍数性および染色体数は報告されていない．しかしながら，グロリオー

サ属の基本染色体数は 11 本であり，また，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およ

びグロリオーサ・ロスチャイルディアナがそれぞれ 2 倍体および 6 倍体であることか

ら (Lemattre，1980)，グロリオーサ‘アフリカンゴールド’，グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’，グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピンク’およびグロリオーサ‘ヴァー

スチャイルド’は，今回の FCM 分析により，それぞれ 2 倍体，4 倍体，6 倍体および

7 倍体であると推定された． 

 次に，親系統における FCM 分析の結果をもとにして，合計 126 系統の遠縁交雑由

来小植物体について FCM 分析による雑種性の確認を検討した (Table 4)．交雑の片親
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にグロリオーサ‘ヴァースチャイルド’を用いた場合を除いて，交雑の両親が異なる

RFI 比のグループに属する場合には，104 系統の小植物体のうちの 90 系統における

RFI ピークの位置は両親の RFI ピークの中間の位置に出現した．この結果から，これ

らの 90 系統の小植物体は雑種であり，両親のゲノムを半分ずつあわせもつと考えら

れた (Table 4；Fig. 2A，B，C；Fig. 3A)．例えば，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

とグロリオーサ‘マロンゴールド’の RFI ピークの位置は明らかに異なっていたが，

これらの親系統の正逆交雑に由来する 10系統の小植物体のRFIピークは，グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’とグロリオーサ‘マロンゴールド’の RFI ピークの中間に位

置していた (Table 4；Fig. 2A，B)．一方，交雑の片親にグロリオーサ‘ヴァースチャ

イルド’を用いた場合には，8 系統の小植物体のうちの 6 系統における RFI ピークは，

両親の RFI ピークの中間の位置近辺に出現した (Table 4；Fig. 3D)．前述のように，

グロリオーサ‘ヴァースチャイルド’は 7 倍体であると推定されたことから，これら

6 系統の小植物体は 3〜4 のグロリオーサ‘ヴァースチャイルド’のゲノムをもつ雑種

であると考えられた． 

 異なる RFI 比のグループに属する系統間の交雑に由来する 11 系統の小植物体 (サ

ンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’由来の 2 系統，サンダーソニア  

グロリオーサ・ロスチャイルディアナ由来の 2 系統，サンダーソニア  グロリオー

サ‘ヴァースチャイルド’由来の 2 系統，リットニア  サンダーソニア‘フェニッ

クス’由来の 1 系統，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’由来の 3 系統，

およびグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ サンダーソニア‘フェニックス’由来の

1 系統) においては，RFI ピークが種子親の PFI ピークと同じ位置に出現した．この

結果から，これら 11 系統の小植物体は雑種ではなく，種子親の自家受粉に由来する

と考えられた． 

 サンダーソニアを交雑の片親に用いた場合には，一部の属間交雑由来小植物体の

RFI ピークは，両親の RFI ピークの中間の位置やいずれかの両親の RFI ピークと同じ

位置にはみられず，予期しない位置に出現した (Table 4)．グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’ サンダーソニアに由来する 2 系統の小植物体の RFI は，両親の RFI の中間よ

りも低かった (Fig. 2D)．対照的に，サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ル

テア’に由来する 1 系統の小植物体およびグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ サン
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ダーソニアに由来する 2 系統の小植物体の RFI は，親系統の RFI よりも高かった (Fig. 

3B，C)．したがって，これらの 5 系統の小植物体の雑種性は FCM 分析では確認でき

なかった． 

 サンダーソニア  サンダーソニア‘フェニックス’，リットニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’，リットニア  グロリオーサ‘アフリカンゴールド’，グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’ グロリオーサ‘アフリカンゴールド’，およびグロリオー

サ・ロスチャイルディアナ  グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピンク’のよう

に，交雑の両親が異なる RFI 比のグループに属する場合には，遠縁交雑由来小植物体

と両親の RFI ピークの位置はほとんど同じであった (Fig. 3E)．したがって，このよ

うな交雑に由来する 14 系統の小植物体の雑種性も FCM 分析では確認できなかった 

(Table 4)． 

 終的に，FCM 分析により，合計で 96 系統の遠縁交雑由来小植物体 (54 系統の属

内雑種および 42 系統の属間雑種) が雑種であると確認された (Table 4)． 
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第 3 節 RAPD 分析による雑種の同定 

 

緒言 

 第 2 章・第 2 節においては，コルチカム科花き園芸植物における遠縁交雑由来小植

物体について，FCM 分析を用いた雑種性の確認を検討した．その結果，倍数性が異

なるグロリオーサ類間の交雑や多くの属間交雑のように，核の RFI が明らかに異なる

系統間の交雑においては，FCM 分析により雑種の同定を容易に行うことができた．

しかしながら，核の RFI が類似している系統間の交雑や，検定する個体の RFI ピーク

が期待される位置に出現しない場合においては，FCM 分析による雑種の同定を行う

ことができなかった．そこで，このような場合には，他の手法を用いて雑種の早期同

定を行う必要がある．また，FCM 分析の結果を裏付けるためにも，他の方法による

雑種性の確認を行う必要がある． 

 さまざまな分子生物学的分析の中で，RAPD 分析は，少量のサンプルで分析するこ

とができ，また，単純な PCR 操作しか必要とされないため，さまざまな植物におけ

る雑種同定の手段として用いられている (Kato ら，2001；Nimura ら，2003；Obata ら，

2000；Takatsu ら，2001)．そこで本実験では，第 2 章・第 2 節と同様の材料について

RAPD 分析を行い，FCM 分析では不可能であった遠縁交雑由来小植物体の雑種性の

確認，および FCM 分析の結果の裏付けを検討した． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，第 2 章・第 2 節と同様に，遠縁交雑の親系統として用いた 6 系

統のグロリオーサ類，1 系統のリットニアおよび 2 系統のサンダーソニア，および遠

縁交雑由来小植物体を用いた (Table 1，4；Fig. 1)．親系統の鉢植え個体および遠縁交

雑由来小植物体の管理は，第 2 章・第 2 節と同様に行った． 

 親系統の鉢植え個体および遠縁交雑由来小植物体から展開直後の若い葉を採取し，

Rogers・Bendich (1985) の方法にしたがって全ゲノム DNA を抽出した．また，一部の

遠縁交雑由来小植物体については，Hasebe・Iwatsuki (1990) の方法にしたがって，塊

茎から全ゲノム DNA を抽出した．RAPD 分析は，Obata ら (2000) の方法を改変して

行った．RAPD 分析のプライマーとしては，C-3，G-4 および G-5 の 3 セットの DNA 
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Oligomer (12) Set (Wako Pure Chemical Industries，Ltd.，Osaka，Japan) を用いた． 終

量が 20 µL になるように，100 ng テンプレート DNA，0.5 µM プライマー，200 µM 

dNTP mixture，1Taq DNA polymerase reaction buffer および 0.5 U Taq DNA polymerase 

(Takara Bio，Inc.，Shiga，Japan) を含む PCR 反応液を調整した．DNA 断片の増幅は，

GeneAmp PCR System 2400 (PerkinElmer，Inc.，MA，USA) または DNA Engine OPTICON 

System (Bio Rad Laboratories，Inc.，Ca，USA) を用いて行った．PCR の条件は，94˚C，

3 分，1 サイクルあたり (94˚C，1 分) – (40˚C，1 分) – (72˚C，1 分) として 45 サイクル，

72˚C，2 分とした．RAPD 分析によるバンドパターンの安定性を確認するために，そ

れぞれのプライマーと DNA サンプルの組み合わせについて，PCR を少なくとも 3 反

復行った．増幅産物は，1.7% (w/v) アガロースゲル電気泳動により分析した． 

 

結果および考察 

 まず，遠縁交雑の親系統として用いた 9 系統のコルチカム科花き園芸植物を材料に

用いて，それぞれの親系統について特異的で安定したバンドパターンを得ることを目

的として，さまざまなプライマーを用いた RAPD 分析を行った．その結果，グロリオー

サ類とリットニア間では C49，G67 および G87，グロリオーサ類と 2 系統のサンダー

ソニア間では C49，C51，G67 および G86，リットニアと 2 系統のサンダーソニア間

では C49，G67 および G87，およびグロリオーサ類どうしの間では C45，C49，G63，

G67 および G87 のプライマーを用いることにより，バンドパターンの多型を得ること

ができた．しかしながら，いずれのプイライマーを用いても，2 系統のサンダーソニ

ア間における多型を得ることはできなかった．したがって，サンダーソニア  サン

ダーソニア‘フェニックス’に由来する 1 系統の小植物体の雑種性は，RAPD 分析を

用いても確認することができなかった．今後は，サンダーソニアとサンダーソニア

‘フェニックス’間の DNA 多型を検出するために，他のプライマーを用いた RAPD

分析を検討する必要がある． 

 次に，親系統における RAPD 分析の結果をもとにして，RAPD 分析による遠縁交雑

由来小植物体の雑種性の確認を検討した．本実験においては，種子親特異的および花

粉親特異的な増幅断片の両方をあわせもつ遠縁交雑由来小植物体に加えて，花粉親特

異的な増幅断片のみをもつ遠縁交雑由来小植物体も雑種であると判断した．FCM 分
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析により雑種性が確認された 96 系統の小植物体については，RAPD 分析でも雑種性

が確認された (Table 4；Fig. 4A lane 2–7；Fig. 4B lane 2；Fig. 5 lane 2–11；Fig. 6A lane 

2，3；Fig. 6B lane 2；Fig. 6C lane 3；Fig. 7A lane 2)．さらに，FCM 分析では雑種性が

確認できなかった 14 系統の遠縁交雑由来小植物体についても，RAPD 分析により雑

種性が確認された (Table 4；Fig. 5 lane 12，13；Fig. 6B lane 3；Fig. 6 lane 2，4；Fig. 7B 

lane 2，3)． 

 グロリオーサ・ロスチャイルディアナ  グロリオーサ‘ロスチャイルディアナピ

ンク’に由来する 2 系統の小植物体，およびリットニア  グロリオーサ‘アフリカ

ンゴールド’に由来する 2 系統の小植物体については，花粉親特異的な増幅断片は検

出されなかった (Fig. 7C lane 2，3)．したがって，これらの 4 系統の小植物体は雑種

ではなく，種子親の自家受粉に由来すると考えられた． 

 第 2 章・第 2 節において得られた結果と本実験において得られた結果をあわせると，

FCM 分析および RAPD 分析により，合計で 110 系統の遠縁交雑由来小植物体 (60 系

統の属内雑種および 50 系統の属間雑種) が雑種であると確認された (Table 4)．また，

コルチカム科花き園芸植物における属内および属間雑種の早期の同定に FCM 分析と

RAPD 分析の組み合わせが有効であることが示された． 

 第 2 章・第 2 節において，グロリオーサ‘マロンゴールド’ サンダーソニアに由

来する 2 系統の小植物体の RFI ピークは，両親の RFI ピークの中間の位置よりも低い

位置に出現し，一方，サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’に由来

する 1 系統の小植物体およびグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ サンダーソニアに

由来する 2 系統の小植物体の RFI ピークは，親系統の RFI ピークよりも高い位置に出

現した．しかしながら，これらの小植物体は，いずれも RAPD 分析により雑種である

と同定された．Nakamura ら (2005) の報告においても，サンダーソニア  グロリオー

サ・ロスチャイルディアナの 2 系統の属間雑種個体のうち，1 系統の RFI ピークは両

親の RFI ピークの中間の位置よりも低い位置に出現した．染色体観察を行ったところ，

この属間雑種系統が異数体であることが明らかとなり，Nakamura ら (2005) はいくつ

かの染色体が胚珠培養の過程で脱落したと考察している．一方，サクラソウ属 

(Primula) における種間交雑では，両親の DNA 含量の中間の値よりも高い値の DNA

含量をもつ雑種がたびたび得られており，それらは種子親または花粉親における非還
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元配偶子形成のために生じたと考えられている (Kato・Mii，2000；Kato ら，2001)．

したがって，コルチカム科花き園芸植物において予期しない位置に RFI ピークが出現

した 5 系統の属間雑種は，親個体における非還元性配偶子形成や，胚珠培養過程にお

ける染色体脱落または染色体倍加の結果生じたものであると推測された．今後，これ

らの属間雑種のゲノム構成を明らかにするために，GISH 法による染色体観察や減数

分裂時の染色体挙動の観察が必要である．また，新品種育成のためには，FCM 分析

および RAPD 分析により雑種性が確認されたすべての雑種について，園芸学的な特性

の調査が必要である． 
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第 3 章 属間雑種の形質調査 

 

第 1 節 グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニアおよび 2 系統のサンダー

ソニア間の 4 種類の属間雑種の形質調査 

 

緒言 

 花き園芸植物において遠縁交雑育種により新品種を育成するためには，作出された

雑種の詳細な形質調査が必要である．コルチカム科花き園芸植物においては，すでに

サンダーソニア  リットニアの属間交雑に由来するサントニア‘ゴールデンライツ’

が育成されているが，この品種については形質調査ばかりでなく，栽培方法や切り花

の鮮度保持に関する研究も報告されている (Clark ら，2005；Eason ら，2001；Morgan

ら，2001，2003)． 

 本研究の第 2 章においては，Kuwayama ら (2005b) が作出した遠縁交雑由来小植物

体のうちの 110 系統について，FCM 分析および RAPD 分析により雑種性を確認した．

これらの雑種個体をガラス室内で栽培したところ，一部の雑種系統が 2〜3 年後に開

花に至った．これらの雑種系統のうち，本実験においては，2 倍体の系統間の属間交

雑により得られた雑種に注目して，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ (2n=2x=22)，

リットニア (2n=2x=22) および 2 系統のサンダーソニア (2n=2x=24) 間の 4 種類の属

間雑種について，形態調査，花粉稔性調査および染色体観察を行った． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，本研究の第 2 章において雑種性が確認された，3 系統のリット

ニア  サンダーソニア，2 系統のリットニア  サンダーソニア‘フェニックス’，3

系統のリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’および 1 系統のサンダーソ

ニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，およびこれらの属間雑種の親系統を用い

た．それぞれの属間雑種系統は別々の胚珠から生じたものであり，各系統について 1

個体の植物を供試した．また，それぞれの親系統については，3 個体を供試した．属

間雑種の親系統の植物体は，第 2 章・第 2 節と同様の方法により，無加温のガラス室

内で鉢植え栽培した．属間雑種小植物体の培養についても，第 2 章・第 2 節と同様に
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行った．小塊茎およびシュートを形成し，良好な生育を示す小植物体を以下のような

手順で順化した．はじめに，小植物体の塊茎および根を水洗し，塊茎および根に付い

た培地を完全に除去した．その後，バーミキュライトを入れたプラスチック容器 (17 

 12  4.5 cm) に小植物体を移植した．高湿度を保つためにプラスチック容器をプラ

スチック製ラップで覆い，25˚C，16 時間日長下 (50 µmol m-1 s-1) で管理した．移植 2

週間後から徐々にラップを外し，完全に外した後も同様の条件下で 1 週間栽培した．

順化後の雑種植物体は鉢に定植し，親系統の植物体と同様の条件下で栽培した．2 年

間栽培した後，雑種の塊茎を親系統と同様に分割し，新しい鉢に植え替えた． 

 属間雑種個体を無加温のガラス室内で栽培して 3 年目に，属間雑種およびその親個

体について，形態調査，花粉稔性調査および染色体観察を行った．形態調査に関して

は，それぞれの植物体について，開花期終了時の草丈，第 1 花の下 3 枚の葉の長さお

よび幅の平均，植物体あたりの花数，第 1 花から第 3 花までの長さおよび直径の平均

を測定した．花色は，Kuwayama ら (2005a) にしたがって，日本園芸植物標準色票 

(1984) を用いて視覚的に評価し，JHS Color Chart No.および Inter-Society Color Council, 

National Bureau of Standard color name を用いて表した． 

 花粉稔性は，花粉粒を 1% (w/v) 酢酸カーミンで染色することにより評価し，細胞

質が濃く染色された花粉粒の割合で示した (Nakano・Mii，1993)．染色体観察は，以

下のようにして行った．ガラス室内で生育している植物体から旺盛に伸長している根

端を採取し，0.0005% (w/v) アミプロフォスメチル (Hayashi Pure Chemical Ind. Co. Ltd., 

Osaka, Japan) 溶液に浸漬して室温下で 3 時間の前処理を行った．その後，カルノア液 

(エタノール：酢酸 = 3：1，v/v) 中で根端を 12 時間以上固定した．根端細胞における

染色体観察は，Fukui (1996) の方法にしたがって行った． 

 

結果および考察 

 本実験においては，2 倍体の系統間の属間交雑により得られた雑種に注目して，リッ

トニア  サンダーソニア，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’，リット

ニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’の雑種個体について形質調査を行った． 
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リットニア  サンダーソニア 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 3 系統の小植

物体が得られている．これらの小植物体を順化した後，無加温のガラス室内で鉢植え

栽培した．2 年間栽培した雑種の塊茎の重さは，平均 3.2 g であった．3 系統のうちの

1 系統の雑種個体は良好な生育を示し，栽培を開始してから 2 年目に開花に至った．

栽培を開始してから 3 年目の 6 月中旬には，すべての系統の雑種個体が開花に至った．

親系統であるリットニアおよびサンダーソニアは，それぞれ 6 月中旬および 6 月上旬

に開花した． 

 3 系統の雑種個体について形態調査を行ったところ，系統間で形態的差異はみられ

なかった．開花期の雑種の草丈は両親よりも高く，草姿はリットニアに類似したつる

性であった (Table 5；Fig. 8A)．雑種の葉は無柄であり，サンダーソニアに類似した

大きさであった．また，リットニアと同様に，葉の先端には巻きひげがみられた (Table 

5；Fig. 9A)．雑種における植物体あたりの花数は，サンダーソニアと同程度であった 

(Table 5)．雑種の花は下向きであり，両親の中間的な形態を示したが，両親とは明ら

かに異なっていた (Fig. 10A)．リットニアの花被は基部から分離しており，一方，サ

ンダーソニアの花被は完全に合着していたが，雑種の花被はその基部側の約半分まで

合着していた．また，雑種の花被の先端は若干反り返っていた．日本園芸植物標準色

票を用いて花色を視覚的に評価したところ，雑種の花色は，両親の花の基部の花色と

同様の鮮橙 (JHS 1605；vivid orange) であった (Table 5；Fig. 10A)．いずれの系統の

雑種も黄色の葯を形成したが，それらはまったく裂開せず，花の老化とともに葯は褐

変した．根端細胞の染色体を観察したところ，すべての雑種は 2 倍体 (2n=2x=23) で

あった (Fig. 11B，C，D)． 

 本実験において調査したリットニア  サンダーソニアの草姿，葉および花の形態

は，以前にサンダーソニア  リットニア間の属間交雑により作出された品種サント

ニア‘ゴールデンライツ’に類似していた (Clark ら，2005；Eason ら，2001；Morgan

ら，2001，2003)．しかしながら，リットニア  サンダーソニアの花数は，サントニ

ア‘ゴールデンライツ’よりも少なかった．また，リットニア  サンダーソニアの

花色が鮮黄であったのに対して，サントニア‘ゴールデンライツ’では花がしばしば

赤みがかると報告されている．このように，リットニア  サンダーソニアとサント
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ニア‘ゴールデンライツ’とは，形態が若干異なっていると考えられた．Morgan ら 

(2003) および Clark ら (2005) は，サントニア‘ゴールデンライツ’の茎の長さや花

色などの形態的特徴は，生育環境，定植時期および塊茎の大きさにより左右されると

報告している．したがって，今後はこれらの要因がリットニア  サンダーソニアの

形態に及ぼす影響について調査する必要がある． 

 

リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’ 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 4 系統の小植

物体が得られている．これらの小植物体を順化した後，無加温のガラス室内で鉢植え

栽培した．2 年間栽培した雑種の塊茎の重さは，平均 3.0 g であった．4 系統のうちの

2 系統の雑種個体は良好な生育を示し，栽培を開始してから 3 年目の 6 月下旬には開

花に至った．親系統であるリットニアおよびサンダーソニア‘フェニックス’は，6

月中旬に開花した． 

 開花に至った 2 系統について形質調査を行ったところ，系統間で形態的差異はみら

れなかった．開花期の雑種の草丈は両親よりも高く，草姿はリットニアに類似したつ

る性であった (Table 5；Fig. 8B)．雑種の葉は無柄であり，葉の長さは両親の中間よ

りも若干短かったが，葉の幅は両親よりも広かった (Table 5；Fig. 9B)．また，リッ

トニアと同様に，葉の先端には巻きひげがみられた (Fig. 9B)．雑種における植物体あ

たりの花数は，両親よりも多かった (Table 5)．雑種の花は下向きであり，両親の中間

的な形態を示したが，両親とは明らかに異なっていた (Fig. 10B)．サンダーソニア

‘フェニックス’の花被は完全に合着していたが，雑種の花被はその基部側の約半分

まで合着していた．また，雑種の花被の先端は若干反り返っていた．日本園芸植物標

準色票を用いて花色を視覚的に評価したところ，雑種個体の花色は，両親とは異なる

明黄橙 (JHS 1905；brilliant orange yellow) であった (Table 5；Fig. 10B)．2 系統の雑種

は黄色の葯を形成したが，それらはまったく裂開せず，花の老化とともに葯は褐変し

た． 

 以上のように，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’の草姿，葉および

花の形はリットニア  サンダーソニアに類似していた．しかしながら，リットニア  

サンダーソニア‘フェニックス’の花数はリットニア  サンダーソニアよりもやや
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多く，また，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’の葉および花はリット

ニア  サンダーソニアよりもやや大きかった (Table 5)．両雑種の花色は明らかに異

なっており，リットニア  サンダーソニアが鮮橙であったのに対して，リットニア  

サンダーソニア‘フェニックス’は明黄橙であった (Table 5；Fig. 10A，B)．これら

の結果から，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’は，サントニア‘ゴー

ルデンライツ’の色変わりとして，直接利用することができると考えられた．今後は，

リットニア  サンダーソニアと同様に，栽培環境や塊茎の大きさがリットニア  サ

ンダーソニア‘フェニックス’の形態に及ぼす影響について調査するとともに，本雑

種の塊茎の増殖を検討する必要がある． 

 

リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 3 系統の小植

物体が得られている．これらの小植物体を順化した後，無加温のガラス室内で鉢植え

栽培した．2 年間栽培した雑種の塊茎の重さは，平均 5.7 g であった．3 系統のうちの

1 系統の雑種個体は良好な生育を示し，栽培を開始してから 2 年目に開花に至った．

栽培を開始してから 3 年目の 8 月下旬には，すべての系統の雑種個体が開花に至った．

親系統であるリットニアおよびグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’は，それぞれ 6 月

中旬および 7 月上旬に開花した． 

 3 系統の雑種個体について形質調査を行ったところ，系統間で形態的差異はみられ

なかった．開花期の雑種個体の草丈は両親よりも低かったが，両親と同様につる性で

あった (Fig. 8C)．リットニアにおいては側枝の形成がみられなかったが，雑種にお

いては，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’と同様に，第 1 花の下部に側枝が形成さ

れた．雑種の葉は無柄であり，葉の幅はリットニアと同程度であったが，葉の長さは

両親よりも短かった．また，両親と同様に，葉の先端には巻きひげがみられた (Table 

5；Fig. 9C)．雑種における植物体あたりの花数は，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

と同程度であった (Table 5)．雑種の花は下向きであり，花の高さはリットニアと同程

度であったが，花の直径はグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’と同程度であった．グ

ロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の花被が上向き強く反り返るのに対して，雑種個体

の花被は反り返らずに平開しており，両親とは明らかに異なっていた (Table 5；Fig. 
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10C)．雑種の花被は，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’と同様に波状で，両親と同

様に基部から分離していた．また，雑種の花被の先端は，若干反り返っていた．リッ

トニアの花柱は基部から垂直に伸びており，一方，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

の花柱基部はほぼ直角に曲がっていたが，雑種の花柱基部はわずかに曲がっていた．

日本園芸植物標準色票を用いて花色を視覚的に評価したところ，雑種の花色は，グロ

リオーサ・スペルバ‘ルテア’と同様の明黄 (JHS 2505；bright yellow) であった (Table 

5；Fig. 10C)．いずれの系統の雑種においても，葯の一部で裂開がみられた．酢酸カー

ミン染色により花粉稔性を調査したところ，2.4%であった (Table 5)．根端細胞の染

色体を観察したところ，すべての雑種は 2 倍体 (2n=2x=22) であった (Fig. 11A，B，

E)． 

 リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’においては，花色はグロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’に類似した明黄であり，また，花の大きさもグロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’と同程度であった．しかしながら，リットニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’の花は平開し，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’とは明らかに

異なっていた．また，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の草丈は両

親よりも低く，80〜100 cm であった．これらの結果から，リットニア  グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’は，新奇の切り花や鉢植え植物として，直接利用することが

できると考えられた．今後は，さまざまな栽培条件下におけるリットニア  グロリ

オーサ・スペルバ‘ルテア’の形質評価を行うとともに，本雑種の塊茎の増殖を検討

する必要がある． 

 

サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 6 系統の小植

物体が得られている．これらの小植物体を順化したところ，2 系統の雑種は生育が良

好であった．これらの 2 系統は，FCM 分析により，いずれも 2 倍体であると示され

ている．無加温のガラス室内で 2 年間鉢植え栽培したところ，これら 2 系統の雑種の

塊茎の重さは，平均 3.2 g であった．栽培を開始してから 3 年目の 8 月中旬には，1

系統の雑種個体が開花に至った．しかし，残り 1 系統の雑種個体は，3 年間栽培して

も開花に至らなかった．親系統であるサンダーソニアおよびグロリオーサ・スペルバ
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‘ルテア’は，それぞれ 6 月上旬および 7 月上旬に開花した． 

 開花に至った1系統の雑種個体について，形態調査および花粉稔性の調査を行った．

開花期の雑種の草丈はグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’よりは低くかったが，サン

ダーソニアよりは高く，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’に類似したつる性であっ

た (Table 5；Fig. 8D)．サンダーソニアにおいては側枝の形成がみられなかったが，

雑種においては，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’と同様に，第 1 花の下部に側枝

が形成された．雑種の葉は無柄であり，両親の中間的な大きさであった．また，グロ

リオーサ・スペルバ‘ルテア’と同様に，葉の先端には巻きひげがみられた (Table 5；

Fig. 9D)．雑種における植物体あたりの花数は，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

と同程度であった (Table 5)．雑種の花は下向きであり，両親の中間的な形態を示した

が，明らかに両親とは異なっていた (Fig. 10D)．また，雑種の花の大きさはサンダー

ソニアと同程度であった (Table 5)．サンダーソニアの花柱は基部から垂直に伸びてい

るが，雑種の花柱基部はわずかに曲がっていた．雑種の花被は波状であり，基部側で

合着していた．また，雑種の花被の一部は完全に広がらなかった．日本園芸植物標準

色票を用いて花色を視覚的に評価したところ，雑種の花色は，両親の花の花色と異

なっており，浅黄 (JHS 2511；light yellow) であった (Table 5；Fig. 10D)．雑種の葯の

一部で裂開がみられたが，酢酸カーミン液で染色される花粉粒はまったく観察されず，

扁平な花粉粒のみであった (Table 5)．良好な生育を示した 2 系統の雑種の根端細胞の

染色体を観察したところ，いずれも 2 倍体 (2n=2x=23) であった (Fig. 11A，C，F)． 

 サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’においても，本実験におい

て調査した他の属間雑種と同様に，花の形態が両親とは明らかに異なっていた．しか

しながら，サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の花はサンダーソ

ニアと同じ程度に小さく，また，完全に開かないこともあった．したがって，本雑種

は品種としては直接利用することができないと考えられた． 

 

 本実験において調査した 4 種類の属間雑種は，第 2 章・第 2 節における FCM 分析

の結果から，いずれも両親からのゲノムを 1 つずつあわせもつ 2 倍体であると推定さ

れた．実際に，本実験においてこれらの雑種の体細胞染色体を観察したところ，リッ

トニア  サンダーソニア，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’および
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サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の 3 種類の雑種は，いずれも

2 倍体であることが明らかとなった．両親からのゲノムを 1 つずつあわせもつ 2 倍体

においては，さまざまな形質が両親の中間型であることが予想される．しかしながら，

本実験で形質調査を行った雑種においては，全体的には両親の中間型の形質が観察さ

れたものの，つる性の草姿や葉の先端における巻きひげの形成などに関しては，雑種

の形質はグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’またはリットニアに類似していた．した

がって，これらは属間雑種においても優性形質であると推察された． 
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第 2 節 グロリオーサ‘マロンゴールド’，リットニアおよびサンダーソニア間の 2

種類の属間雑種の形質調査 

 

緒言 

 第 3 章・第 1 節においては，2 倍体の系統間の属間交雑により得られた雑種に注目

して，リットニア  サンダーソニア，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’，

リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’の雑種について形質調査を行った．本研究においては，雑種

の親系統として，グロリオーサ類については 2 倍体以外に高次倍数体の系統も用いて

いる．そこで，本実験では，倍数性が異なる系統間の属間雑種により得られた雑種に

注目して，第 2 章・第 2 節において 4 倍体と推定されたグロリオーサ‘マロンゴール

ド’(2n=4x=44) と 2 倍体のリットニア (2n=2x=22) またはサンダーソニア (2n=2x=24) 

間の 2 種類の属間雑種について，形態調査および花粉稔性調査を行った． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，本研究の第 2 章において雑種性が確認された，1 系統のリット

ニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’および 1 系統のサンダーソニア  グロリ

オーサ‘マロンゴールド’，およびこれらの属間雑種の親系統を用いた．それぞれの

属間雑種系統について，1 個体の植物を供試した．また，それぞれの親系統について

は，3 個体を供試した．属間雑種の親系統の植物体は，第 2 章・第 2 節と同様の方法

により，無加温のガラス室内で鉢植え栽培した．属間雑種小植物体の培養についても，

第 2 章・第 2 節と同様に行った．小塊茎およびシュートを形成し，良好な生育を示す

小植物体の順化については，第 3 章・第 1 節と同様に行った．順化後の雑種植物体は

鉢に定植し，親系統の植物体と同様の条件下で栽培した．2 年間栽培した後，雑種の

塊茎を親系統と同様に分割し，新しい鉢に植え替えた． 

 属間雑種個体を無加温のガラス室内で栽培して 4 年目に，属間雑種およびその親個

体について，第 3 章・第 1 節と同様の方法により，形態調査および花粉稔性調査を行っ

た． 
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結果および考察 

 本実験においては，倍数性が異なる系統間の属間雑種により得られた雑種に注目し

て，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’およびサンダーソニア  グロリ

オーサ‘マロンゴールド’の雑種個体について形質調査を行った． 

 

リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’ 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 2 系統の小植

物体が得られている．これらの小植物体を順化した後，生育が良好であった 1 系統の

雑種を無加温のガラス室内で鉢植え栽培した．2 年間栽培した雑種の塊茎の重さは，

平均 2.2 g であった．栽培を開始してから 4 年目の 7 月下旬に，この 1 系統の雑種個

体が開花に至った．親系統であるリットニアおよびグロリオーサ‘マロンゴールド’

は，それぞれ 6 月中旬および 7 月上旬に開花した． 

 開花に至った 1 系統の雑種個体について形態調査を行ったところ，開花期の草丈は

両親よりも低く，草姿は両親に類似したつる性であった (Table 6；Fig. 12A)．雑種に

おいては，グロリオーサ‘マロンゴールド’と同様に，第 1 花の下部に側枝が形成さ

れた．雑種の葉は無柄であり，両親の中間的な長さであったが，幅はリットニアに類

似していた (Table 6；Fig. 12B)．また，両親と同様に，葉の先端には巻きひげがみら

れた．雑種における植物体あたりの花数は，両親と同程度であった (Table 6)．雑種の

花は下向きであり，グロリオーサ‘マロンゴールド’にやや類似した形態であったが，

両親とは明らかに異なっていた (Fig. 12C)．雑種の花の直径はグロリオーサ‘マロン

ゴールド’よりも長かったが，花の高さはグロリオーサ‘マロンゴールド’よりも低

かった (Table 6)．雑種の花被はグロリオーサ‘マロンゴールド’と同様に波状であり，

基部から分離していた．また，雑種の花被は，グロリオーサ‘マロンゴールド’と同

様に上向きに反り返っていたが，その程度はグロリオーサ‘マロンゴールド’よりも

小さかった．リットニアの花柱は基部から垂直に伸びており，一方，グロリオーサ‘マ

ロンゴールド’の花柱基部はほぼ直角に曲がっていたが，雑種の花柱基部はわずかに

曲がっていた．日本園芸植物標準色票を用いて花色を視覚的に評価したところ，雑種

の花色は，花被の中心部においてはグロリオーサ‘マロンゴールド’と同様に灰赤 

(JHS 0419；grayish red) であり，縁においてはグロリオーサ‘マロンゴールド’に類
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似した明緑黄 (JHS 2705；brilliant greenish yellow) であった (Table 6；Fig. 12C)．雑種

のすべての葯で裂開がみられた．酢酸カーミン染色により花粉稔性の調査を行ったと

ころ，雑種の花粉稔性は 0.9%であった (Table 6)． 

 本実験において調査したリットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’と第 3 章・

第 1 節において調査したリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’とを比較

すると，両者の草姿および葉の形は類似していた．しかしながら，リットニア  グ

ロリオーサ‘マロンゴールド’の花数は，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ル

テア’よりも少なく，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’の草丈は，リッ

トニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’よりもやや低かった (Table 6)．また，

リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’の葉の大きさは，リットニア  グロ

リオーサ・スペルバ‘ルテア’よりも大きかった (Table 6)．リットニア  グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’の花は平開していたのに対して，リットニア  グロリオー

サ‘マロンゴールド’の花は花被が上向きに反り返っており，リットニア  グロリ

オーサ・スペルバ‘ルテア’の花とは明らかに異なっていた．また，リットニア  グ

ロリオーサ‘マロンゴールド’の花色も，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ル

テア’とは明らかに異なっていた (Table 6；Fig. 10C，12C)． 

 

サンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’ 

 第 2 章で述べたように，この交雑組み合わせからは，胚珠培養により 13 系統の小

植物体が得られている．これらの小植物を順化した後，生育が良好であった 4 系統の

雑種を無加温のガラス室内で鉢植え栽培した．2 年間栽培した雑種の塊茎の重さは，

平均 1.2 g であった．栽培を開始してから 4 年目の 7 月上旬に，1 系統の雑種個体が開

花に至った．しかし，残り 3 系統の雑種個体は，4 年間栽培しても開花に至らなかっ

た．親系統であるサンダーソニアおよびグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’は，それ

ぞれ 6 月上旬および 7 月上旬に開花した． 

 開花に至った 1 系統の雑種個体について形態調査を行ったところ，開花期の草丈は

サンダーソニアと同程度であったが，草姿はグロリオーサ‘マロンゴールド’に類似

したつる性であった (Table 6；Fig. 13A)．雑種においては，グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’と同様に，第 1 花の下部に側枝が形成された．雑種の葉は無柄であり，グロリ
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オーサ‘マロンゴールド’に類似した大きさであった．また，グロリオーサ‘マロン

ゴールド’と同様に，葉の先端には巻きひげがみられた (Table 6；Fig. 13B)．雑種に

おける植物体あたりの花数は，グロリオーサ‘マロンゴールド’と同程度であった 

(Table 6)．雑種の花は下向きであり，グロリオーサ‘マロンゴールド’にやや類似し

た形態であったが，両親とは明らかに異なっていた (Fig. 13C)．雑種の花の直径はグ

ロリオーサ‘マロンゴールド’と同程度であったが，花の高さはグロリオーサ‘マロ

ンゴールド’よりも低かった (Table 6)．雑種の花被はグロリオーサ‘マロンゴールド’

と同様に波状であり，基部のみ合着していた．また，雑種の花被は，グロリオーサ‘マ

ロンゴールド’と同様に上向きに反り返っていたが，その程度はグロリオーサ‘マロ

ンゴールド’よりも小さかった．サンダーソニアの花柱は基部から垂直に伸びており，

一方，グロリオーサ‘マロンゴールド’の花柱基部はほぼ直角に曲がっていたが，雑

種の花柱基部はわずかに曲がっていた．日本園芸植物標準色票を用いて花色を視覚的

に評価したところ，雑種個体の花色は，花被の中心部および縁ともにグロリオーサ‘マ

ロンゴールド’に類似しており，それぞれ灰茶 (JHS 1016；grayish reddish brown) お

よび明緑黄 (JHS 2704；brilliant greenish yellow) であった (Table 6；Fig. 13C)．雑種の

すべての葯で裂開がみられた．酢酸カーミン染色により花粉稔性の調査を行ったとこ

ろ，雑種の花粉稔性は 8.3%であった (Table 6)． 

 本実験において調査したサンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’と第

3 章・第 1 節において調査したサンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

とを比較すると，両者の草姿および葉の形は類似していた．しかしながら，サンダー

ソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’の花数は，サンダーソニア  グロリオー

サ・スペルバ‘ルテア’よりも少なく，また，サンダーソニア  グロリオーサ‘マ

ロンゴールド’の草丈および葉の大きさは，サンダーソニア  グロリオーサ・スペ

ルバ‘ルテア’よりもやや小さかった (Talbe 6)．サンダーソニア  グロリオーサ‘マ

ロンゴールド’の花形は，花被が上向きに反り返っており，サンダーソニア  グロ

リオーサ・スペルバ‘ルテア’とは明らかに異なっていた．また，サンダーソニア  

グロリオーサ‘マロンゴールド’の花色も，サンダーソニア  グロリオーサ・スペ

ルバ‘ルテア’とは明らかに異なっていた (Table 6；Fig. 10D，13C)． 
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 本実験において調査したリットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’およびサ

ンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’は，いずれも両親とは明らかに異

なる形質を示し，また，萎縮等の形態異常や生育不良も特に観察されなかった．した

がって，これらの属間雑種はいずれも新奇の切り花や鉢植え植物として，直接利用す

ることができると考えられた．今後は，さまざまな栽培条件下においてこれらの属間

雑種の形質評価を行うとともに，塊茎の増殖を検討する必要がある． 

 本実験において調査したリットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’およびサ

ンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’は，第 2 章・第 2 節における FCM

分析の結果から，それぞれ種子親であるリットニアまたはサンダーソニアに由来する

1 ゲノムと花粉親であるグロリオーサ‘マロンゴール’に由来する 2 ゲノムをあわせ

もつ 2 基 3 倍体であると推定された．したがって，これら 2 種類の属間雑種の形質は，

両親の中間型というよりも，グロリオーサ‘マロンゴールド’に類似すると予想され

た．実際に，2 種類の属間雑種における葉および花の形，花色などは，いずれもグロ

リオーサ‘マロンゴールド’に類似していた．また，両親のゲノムを 1 つずつもった

2 倍体属間雑種であるリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサン

ダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(第 3 章・第 1 節) の形質と比較し

ても，よりグロリオーサ類に類似した形態を示していた．今後は，リットニア  グ

ロリオーサ‘マロンゴールド’およびサンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’の染色体数を調査するとともに，GISH 法による染色体観察によりゲノム構成

を明らかにする必要がある． 
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第 4 章 属間雑種における細胞学的観察 

 

第 1 節 グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニアおよびサンダーソニア間

の 3 種類の属間雑種における減数分裂の観察 

 

緒言 

 コルチカム科花き園芸植物においては，すでに胚珠培養により，サンダーソニアと

リットニア間 (Eason ら，2001；Morgan ら，2001) およびサンダーソニアとグロリオー

サ・ロスチャイルディアナ間 (Nakamura ら，2005) の属間雑種が作出されている．ま

た，本研究の第 2 章においては，グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニ

ア属におけるさまざまな組み合わせの属間交雑由来個体 (Kuwayama ら，2005b) が，

FCM 分析および RAPD 分析により雑種であると確認された．以上のことから，コル

チカム科におけるこれら 3 属は比較的近い類縁関係にあると予想される． 

 一方，Morgan ら (2001) は，サンダーソニアとリットニア間の属間雑種における減

数分裂時の染色体対合は低頻度であり，花粉の稔性はみられなかったと報告している．

この結果は，サンダーソニア属とリットニア属は胚珠培養により雑種が作出可能な類

縁関係ではあるが，染色体間の相同性は低いことが推測される．本研究の第 3 章・第

1 節においても，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニアおよびサンダーソニ

ア間の雑種は，いずれも花粉稔性がみられないか，または著しく低かった．そこで本

実験では，細胞学的な観点からグロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア

属の類縁関係を評価することを目的として，リットニア  サンダーソニア，リット

ニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’における減数分裂を観察した． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，属間雑種の親系統であるグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’ 

(2n=2x=22)，リットニア (2n=2x=22) およびサンダーソニア (2n=2x=24)，および第 3

章・第 1 節において形質を調査した，リットニア  サンダーソニア (2n=2x=23)，リッ

トニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=22) およびサンダーソニア  グ
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ロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=23) を用いた．属間雑種の親系統の植物体は，

第 2 章・第 2 節と同様の方法により，無加温のガラス室内で鉢植え栽培した．また，

第 3 章・第 1 節において順化した属間雑種の植物体についても，親系統の植物体と同

様の条件下で栽培した． 

 属間雑種個体を無加温のガラス室内で栽培して 4 年目に，親個体および雑種個体の

花蕾から葯を採取した．スライドガラスに 2% (w/v) 酢酸オルセインを滴下して葯を

置床し，ピンセットを用いて葯の中身を押し出した後，カバーガラスを被せて押しつ

ぶした．光学顕微鏡 (Leica DM LB2，Leica Microsystems GmbH，Wetzlar，Germany) を

用いて花粉母細胞の減数分裂を観察し，ダイアキネシス期または第 1 分裂中期におけ

る染色体対合頻度を算出した．なお，親個体および雑種個体について，それぞれ 50

および 100 個の花粉母細胞を観察した． 

 

結果 

属間雑種の親系統 

 グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=22) については，長さ約 1.6 cm の花蕾

から葯を採取した場合にダイアキネシス期または第1分裂中期の花粉母細胞が観察さ

れ，11 本の 2 価染色体が観察された (Table 7；Fig. 14A)．リットニア (2n=2x=22) に

ついては，長さ約 0.7 cm の花蕾から葯を採取した場合にダイアキネシス期または第 1

分裂中期の花粉母細胞が観察され，11本の 2価染色体が観察された (Table 7；Fig. 14B)．

サンダーソニア (2n=2x=24) については，長さ約 0.4 cm の花蕾から葯を採取した場合

にダイアキネシス期または第 1 分裂中期の花粉母細胞が観察され，12 本の 2 価染色体

が観察された (Table 7；Fig. 14C)．グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニア

およびサンダーソニアのいずれにおいても，減数分裂は正常に進行し，花粉四分子が

形成された． 

 

リットニア  サンダーソニア (2n=2x=23) 

 長さ約 0.6 cm の花蕾から葯を採取した場合に，ダイアキネシス期または第 1 分裂中

期の花粉母細胞が観察された．これらのステージにおける染色体対合はほとんど観察

されなかった．2 価染色体は花粉母細胞あたり 0〜6 本の範囲で観察され，平均 1.75
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本であった (Table 7)．一方，1 価染色体は花粉母細胞あたり 11〜23 本の範囲で観察

され，平均 19.33 本であった (Talbe 7；Fig. 15A)．一部の花粉母細胞においては，3

価染色体の形成も観察された (Table 7；Fig. 15B)．花粉母細胞のうち，19 本の 1 価染

色体と 2 本の 2 価染色体をもつものが も高頻度で観察され，全体の 29%を占めてい

た (Fig. 15C)．第 1 分裂終了時には，大きさが異なる 2 個の娘細胞をもつ花粉母細胞

が多数観察された．また，一部の花粉母細胞においては，大きさが異なる 3 個の娘細

胞が観察された (Fig. 15D)．第 2 分裂終了時には，大きさが異なる 4 個の娘細胞をも

つ花粉母細胞や，多数の娘細胞をもつ花粉母細胞が観察された． 

 

リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=22) 

 長さ約 1.6 cm の花蕾から葯を採取した場合に，ダイアキネシス期または第 1 分裂中

期の花粉母細胞が観察された．これらのステージにおける染色体対合はほとんど観察

されなかった (Table 7)．2 価染色体は花粉母細胞あたり 0〜7 本の範囲で観察され，

平均 1.82 本であった (Table 7；Fig. 16A，B)．一方，1 価染色体は花粉母細胞あたり

8 本～22 本の範囲で観察され，平均 18.21 本であった (Table 7)．一部の花粉母細胞に

おいては，3 価染色体の形成も観察された (Table 7)．花粉母細胞のうち，1 価染色体

のみで構成されたものが も高頻度で観察され，全体の 29%を占めていた (Fig. 16C)．

第 1 分裂終了時には，大きさが異なる 2 個の娘細胞をもつ花粉母細胞が多数観察され

た．また，一部の花粉母細胞においては，大きさが異なる 3 個の娘細胞が観察された 

(Fig. 15D)．第 2 分裂終了時には，大きさが異なる 4 個の娘細胞をもつ花粉母細胞や 

(Fig. 16D)，多数の娘細胞をもつ花粉母細胞が観察された． 

 

サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=23) 

 長さ約 1.1 cm の花蕾から葯を採取した場合に，ダイアキネシス期または第 1 分裂中

期の花粉母細胞が観察された．これらのステージにおける染色体対合はほとんど観察

されなかった．2 価染色体は花粉母細胞あたり 0〜6 本の範囲で観察され，平均 1.31

本であった (Table 7；Fig. 17A)．一方，1 価染色体は花粉母細胞あたり 11〜23 本の範

囲で観察され，平均 20.2 本であった (Table 7)．一部の花粉母細胞においては，3 価染

色体の形成も観察された (Table 7)．花粉母細胞のうち，1 価染色体のみで構成された
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ものが も高頻度で観察され，全体の 38%を占めていた (Fig. 17B)．一部の花粉母細

胞においては，第 1 分裂後期に 46 本の染色体が観察された (Fig. 17C)．第 1 分裂終

了時には，大きさが異なる 2 個の娘細胞をもつ花粉母細胞が多数観察された．また，

一部の花粉母細胞においては，大きさが異なる 3 個の娘細胞が観察された．第 2 分裂

の終了時には，大きさが異なる 4 個の娘細胞をもつ花粉母細胞や，多数の娘細胞をも

つ花粉母細胞が観察された．さらに，2 個の娘細胞しかもたない花粉母細胞も観察さ

れた (Fig. 17D)． 

 

考察 

 雑種において，減数分裂時に高頻度で 2 価染色体が形成され，また，雌性および雄

性 (花粉) の稔性が高い場合には，雑種の両親は非常に近縁な類縁関係にあると考え

られる．一方，一般的に，雑種の両親の類縁関係が遠くなるほど，減数分裂時におけ

る染色体対合の頻度は低下し，雌性および雄性の稔性も低下するとされる (Jauhar・

Joppa，1996)．本研究においては，リットニア  サンダーソニア，リットニア  グ

ロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ

‘ルテア’についてダイアキネシス期または第 1 分裂中期の花粉母細胞を観察したと

ころ，二価染色体の形成頻度は著しく低く，染色体対合がほとんど起きていないこと

が示された．また，第 1 分裂または第 2 分裂終了時には娘細胞数の増加や異なる大き

さの娘細胞の形成が観察され，これらは染色体不分離が原因であると考えられた．第

3 章・第 1 節で述べたように，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の

花粉稔性は著しく低く，サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’につ

いては花粉稔性がみられなかった．また，リットニア  サンダーソニアにおいては

葯の裂開が観察されなかった．したがって，これらの属間雑種における花粉不稔また

は花粉稔性の低さは，減数分裂が正常に進行しないことによるものであると考えられ

た．第 3 章・第 1 節および本実験において得られた結果および Morgan ら (2001) の

報告をあわせて考えると，グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属は，

ゲノムの異なる遠縁な間柄であると考えられた． 

 リットニア  サンダーソニア，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’

およびサンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’における花粉母細胞あ
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たりの 1 価染色体数は，それぞれ平均 19.33，18.21 および 20.2 本であり，ほとんどの

花粉母細胞において多数の 1 価染色体の形成が観察された．しかしながら，いずれの

属間雑種においても，低頻度ではあるが 2 価染色体および 3 価染色体の形成も観察さ

れた．これらの対合した染色体が異なる属に由来するものであるかどうかは現時点で

は明らかではない．しかしながら，異属由来の染色体であるとすれば，グロリオーサ

属，リットニア属およびサンダーソニア属における同祖染色体は，全体としては相同

性が低いものの，部分的には相同であり，相同な領域においては対合が起きると考え

られる．今後，GISH 法を用いた減数分裂時の花粉母細胞の観察により，異属由来の

染色体間におけるキアズマ形成の有無を明らかにする必要がある． 

 サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’においては，一部の花粉母

細胞において第 1 分裂後期に 46 本の染色体が観察された．これは体細胞染色体 

(2n=2x=23) の倍の染色体数であり，これらの花粉母細胞においては第 1 分裂復旧また

は第 2 分裂復旧が生じた可能性があると考えられた． 
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第 2 節 コルチカム科花き園芸植物における genomic in situ hybridization (GISH) 

法の確立 

 

緒言 

 本研究の第 2 章においては，FCM 分析および RAPD 分析により，多数の交雑由来

個体について雑種の同定を行った．また，FCM 分析において RFI ピークの位置が両

親の RFI ピークの中間の位置に出現した属間雑種については，両親のゲノムを半分ず

つあわせもつと推定することができた．しかしながら，一部の雑種においては RFI の

ピークが期待される位置に観察されず，それらの雑種におけるゲノム構成は明らかで

はない．一方，第 4 章・第 1 節において，グロリオーサ属，リットニア属およびサン

ダーソニア属間の雑種の減数分裂時の花粉母細胞に，低頻度ながら 2 価染色体および

3 価染色体が観察された．しかしながら，それらが異属間の染色体対合によるもので

あるかどうかは明らかではない． 

 GISH 法は，対象とする種の全ゲノム DNA をプローブに用いて染色体標本にハイブ

リダイズさせ，プローブがハイブリダイズした染色体を可視化することにより，染色

体標本における対象とする種の染色体を検出する方法である  (Heslop-Harrison・

Schwarzacher，1996；Van Tuyl ら，2002)．GISH 法を用いた染色体観察により，異な

るゲノム由来の染色体を視覚的に識別することが可能になるため，雑種におけるゲノ

ム構成や，異ゲノム由来染色体間の対合，他種から導入された染色体および染色体断

片等を明らかにすることができる (Kato ら，2005；Heslop-Harrison・Schwarzacher，

1996；Van Tuyl ら，2002)．したがって，GISH 法による染色体観察から得られた結果

は，雑種の両親の類縁関係を評価する際に非常に有用であると考えられる．花き園芸

植物では，すでにアルストロメリア属 (Alstroemeria) (Karlov ら，1999；Ramanna ら，

2003)，ヒガンバナ属 (Lycoris) (Ogawa ら，2005) およびユリ属 (Lilium) (Barba-Gonzalez，

2004，2005，2006；Kamstra ら，1999；Lim ら，2001，2003) 等の種間雑種において，

GISH 法によるゲノム構成の調査等が行われている．しかしながら，現在までのとこ

ろ，コルチカム科花き園芸植物においては，GISH 法による染色体観察は検討されて

いない．そこで，本実験では，コルチカム科花き園芸植物において遠縁交雑と GISH

法による類縁関係の評価を行うための前段階として，リットニア  サンダーソニア
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およびリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’を用いて GISH 法の確立を

試みた． 

 

材料および方法 

 植物材料としては，属間雑種の親系統であるリットニア (2n=2x=22)，および第 3

章・第 1 節において形質を調査した，リットニア  サンダーソニア (2n=2x=23) お

よびリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’を用いた．リットニアの植物

体は，第 2 章・第 2 節と同様の方法により，無加温のガラス室内で鉢植え栽培した．

また，第 3 章・第 1 節において順化した属間雑種の植物体についても，リットニアと

同様の条件下で栽培した． 

 GISH 法に用いるプレパラートは，以下のようにして作製した．ガラス室内で生育

している植物体から旺盛に伸長している根端を採取し，第 3 章・第 1 節と同様の方法

により，前処理および固定を行った．その後，Fukui (1996) の方法にしたがって，根

端細胞における染色体のプレパラートを作製した．作製したプレパラートは，シリカ

ゲル入りの標本箱に入れ，-20˚C で保存した． 

 GISH におけるプローブとしては，リットニアの全ゲノム DNA を用いた．リットニ

アの鉢植え個体から展開直後の若い葉を採取し，Rogers・Bendich (1985) の方法にし

たがって全ゲノム DNA を抽出した．プローブの標識は，DIG Nick Translation Mix 

(Roche Diagnostics GmbH，Mannheim，Germany) を用いて，ニックトランスレーショ

ン法により行った．1 µg ゲノム DNA および 4 µL DIG Nick Translation Mix を， 終

量が 20 µL になるように，滅菌水で調整した．ニックトランスレーション反応は 15˚C

で 90 分間行い，その後，反応液に 1 µL の 0.5 M EDTA を加え，65˚C，10 分間保温し

て反応を止めた．反応終了後に，3 µL の 10 µg/µL サケ精子 DNA (Funakoshi，Co. Ltd.，

Tokyo，Japan)，2.5 µL の 3 M 酢酸ナトリウム，および 56 µL の無水エタノール (-20˚C) 

を加え，-30˚C で 8 時間以上静置した．その後，4˚C，13,000 rpm で 10 分間遠心した．

上澄みを捨て，エタノールが完全になくなるまで乾燥させた．21 µL のホルムアミド

を加えて DNA が完全に溶けるまで混和した後，遮光して-20˚C で保存した． 

 in situ hybridization は，Mukai (1996) の方法にしたがって行った．ハイブリダイゼー

ション溶液は， 終量が 10 µL，ホルムアミドの 終濃度が 50% (v/v) になるように，
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2 µLホルムアミド，2 µLの 50% (w/v) デキストラン硫酸ナトリウム塩，1 µLの 20SSC，

0.5 µL の 10 µg/µL サケ精子 DNA，4 µL の DIG 標識したプローブ DNA，および 0.5 µL

の滅菌水を混和して調製した．ハイブリダイゼーション溶液を沸騰湯中で 10 分間処

理してプローブ DNA を変性させ，その後，氷中で 5 分間以上急冷した． 

 作製したプレパラートを 70% ホルムアミド/2SSC (69˚C) に 2 分間浸漬し，染色体

の DNA を変性させた．その後，プレパラートを 70% エタノール (-20˚C)，95% エタ

ノール (-20˚C) および無水エタノール (-20˚C) に 5 分間ずつ順に浸漬して脱水させ，

ブロアーで風乾させた．プレパラートに 10 µL のハイブリダイゼーション溶液を滴下

してカバーガラスを被せ，37˚C で 40 時間ハイブリダイゼーション反応を行った．反

応終了後，プレパラートを 2SSC に室温で 5 分間浸漬し，その後，50% ホルムアミ

ド/2SSC (40˚C) に浸漬して 15 分間洗浄した．さらに，プレパラートを 2×SSC，1

×SSC および 4×SSC に 15 分間ずつ順に浸漬して洗浄した．蛍光色素溶液は，ロー

ダミン抗 DIG 抗体 (Roche Diagnostics GmbH，Mannheim，Germany) の 終濃度が 1% 

(v/v) になるように，ローダミン抗 DIG 抗体と 1% (w/v) ウシ血清アルブミン 

(Sigma-Aldrich，Inc.，MO，USA)/4SSC とを混合して調製した．洗浄後のプレパラー

トに 65 µL の蛍光色素溶液を滴下して 37˚C で 1 時間反応させた後，4SSC にプレパ

ラートを浸漬して室温で 10 分間振とう (50 rpm) した．続けて，スライドガラスを

0.1% (v/v) Triton X–100/4SSC および 4SSC に 10 分間ずつ順に浸漬し，室温で振とう

して洗浄した．その後，プレパラートを 2SSC に浸漬して室温で 5 分間静置した．

終 的 に ， プ レ パ ラ ー ト に 25 µL の DAPI 溶 液  [1% 

4,6-diamidino-2-phenylindole/VECTASHILD Mounting Medium (Vector Laboratories，Inc.，

CA，USA)] を滴下して，染色体の対比染色を行った． 

 染色体および GISH の蛍光シグナルは，落射蛍光装置を備えた顕微鏡 (OPTIPHOT-2 

X2F EFD 2，Nikon Corp.，Tokyo，Japan) を用いて観察した．DAPI およびローダミン

のシグナルは，冷却 CCD カメラ (VB-6010，Keyence Corp.，Osaka，Japan) を用いて

撮影した．画像の合成には Adobe Photoshop 6.0 (Adobe Systems Inc.，CA，USA) を用

いた． 

 

結果および考察 
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 GISH 法により雑種における異種由来染色体を識別する際には，プローブのクロス

ハイブリダイズを抑制するためにブロッキング DNA を用いる場合と，用いない場合

とがある (Heslop-Harrison・Schwarzacher，1996)．しかしながら，雑種の両親の類縁

関係が遠い場合には，プローブのクロスハイブリダイズが生じる可能性が低く，ブ

ロッキング DNA を用いずに GISH を行うことが多い (Kitamura ら，1997)．本実験に

おいては，属間雑種について GISH を行うことから，クロスハイブリダイズがある程

度抑制できると予想されたため，ブロッキング DNA を用いずに GISH を行った． 

 リットニア  サンダーソニア (2n=2x=23) の根端細胞において，DIG 標識したリッ

トニアのゲノム DNA をプローブとして用いた GISH を行い，DAPI により対比染色し

た際の体細胞染色体像を Fig. 18A–C に示す．プレパラートを UV 励起下において観

察したところ，23 本の染色体すべてにおいて DAPI による青色シグナルが検出された 

(Fig. 18A)．一方，同じプレパラートを G 励起下で観察したところ，23 本の染色体の

うち 11 本において，ローダミンによる赤色のハイブリダイゼーションシグナルが検

出された (Fig. 18B)．この結果から，赤色のシグナルが検出された 11 本がリットニア

に由来する染色体であることが示された (Fig. 18C)． 

 リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=22) の根端細胞において，

同様に GISH 法による染色体観察を行った結果を Fig. 18D–F に示す．プレパラートを

UV 励起下において観察したところ，22 本の染色体すべてにおいて DAPI による青色

シグナルが検出された (Fig. 18D)．一方，同じプレパラートを G 励起下で観察したと

ころ，22 本の染色体のうちの 11 本において，ローダミンによる赤色のハイブリダイ

ゼーションシグナルが検出された (Fig. 18E)．この結果から，赤色のシグナルが検出

された 11 本の染色体はリットニアに由来することが示された (Fig. 18F)． 

 以上の結果から，コルチカム科花き園芸植物の属間雑種においてそれぞれの親系統

由来の染色体を識別する場合に，GISH 法が有効な手段であることが明らかとなった．

一方，本実験においてはブロッキング DNA を用いずに GISH を行ったが，クロスハ

イブリダイズはほとんど観察されなかった．この結果から，少なくともコルチカム科

花き園芸植物の属間雑種において GISH を行う場合には，ブロッキング DNA は必要

でないと予想された．また，この結果は同時に，プローブに用いたリットニアのゲノ

ム DNA とグロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニアのゲノム DNA
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の相同性が高くないことを示している．今後は，サンダーソニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’においても GISH 法による染色体観察を行うとともに，本実験と

は異なる条件下における GISH を行う必要がある． 

 本実験においては，コルチカム科花き園芸植物の属間雑種において，異ゲノム由来

染色体の識別を行うための GISH の条件を確立した．今後は，GISH 法により，ゲノ

ム構成が明らかとなっていない属間雑種におけるゲノム構成や，属間雑種の減数分裂

時における異属由来の染色体間のキアズマ形成の有無等を調査する必要がある． 
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第 5 章 総合考察 

 コルチカム科花き園芸植物においては，すでに遠縁交雑育種が検討されており，遠

縁交雑に由来する品種も育成されている (Eason ら，2001；Morgan ら，2001；Nakamura

ら，2005)．しかしながら，現在のところ遠縁交雑の組み合わせは限られており，ま

た，作出された雑種の形質調査についても不十分な点が多い．本研究においては，コ

ルチカム科花き園芸植物における遠縁交雑による新品種育成および類縁関係の評価

に関する基礎的な知見を得ることを目的として，Kuwayama ら (2005b) が作出した遠

縁交雑由来個体を材料に用いて，それらの雑種性の早期確認，開花に至った属間雑種

個体の形質調査，および属間雑種個体における細胞学的観察を行った． 

 

FCM 分析および RAPD 分析による雑種の早期同定 

 コルチカム科花き園芸植物は，通常，実生から開花までに 2〜3 年を要するため，

遠縁交雑育種を効率的に行うためには，交雑後に得られた個体の雑種性を早期に確認

することが重要である．そこで，本研究においては，Kuwayama ら (2005b) が作出し

た遠縁交雑由来小植物体を材料に用いて，FCM 分析および RAPD 分析による雑種の

早期同定について検討した．FCM 分析は，少量のサンプルで分析を行うことができ，

簡便かつ迅速な方法であるため，イソマツ属植物 (Limonium spp.) (Morgan ら，1998)，

サクラソウ類 (Primula spp.) (Kato ら，2001) およびナデシコ属植物 (Dianthus spp.) 

(Nimura ら，2003) などにおいて，雑種の早期同定の手段として用いられている．一

方，RAPD 分析も，少量のサンプルで分析を行うことができ，また，単純な PCR 操

作のみで分析することができるため，グラジオラス属植物 (Gladiolus spp.) (Takatsu ら，

2001)，サクラソウ類 (Primula spp.) (Kato ら，2001)，ナデシコ属植物 (Dianthus spp.) 

(Nimura ら，2003) およびユリ類 (Lilium spp.) (Obata ら，2000) などにおいて，雑種の

早期同定の手段として用いられている．コルチカム花き園芸植物においては，すでに，

サンダーソニアとリットニア間 (Morgan ら，2001) およびサンダーソニアとグロリ

オーサ・ロスチャイルディアナ間 (Nakamura ら，2005) の属間雑種の同定のために，

FCM 分析が行われている．本研究においても，倍数性が異なるグロリオーサ類間の

交雑や多くの属間交雑のように，核の RFI が明らかに異なる系統間の交雑においては，

FCM 分析により雑種の同定を容易に行うことができた．これらの FCM 分析による雑
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種判定の結果は，RAPD 分析により裏付けられた．また，核の RFI が類似している系

統間の交雑や，検定する個体の RFI ピークが期待される位置に出現しない場合など，

FCM 分析による雑種の同定ができない個体についても，RAPD 分析により雑種性を

確認することができた．本研究の結果から，広範囲なコルチカム科花き園芸植物にお

ける属内および属間雑種の早期同定に，FCM 分析と RAPD 分析の組み合わせが有効

であることが示された．両分析は，今後のコルチカム科花き園芸植物の交雑育種にお

いても有効に利用されると考えられる． 

 

属間雑種の形質調査 

 コルチカム科花き園芸植物においては，すでにサンダーソニア  リットニアの属

間交雑に由来するサントニア‘ゴールデンライツ’が育成されている (Clark ら，2005；

Eason ら，2001；Morgan ら，2001，2003)．しかしながら，現在までのところ，詳細

な形質調査が行われている属間雑種は本品種のみである．コルチカム科花き園芸植物

における遠縁交雑育種を推進させるためには，広範囲な組み合わせの雑種における詳

細な形質調査が必要である．そこで，本研究においては，2 倍体の系統間の交雑によ

り得られた 4 種類の属間雑種，および異なる倍数性の系統間の交雑により得られた 2

種類の属間雑種について形質調査を行った．これら 6 種類の属間雑種系統は，いずれ

も多くの点で両親とは明らかに異なる形態を示し，一部の属間雑種系統については，

新奇の切り花や鉢植え植物として，直接利用することができると考えられた．属間雑

種品種であるサントニア‘ゴールデンライツ’の育成と本研究で得られた結果とをあ

わせて考えると，遠縁交雑育種は，コルチカム科花き園芸植物における新品種育成の

ための手段として非常に有効であると考えられる．今後は，本研究で扱った属間雑種

の生育や形態に及ぼす植え付け時の塊茎の大きさや栽培環境の影響について調査す

るとともに，属間雑種の塊茎の効率的な増殖方法を開発する必要がある． 

 2 倍体の系統間の交雑により得られた属間雑種であるリットニア (2x)  グロリ

オーサ・スペルバ‘ルテア’(2x) およびサンダーソニア (2x)  グロリオーサ・スペ

ルバ‘ルテア’(2x) と，2 倍体と 4 倍体の系統間の交雑により得られた属間雑種であ

るリットニア (2x)  グロリオーサ‘マロンゴールド’(4x) およびサンダーソニア (2x) 

 グロリオーサ‘マロンゴールド’(4x) とを比較すると，2 倍体と 4 倍体の系統間の



43 

交雑により得られた属間雑種の形態はよりグロリオーサ類に類似していた．この結果

は，これらの属間雑種においてグロリオーサのゲノムの比率が高くなったためである

と考えられた．今後は，異なる倍数性の系統間の交雑により得られた他の属間雑種の

開花を待って，詳細な形質調査を行う必要がある． 

 本研究において形質調査を行った属間雑種は，品種育成のために直接用いるばかり

でなく，今後の育種素材としても有用であると考えられる．しかしながら，これらの

属間雑種のほとんどは，花粉稔性がみられない，または著しく低く，育種素材として

用いるためには稔性の回復が必要である．一般的に，雑種の両親の類縁関係が遠い場

合には，雑種における雌性および雄性 (花粉) の稔性は低下することが知られている 

(Van Tuyl・Lim，2003)．しかしながら，遠縁交雑に由来する雑種においては，染色体

倍加により稔性が回復する場合も多い (Van Tuyl・Lim，2003)．今後，コルチカム科

における属間雑種についても，稔性回復のための染色体倍加を検討する必要がある．

稔性を回復させることができれば，戻し交雑や異なる 3 ゲノムをあわせもつ属間雑種

の作出等が可能になると予想される． 

 一方，サンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’においては，他の属間

雑種よりもやや高い花粉稔性が観察されたことから，染色体倍加なしでも育種素材と

して利用できる可能性があると考えられた．サンダーソニア  グロリオーサ‘マロ

ンゴールド’の戻し交雑により後代を獲得することができれば，サンダーソニアの染

色体が添加されたグロリオーサ系統を作出することができると考えられる． 

 サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’においては，減数第 1 分裂

後期の一部の花粉母細胞に 46 本の染色体が観察されたことから，本属間雑種におい

ては第 1 分裂復旧または第 2 分裂復旧が生じていると考えられた．ユリ属 (Lilium) や

アルストロメリア属 (Alstromeria) の一部の種間雑種においては，非還元配偶子の形

成が報告されており (Barba-Gonzalez ら，2004，2005，2006；Kamstra ら，1999；Karlov 

ら，1999；Lim ら，2001，2003；Ramanna ら，2003；Van Tuyl ら，1989)，それらの育

種への利用も検討されている (Ramanna・Jacobsen，2003；Van Tuyl ら，2002；Van Tuyl・

Lim，2003)．サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’においても非還

元配偶子が一定の頻度で形成されるのであれば，本雑種は今後の交雑育種親として利

用できると考えられる． 
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細胞学的観察による類縁関係の評価 

 被子植物の類縁関係については，地理的および形態的分類に加えて，近年では分子

系統学的手法による分類も行われている (APG，1998，2003)．コルチカム科植物にお

いても，プラスチド DNA の解析により，類縁関係の評価が検討されている 

(Vinnersten・Reeves，2003)．本研究においては，交雑親和性および属間雑種の細胞学

的観察から，コルチカム科花き園芸植物の類縁関係の評価を試みた． 

 コルチカム科花き園芸植物においては，すでに，リットニアとサンダーソニア間 

(Morgan ら，2001) およびサンダーソニアとグロリオーサ・ロスチャイルディアナ間 

(Nakamura ら，2005) において属間雑種が作出されている．また，第 2 章で述べたよ

うに，Kuwayama ら (2005b) は，グロリオーサ類，リットニアおよびサンダーソニア

を親系統に用いて，多数の属間交雑由来小植物体を作出しており，これらの小植物体

は，FCM 分析および RAPD 分析により雑種であると確認された．これらの結果から，

グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属は，比較的近い類縁関係にあ

ると考えられる． 

 しかしながら，Morgan ら (2001) は，リットニアとサンダーソニア間の属間雑種に

おいては花粉稔性がみられず，染色体の対合も低頻度であると報告している．本研究

においても，形質を調査した属間雑種のほとんどは，花粉稔性がみられない，または

著しく低かった．また，一部の属間雑種において減数分裂時の花粉母細胞を観察した

ところ，染色体の対合頻度は著しく低かった．一般的に，2 倍体間の交雑により得ら

れた雑種においては，両親の類縁関係が遠くなるほど，減数分裂時における染色体対

合の頻度は低下し，雌性および雄性 (花粉) の稔性が低下するとされている (Jauhar・

Joppa，1996)．したがって，減数分裂時の花粉母細胞の観察および花粉稔性の調査結

果からは，グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属は，それぞれ遠縁

であると考えられる． 

 一方，本研究において，リットニア  サンダーソニアおよびリットニア  グロリ

オーサ・スペルバ‘ルテア’の根端細胞についてリットニアのゲノム DNA をプロー

ブとして用いた GISH を行ったところ，クロスハイブリダイズはほとんど観察されな

かった．GISH 法による雑種における両親由来のゲノムの識別は，DNA の塩基配列の
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相同性とともに，in situ hybridization およびその後のプレパラートの洗浄時における

塩強度により左右されることが知られている (Ji ら，2004)．しかしながら，一般的に，

本実験において用いたような標準的な条件下で GISH を行った場合には，雑種の両親

のゲノムの相同性が 80〜85% またはそれ以下であれば，ゲノムの識別が可能である

とされている (Schwarzacher ら，1989)．したがって，リットニアとグロリオーサ・ス

ペルバ‘ルテア’およびサンダーソニアのゲノムの相同性は，それぞれ 85% 以下で

あると推測される． 

 以上の結果をまとめると，グロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属

は，胚珠培養を適用することにより雑種作出が可能な類縁度ではあるが，それぞれ異

なるゲノムで構成され，さらに染色体間の相同性およびゲノム間の相同性は低いと考

えられる．今後は，高次倍数体の雑種における減数分裂の観察を行うことにより，染

色体間の相同性に関する知見がさらに得られると考えられる．また，今後は，GISH

法により，ゲノム構成が明らかとなっていない属間雑種におけるゲノム構成や，属間

雑種の減数分裂時における異属由来の染色体間のキアズマ形成の有無等を調査する

必要がある． 

 

 まとめとして，本研究においては，コルチカム科花き園芸植物の新品種育成に対す

る遠縁交雑育種の有効性を示すことができた．本研究において形質を調査した一部の

属間雑種系統は，新奇の切り花や鉢植え植物として，直接利用することができると考

えられた．また，属間雑種における細胞学的観察から，グロリオーサ属，リットニア

属およびサンダーソニア属の類縁関係を評価するための基礎的な知見を得ることが

できた．本研究により得られた知見および本研究により確立された手法が，今後のコ

ルチカム科花き園芸植物における育種や類縁関係の評価等の研究の一助となること

を願ってやまない． 
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Table 1. Colchicaceous ornamentals used as the parents for intra- and intergeneric crosses 

Species and cultivar z Abbreviation Colchicaceous genotype/ Chromosome 

  parsley RFI ratio y number (2n) 
 

Sandersonia aurantiaca Sau 1.08  0.01 (group 1) 2x=24 

S. aurantiaca ‘Phoenix’ Sph 1.08  0.01 (group 1) 2x=24 

Littonia modesta Lit 1.54  0.01 (group 2) 2x=22 

Gloriosa superba ‘Lutea’ Gsu 1.69  0.01 (group 2) 2x=22 

Gloriosa ‘African Gold’ Gaf 1.68  0.01 (group 2) 2x=22 x 

Gloriosa ‘Marron Gold’ Gma 3.22  0.02 (group 3) 4x=44 x 

Gloriosa rothschildiana Gro 5.36  0.02 (group 4) 6x=66 

Gloriosa ‘Rothschildiana Pink’ Grp 5.44  0.05 (group 4) 6x=66 x 

Gloriosa ‘Verschild’ Gve 5.95  0.05 (group 5) 7x=77 x 

z Several recent studies have regarded Gloriosa as a monotypic genus with large morphological 
variation and several ploidy levels under the name G. superba (Vinnersten and Reeves, 2003). 

y The ratio of RFI of nuclei from each Colchicaceous genotype and parsley (Colchicaceous 
genotype/parsley RFI ratio) was calculated. Values represent the mean  standard error of 5 
replicates. RFI ratio values were classified into 5 groups. 

x Ploidy level and chromosome number were estimated by FCM analysis. 
 



47 
 

Table 2. Results from intrageneric cross-pollination within Gloriosa or Sandersonia 

Cross combination z No. of ovules No. of ovules No. of ovules No. of ovules 
Seed parent Pollen parent cultured forming forming regenerating 
   rhizome-like shoots plantlets y 
   structures 
 

Sau Sph 1170 526 2 1 
Sph Sau 120 81 1 0 
Gsu Gaf 294 49 8 8 (2) 
Gsu Gma 387 159 13 12 (3) 
Gsu Gro 38 29 2 2 
Gsu Grp 295 149 4 4 
Gsu Gve 132 132 1 1 
Gaf Gsu 162 17 0 0 
Gaf Gma 186 60 5 5 (1) 
Gaf Gro 0 0 0 0 
Gaf Grp 70 13 1 1 
Gma Gsu 48 48 1 1 
Gma Gaf 109 109 13 12 (1) 
Gma Gro 181 64 4 4 
Gma Grp 66 31 3 3 (1) 
Gro Gsu 0 0 0 0 
Gro Gaf 71 71 0 0 
Gro Gma 94 94 9 9 (2) 
Gro Grp 264 72 4 4 (2) 
Gro Gve 291 54 4 4 (2) 
Grp Gaf 26 26 7 7 (1) 
 

z Refer to Table 1 for abbreviations. 
y Parenthesized figures represent the number of ovules in which plantlets died after regeneration. 
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Table 3. Results from intergeneric cross-pollination among colchicaceous ornamentals 

Cross combination z No. of ovules No. of ovules No. of ovules No. of ovules 
Seed parent Pollen parent cultured forming forming regenerating 
   rhizome-like shoots plantlets y 
   structures 
 

Sau Lit 321 134 0 0 
Sau Gsu 226 113 16 12 (4) 
Sau Gaf 24 19 5 5 (2) 
Sau Gma 89 49 15 14 (1) 
Sau Gro 960 484 7 4 (1) 
Sau Grp 59 25 0 0 
Sau Gve 197 86 4 4 
Sph Lit 14 1 0 0 
Sph Gsu 7 4 0 0 
Sph Gaf 55 46 3 2 (2) 
Sph Gma 61 39 1 1 
Sph Gro 64 40 2 0 
Sph Grp 46 7 2 1 (1) 
Sph Gve 8 8 1 0 
Lit Sau 163 36 11 7 (4) 
Lit Sph 381 52 5 5 
Lit Gsu 124 25 6 6 (3) 
Lit Gaf 221 5 5 4 (2) 
Lit Gma 136 13 7 6 (1) 
Lit Gro 245 14 0 0 
Lit Grp 211 5 1 1 
Lit Gve 122 41 1 1 (1) 
Gsu Sau 61 25 6 6 (1) 
Gsu Sph 9 9 5 5 (1) 
Gsu Lit 4 4 0 0 
Gaf Sau 1 1 0 0 
Gaf Sph 0 0 0 0 
Gaf Lit 0 0 0 0 
Gma Sau 19 19 5 5 (3) 
Gma Sph 0 0 0 0 
Gma Lit 0 0 0 0 
Gro Sau 13 2 0 0 
Gro Sph 11 0 0 0 
Gro Lit 0 0 0 0 
Grp Sau 0 0 0 0 
Grp Sph 0 0 0 0 
Grp Lit 0 0 0 0 
Gve Sau 6 6 1 1 
Gve Sph 1 0 0 0 
Gve Lit 1 1 0 0 
 

z Refer to Table 1 for abbreviations. 
y Parenthesized figures represent the number of ovules in which plantlets died after regeneration. 
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Table 4.  Number of independent plantlets identified as intra- or intergeneric hybrids by FCM 
and/or RAPD analyses in crosses among colchicaceous ornamentals 

Cross combination z No. of No. of plantlets identified as hybrids 
 Seed parent Pollen parent plantlets by FCM or RAPD analyses (%) 
   analyzed FCM RAPD 
 

Cross between the same RFI groups 
 Sau Sph 1 0 (0) 0 (0) 
 Lit Gsu 3 0 (0) 3 (100) 
 Lit Gaf 2 0 (0) 0 (0) 
 Gsu Gaf 6 0 (0) 6 (100) 
 Gro Grp 2 0 (0) 0 (0) 
Total between the same RFI groups 14 0 (0) 9 (64.3) 
 

Cross between different RFI groups 
 Sau Gsu 8 5 (62.5) 6 (75.0) 
 Sau Gaf 3 3 (100) 3 (100) 
 Sau Gma 13 13 (100) 13 (100) 
 Sau Gro 3 1 (33.3) 1 (33.3) 
 Sau Gve 4 2 (50.0) 2 (50.0) 
 Sph Gma 1 1 (100) 1 (100) 
 Lit Sau 3 3 (100) 3 (100) 
 Lit Sph 5 4 (80.0) 4 (80.0) 
 Lit Gma 5 2 (40.0) 2 (40.0) 
 Lit Grp 1 1 (100) 1 (100) 
 Gsu Sau 5 3 (60.0) 5 (100) 
 Gsu Sph 4 3 (75.0) 3 (75.0) 
 Gsu Gma 9 9 (100) 9 (100) 
 Gsu Gro 2 2 (100) 2 (100) 
 Gsu Grp 4 4 (100) 4 (100) 
 Gsu Gve 1 1 (100) 1 (100) 
 Gaf Gma 4 4 (100) 4 (100) 
 Gaf Grp 1 1 (100) 1 (100) 
 Gma Sau 2 0 (0) 2 (100) 
 Gma Gsu 1 1 (100) 1 (100) 
 Gma Gaf 11 11 (100) 11 (100) 
 Gma Gro 4 4 (100) 4 (100) 
 Gma Grp 2 2 (100) 2 (100) 
 Gro Gma 7 7 (100) 7 (100) 
 Gro Gve 2 2 (100) 2 (100) 
 Grp Gaf 6 6 (100) 6 (100) 
 Gve Sau 1 1 (100) 1 (100) 
Total between different RFI groups 112 96 (85.7) 101 (90.2) 
 

z Refer to Table 1 for abbreviations. 
 

 



 
 

Table 5. Comparison of morphological characteristics, chromosome number and pollen fertility among Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu), Littonia modesta 
(Lit), Sandersonia aurantiaca (Sau) and S. aurantiaca ‘Phoenix’ (Sph), and their intergeneric hybrids z 

Parent or Plant Leaf y  No. of Flower x  Flower color w Chromosome Pollen 
hybrid height length width flowers length diameter JHS Color ISCC-NBS number fertility 
 (cm) (cm) (cm) per plant (cm) (cm) Chart No. color name (2n) (%) 
 

Parent 
 Gsu 133.4  5.5 10.4  0.8 2.1  0.1 7.3  0.3 8.6  0.7 9.6  0.4 2505 bright yellow 2x=22 94.8 
 Lit 143.7  14.7 11.7  6.8  0.9  0.1 2.7  0.3 3.4  0.3 3.5  0.3 1605 vivid orange 2x=22 88.7 
        2205 vivid yellow  
 Sau 55.1  6.8 6.5  0.8 1.2  0.1 6.0  0.6 2.5  0.1 2.5  0.1 1605 vivid orange 2x=24 95.4 
        2205 vivid yellow 
 Sph 44.8  7.3 5.6  0.2 1.2  0.1 4.3  0.9 2.4  0.1 2.5  0.1 2511 light yellow 2x=24 92.1 
 

Hybrid 
 Lit  Sau 157.9  8.9 6.0  0.4 1.0  0.1 6.0  1.2 2.5  0.1 2.7  0.2 1605 vivid orange 2x=23 nd v 
 Lit  Sph 157.6 7.2  0.1 1.4  0.1 10.5 2.5  0.1 3.1  0.1 1905 brilliant orange yellow 2x=23 u nd v 
 Lit  Gsu 89.5  9.8 8.0  0.8 0.9  0.1 6.7  1.5 3.3  0.1 10.4  0.6 2505 bright yellow 2x=22 2.4 
 Sau  Gsu 78.0 7.9  0.3 1.5  0.1 5.0 2.7  0.2 2.3  0.2 2511 light yellow 2x=23 0 
 

z Values except for those of flower color and chromosome number represent the mean  standard error of 3 plants for each parent, the mean  standard 
error of 3 plants derived from independent ovules for Lit  Sau and Lit  Gsu, and the mean of 2 plants derived from independent ovules for Lit  Sph. 
One plant was investigated for Sau  Gsu. 

y Three leaves below the first flower were investigated for each plant. For Sau  Gsu, values represent the mean  standard error of the 3 leaves. 
x The first three flowers were investigated for each plant. For Sau  Gsu, values represent the mean  standard error of the 3 flowers. 
w Flower color was checked visually with an aid of the JHS Color Chart (Japan Horticultural Plant Standard Color Chart, Japan Color Research Institute, 

1984). For Lit and Sau, flower colors were gradated from vivid orange (flower base; upper line) to vivid yellow (flower tip; lower line). 
v Not determined due to non-dehiscent anthers. 
u Ploidy level and chromosome number were estimated by FCM analysis. 



 
 

Table 6. Comparison of morphological characteristics, chromosome number and pollen fertility among Gloriosa ‘Marron Gold’ (Gma), Littonia modesta 
(Lit) and Sandersonia aurantiaca (Sau), and their intergeneric hybrids z 

Parent or Plant Leaf y  No. of Flower x  Flower color w Chromosome Pollen 
hybrid height length width flowers length diameter JHS Color ISCC-NBS number fertility 
 (cm) (cm) (cm) per plant (cm) (cm) Chart No. color name (2n) (%) 
 

Parent 
 Gma 106.3  2.7 8.2  1.0 1.5  0.2 3.0  1.0 6.6  0.3 6.5  0.4 1016 grayish reddish brown 4x=44 v 95.2 
        2906 vivid greenish yellow 
 Lit 162.1  5.1 10.8  0.4  1.1  0.1 3.7  0.7 3.2  0.1 3.5  0.1 1605 vivid orange 2x=22 92.9 
        2205 vivid yellow 
 Sau 56.5  3.1 6.7  0.3 1.2  0.1 6.3  0.9 2.4  0.1 2.5  0.1 1605 vivid orange 2x=24 94.1 
        2205 vivid yellow 
 

Hybrid 
 Lit  Gma 71.8 8.8  0.4 1.1  0.1 4.0 5.3  0.3 7.3  0.3 0419 grayish red 3x=33 v 0.9 
        2704 brilliant greenish yellow 
 Sau  Gma 58.8 7.7  0.1  1.4  0.1 3.0 5.7  0.2 6.5  0.2 1016 grayish reddish brown 3x=34 v 8.3 
        2705  brilliant greenish yellow 
 

z For each parent, values except for those of flower color and chromosome number represent the mean  standard error of 3 plants. For both hybrids, one 
plant was investigated. 

y Three leaves below the first flower were investigated for each plant. For both hybrids, values represent the mean  standard error of the 3 leaves. 
x The first three flowers were investigated for each plant. For both hybrids, values represent the mean  standard error of the 3 flowers. 
w Flower color was checked visually with an aid of the JHS Color Chart (Japan Horticultural Plant Standard Color Chart, Japan Color Research Institute, 

1984). For Lit and Sau, flower colors were gradated from vivid orange (flower base; upper line) to vivid yellow (flower tip; lower line). For Gma, Lit  
Gma and Sau  Gma, flower colors were clearly different between the inside (upper line) and outside (lower line) of the tepal. 

v Ploidy level and chromosome number were estimated by FCM analysis. 
 



 
 

Table 7. Frequency of chromosome associations at diakinesis or metaphase I in pollen mother cells of Gloriosa superba ‘Lutea’ 

(Gsu), Littonia modesta (Lit) and Sandersonia aurantiaca (Sau), and their intergeneric hybrids 

Parent or Chromosome No. of cells Chromosome associations 
hybrid number observed Univalents (I) Bivalents (II) Trivalents (III) 

 (2n)  Mean Range Mean Range Mean Range 
 

Parent 

 Gsu 22 50 –  11 11 – 

 Lit 22 50 –  11 11 – 

 Sau 24 50 –  12 12 – 
 

Hybrid 

 Lit  Sau 23 100 19.33 11–23 1.75 0–6 0.05 0–1 

 Lit  Gsu 22 100 18.21 8–22 1.82 0–7 0.05 0–1 

 Sau  Gsu 23 100 20.2 11–23 1.31 0–5 0.06 0–1 
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Fig. 1. Flowers of colchicaceous ornamentals used as the parents for intra- and intergeneric 
crosses. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu). (B) Gloriosa ‘African Gold’ (Gaf). (C) Gloriosa 
‘Marron Gold’ (Gma). (D) G. rothschildiana (Gro). (E) Gloriosa ‘Rothschildiana Pink’ (Grp). 
(F) Gloriosa ‘Verschild’ (Gve). (G) Littonia modesta (Lit). (H) Sandersonia aurantiaca (Sau). 
(I) S. aurantiaca ‘Phoenix’ (Sph). Bars = 2 cm.  

(B) (C)

(G) (H) (I)

(D) (E) (F)

(A) 



54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Histograms from FCM analyses of the nuclear DNA content of putative hybrid 
plantlets and their parents in colchicaceous ornamentals. (A)–(D) show putative hybrid 
plantlets from crosses between different RFI groups. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu), 

Gloriosa ‘Marron Gold’ (Gma), and a putative hybrid from Gsu  Gma (PH). (B) Gsu, Gma, 

and a putative hybrid from Gma  Gsu (PH). (C) Sandersonia aurantiaca (Sau), Gma, and a 

putative hybrid from Sau  Gma (PH). (D) Sau, Gma, and a putative hybrid from Gma  Sau 
(PH). 
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Fig. 3. Histograms from FCM analyses of the nuclear DNA content of putative hybrid 
plantlets and their parents in colchicaceous ornamentals. (A)–(D) show putative hybrid 
plantlets from crosses between different RFI groups, whereas (E) form a cross between the 
same RFI group. (A) Sandersonia aurantiaca (Sau), Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu), and a 

putative hybrid from Sau  Gsu (PH). (B) Sau, Gsu, and a putative hybrid from Sau  Gsu 

(PH). (C) Sau, Gsu, and a putative hybrid from Gsu  Sau (PH). (D) Gsu, Gloriosa 

‘Verschild’ (Gve), and a putative hybrid from Gsu  Gve (PH). (E) Littonia modesta (Lit), 

Gsu, and a putative hybrid from Lit  Gsu. 
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Fig. 4. RAPD profiles of putative hybrid plantlets and their parents in colchicaceous 

ornamentals. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu)  Gloriosa ‘Marron Gold’ (Gma). Primer 

C49 was used. Lane 1, Gsu; lanes 2–7, independent putative hybrid plantlets from Gsu  

Gma; lane 8, Gma. (B) Gma  Gsu. Primer G87 was used. Lane 1, Gma; lane 2, putative 

hybrid plantlet from Gma  Gsu; lane 3, Gsu. Numbers on the left indicate bp. Arrowheads 
indicate bands specific to the pollen or seed parent. 
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Fig. 5. RAPD profiles of putative hybrid plantlets and their parents in colchicaceous 
ornamentals. Reciprocal crosses between Sandersonia aurantiaca (Sau) and Gloriosa 
‘Marron Gold’ (Gma). Primer G86 was used. Lane 1, Sau; lanes 2–11, independent putative 

hybrid plantlets from Sau  Gma; lanes 12 and 13, independent putative hybrid plantlets from 

Gma  Sau; lane 14, Gma. Numbers on the left indicate bp. Arrowheads indicate bands 
specific to the pollen or seed parent. 
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Fig. 6. RAPD profiles of putative hybrid plantlets and their parents in colchicaceous 

ornamentals. (A) Sandersonia aurantiaca (Sau)  Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu). Primer 

C49 was used. Lane 1, Sau; lanes 2 and 3, independent putative hybrid plantlets from Sau  

Gsu; lane 4, Gsu. (B) Sau  Gsu. Primer G67 was used. Lane 1, Sau; lanes 2 and 3, 

independent putative hybrid plantlets from Sau  Gsu; lane 4, Gsu. (C) Gsu  Sau. Primer 

C51 was used. Lane 1, Gsu; lanes 2–4, independent putative hybrid plantlets from Gsu  
Sau; lane 5, Sau. Numbers on the left indicate bp. Arrowheads indicate bands specific to the 
pollen or seed parent. 
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Fig. 7. RAPD profiles of putative hybrid plantlets and their parents in colchicaceous 

ornamentals. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu)  Gloriosa ‘Verschild’ (Gve). Primer G63 

was used. Lane 1, Gsu; lane 2, putative hybrid plantlet from Gsu  Gve; lane 3, Gve. (B) 

Littonia modesta (Lit)  Gsu. Primer C49 was used. Lane 1, Lit; lanes 2 and 3, independent 

putative hybrid plantlets from Lit  Gsu; lane 4, Gsu. (C) Lit  Gloriosa ‘African Gold’ (Gaf). 

Primer G87 was used. Lane 1, Lit; lanes 2 and 3, independent plantlets derived from Lit  
Gaf; lane 4, Gaf. Numbers on the left indicate bp. Arrowheads indicate bands specific to the 
pollen or seed parent. 
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Fig. 8. Flowering plants of intergeneric hybrids in colchicaceous ornamentals. (A) Littonia 

modesta (Lit)  Sandersonia aurantiaca (Sau). (B) Lit  Sandersonia aurantiaca ‘Phoenix’. 

(C) Lit  Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu). (D) Sau  Gsu. Bars = 5 cm. 
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Fig. 9. Leaves of intergeneric hybrids in colchicaceous ornamentals. (A) Left, Littonia 

modesta (Lit); middle, Lit  Sandersonia aurantiaca (Sau); right, Sau. (B) Left, Lit; middle, 

Lit  S. aurantiaca ‘Phoenix’ (Sph); right, Sph. (C) Left, Lit; middle, Lit  Gloriosa superba 

‘Lutea’ (Gsu); right, Gsu. (D) Left, Sau; middle, Sau  Gsu; right, Gsu. Bars = 2 cm. 
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Fig. 10. Flowers of intergeneric hybrids in colchicaceous ornamentals. (A) Left, Littonia 

modesta (Lit); middle, Lit  Sandersonia aurantiaca (Sau); right, Sau. (B) Left, Lit; middle, 

Lit  S. aurantiaca ‘Phoenix’ (Sph); right, Sph. (C) Left, Lit; middle, Lit  Gloriosa superba 

‘Lutea’ (Gsu); right, Gsu. (D) Left, Sau; middle, Sau  Gsu; right, Gsu. Bars = 2 cm. 
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Fig. 11. Somatic chromosomes in root tip cells of intergeneric hybrids and their parents in 
colchicaceous ornamentals. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu; 2n=2x=22). (B) Littonia 

modesta (Lit; 2n=2x=22). (C) Sandersonia aurantiaca (Sau; 2n=2x=24). (D) Lit  Sau 

(2n=2x=23). (E) Lit  Gsu (2n=2x=22). (F) Sau  Gsu (2n=2x=23). Bars = 5 µm. 

(A) (B)

(C) (D)

(E) (F)



64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 12. Characteristics of an intergeneric hybrid of Littonia modesta (Lit)  Gloriosa 

‘Marron Gold’ (Gma). (A) Flowering plant of Lit  Gma. Bar = 5 cm. (B) Leaves of Lit (left), 

Lit  Gma (middle) and Gma (right). Bar = 2 cm. (C) Flowers of Lit (left), Lit  Gma 
(middle) and Gma (right). Bar = 2 cm. 
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Fig. 13. Characteristics of an intergeneric hybrid of Sandersonia aurantiaca (Sau)  Gloriosa 

‘Marron Gold’ (Gma). (A) Flowering plant of Sau  Gma. Bar = 5 cm. (B) Leaves of Sau 

(left), Sau  Gma (middle) and Gma (right). Bar = 2 cm. (C) Flowers of Sau (left), Sau  
Gma (middle) and Gma (right). Bar = 2 cm. 
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Fig. 14. Meiotic chromosomes at metaphase-I of the parents for intergeneric crosses in 
colchicaceous ornamentals. (A) Gloriosa superba ‘Lutea’ (2n=2x=22). Eleven bivalents (11II). 
(B) Littonia modesta (2n=2x=22). Eleven bivalents (11II). (C) Sandersonia aurantiaca 
(2n=2x=24). Twelve bivalents (12II). Bars = 5 µm. 
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Fig. 15. Meiotic cells of an intergeneric hybrid of Littonia modesta  Sandersonia aurantiaca 
(2n=2x=23). (A) Twenty-three univalents (23I) at diakinesis. Bar = 5 µm. (B) Eighteen 
univalents, 1 bivalent and 1 trivalent (18I+1II+1III) at diakinesis. Bar = 5 µm. (C) Nineteen 
univalents and 2 bivalents (19I+2II) at diakinesis. Bar = 5 µm. (D) Non-disjunction after the 
first meiotic division. Bar = 10 µm. Arrows and arrowhead indicate bivalent and trivalent, 
respectively. 
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Fig. 16. Meiotic cells of an intergeneric hybrid of Littonia modesta  Gloriosa superba 
‘Lutea’ (2n=2x=22). (A) Twenty univalents and 1 bivalent (20I+1II) at diakinesis. Bar = 5 µm. 
(B) Eight univalents and 7 bivalents (8I+7II) at metaphase-I. Bar = 5 µm. (C) Twenty-two 
univalents (22I) at diakinesis. Bar = 5 µm. (D) Abnormal tetrads. Bar = 10 µm. Arrows 
indicate bivalent. 
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Fig. 17. Meiotic cells of an intergeneric hybrid of Sandersonia aurantiaca  Gloriosa 
superba ‘Lutea’ (2n=2x=23). (A) Twenty-one univalents and 1 bivalent (21I+1II) at diakinesis. 
Bar = 5 µm. (B) Twenty-three univalents (23I) at diakinesis. Bar = 5 µm. (C) Forty-six 
chromosomes at anaphase-I. Bar = 5 µm. (D) Abnormal tetrads. Bar = 10 µm. Arrow indicates 
bivalent. 
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Fig. 18. GISH analysis of intergeneric hybrids in colchicaceous ornamentals using total 

genomic DNA of Littonia modesta (Lit) as a probe. (A) Somatic chromosomes of Lit  
Sandersonia aurantiaca (Sau) (2n=2x=23) after DAPI staining. (B) The same cell as in (A) 
showing red rhodamine signal after GISH. (C) A composite image of (A) and (B). (D) 

Somatic chromosomes of Lit  Gloriosa superba ‘Lutea’ (Gsu) (2n=2x=22) after DAPI 
staining. (E) The same cell as in (D) showing red rhodamine signal after GISH. (F) A 
composite image of (D) and (E). Bars = 5 µm.  
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摘要 

 

 本研究においては，コルチカム科花き園芸植物における遠縁交雑による新品種育成

およびグロリオーサ属，リットニア属およびサンダーソニア属の類縁関係の評価に関

する基礎的な知見を得ることを目的として，以下の実験を行った． 

 

FCM 分析および RAPD 分析による雑種の早期同定 

 グロリオーサ類，リットニアおよびサンダーソニア間で遠縁交雑を行い，胚珠培養

により得られた小植物体の雑種性を確認するために，FCM 分析および RAPD 分析を

行った．倍数性が異なるグロリオーサ類間の交雑や多くの属間交雑のように，核の

RFI が明らかに異なる系統間の交雑においては，FCM 分析により雑種の同定を容易に

行うことができた．RAPD 分析による雑種の同定の結果は，FCM 分析の結果を支持

するものであった．さらに，両親の RFI が類似している場合や RFI のピークが期待さ

れる位置に出現しない場合のように，FCM 分析による雑種の同定ができない小植物

体についても，RAPD 分析により雑種性を確認することができた．FCM 分析または

RAPD 分析により，合計 110 系統の遠縁交雑由来小植物体 (60 系統の属内雑種および

50 系統の属間雑種) が雑種であると同定された．以上のように，FCM 分析と RAPD

分析の組み合わせにより，コルチカム科花き園芸植物における簡便かつ迅速な遠縁雑

種の早期同定が可能であることが示された． 

 

属間雑種の形質調査 

 グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’(2n=2x=22)，グロリオーサ‘マロンゴールド’

(2n=4x=44)，リットニア (2n=2x=22)，サンダーソニア (2n=2x=24) およびサンダーソ

ニア‘フェニックス’(2n=2x=24) 間の属間交雑により作出された 6 種類の雑種 (リッ

トニア  サンダーソニア，リットニア  サンダーソニア‘フェニックス’，リット

ニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，サンダーソニア  グロリオーサ・スペ

ルバ‘ルテア’，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’およびサンダーソ

ニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’) において形質調査を行った．これらの属

間雑種は，胚珠培養由来小植物体をガラス室内で栽培して2〜4年後に開花に至った．
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すべての属間雑種の草姿は，グロリオーサ類およびリットニアに類似したつる性で

あった．リットニア  サンダーソニアおよびリットニア  サンダーソニア‘フェ

ニックス’の草丈は両親よりも高く，一方，リットニア  グロリオーサ・スペルバ

‘ルテア’およびリットニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’の草丈は両親より

も低かった．また，サンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の草丈は

両親の中間的な大きさであり，サンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’

の草丈はサンダーソニアと同程度であった．すべての雑種は，グロリオーサ類および

リットニアと同様に，葉の先端に巻きひげがみられた．リットニア  サンダーソニ

ア，リットニア  サンダーソニア ‘フェニックス’，リットニア  グロリオーサ・

スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の

花は両親のほぼ中間的な形態を示したが，リットニア  グロリオーサ‘マロンゴー

ルド’およびサンダーソニア  グロリオーサ‘マロンゴールド’の花はグロリオー

サ‘マロンゴールド’に類似した形態を示した．すべての雑種の花色は，種子親また

は花粉親に類似していた．ほとんどの属間雑種においては，花粉稔性がみられないま

たは著しく低かった．本研究で調査した雑種における新たな形態は，コルチカム科花

き園芸植物における育種に関して有用であると考えられた． 

 

属間雑種における細胞学的観察 

 グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニアおよびサンダーソニア間の 3 種類

の属間雑種における減数分裂の観察および GISH 法による体細胞染色体の観察を行っ

た．3 種類の属間雑種におけるダイアキネシス期および減数第 1 分裂中期の花粉母細

胞を観察したところ，染色体対合はほとんど観察されなかった．リットニア  サン

ダーソニア，リットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’およびサンダーソニ

ア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’における 2 価染色体の数は，それぞれ花粉

母細胞あたり平均 1.75，1.82 および 1.31 本であった．また，これらの属間雑種におい

ては，染色体不分離や異常な四分子が高頻度で観察された．リットニア  サンダー

ソニアおよびリットニア  グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’の根端細胞について，

リットニアの全ゲノム DNA をプローブとして用いた GISH を行ったところ，いずれ

の属間雑種においても 11 本の染色体においてハイブリダイゼーションシグナルが検
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出され，両親のそれぞれに由来する染色体を同定することができた．ブロッキング

DNA を用いずに行った GISH においてクロスハイブリダイズがほとんど観察されな

かったことから，グロリオーサ・スペルバ‘ルテア’，リットニアおよびサンダーソ

ニアのゲノムの相同性が高くないことが示唆された． 
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英文摘要 (Summary) 

 

 In the present study, the following experiments were carried out in order to develop 

novel cultivars of colchicaceous ornamentals via broad hybridization and obtain fundamental 

information on the taxonomic relations among Gloriosa, Littonia and Sandersonia. 

 

Early identification of intra- and intergeneric hybrids by FCM and RAPD analyses 

 Plantlets derived from ovule culture following intra- or intergeneric crosses among 

Gloriosa spp., L. modesta and S. aurantiaca were subjected to FCM and RAPD analyses in 

order to verify their hybridity. For crosses between plants with apparently distinct RFI of 

nuclei, i.e., intrageneric crosses between Gloriosa genotypes with different ploidy levels, and 

most intergeneric crosses, detection of hybrid plantlets could be readily accomplished by 

FCM analysis. The results of hybrid identification by RAPD analysis supported those of FCM 

analysis. In addition, RAPD analysis allowed the verification of the hybridity of intra- or 

intergeneric cross-derived plantlets, which could not be identified as hybrids by FCM analysis 

due to the similarity of RFI of the parents or appearance of the RFI peak in an unexpected 

position. Totally, 110 independent hybrid plantlets (60 intrageneric and 50 intergeneric 

hybrids) were identified by FCM and/or RAPD analyses. Thus, FCM in combination with 

RAPD analyses offer simple and rapid means for the early detection of intrageneric and 

intergeneric hybrids in colchicaceous ornamentals. 

 

Morphological characterization of intergeneric hybrids 

 Six intergeneric hybrids among G. superba ‘Lutea’ (2n=2x=22), Gloriosa ‘Marron 

Gold’ (2n=4x=44), L. modesta (2n=2x=22), S. aurantiaca (2n=2x=24) and S. aurantiaca 

‘Phoenix’ (2n=2x=24) were subjected to morphological characterization. Hybrid plants 

produced flowers 2–4 years after transplantation of ovule culture-derived plantlets to the 

greenhouse. All the hybrid plants, L. modesta  S. aurantiaca, L. modesta  S. aurantiaca 

‘Phoenix’, L. modesta  G. superba ‘Lutea’, S. aurantiaca  G. superba ‘Lutea’, L. modesta 

 Gloriosa ‘Marron Gold’ and S. aurantiaca  Gloriosa ‘Marron Gold’, showed a climbing 

habit like those of Gloriosa spp. and L. modesta. Plants of L. modesta  S. aurantiaca and L. 

modesta  S. aurantiaca ‘Phoenix’ were taller than their respective parents, but L. modesta  

G. superba ‘Lutea’ and L. modesta  Gloriosa ‘Marron Gold’ were shorter than their parents. 
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Plant height of S. aurantiaca  G. superba ‘Lutea’ and S. aurantiaca  Gloriosa ‘Marron 

Gold’ were nearly intermediate between the parents and similar to S. aurantiaca, respectively. 

Leaves of all the hybrids had a tendril at the tip as those of Gloriosa spp. and L. modesta. 

Flower morphologies of L. modesta  S. aurantiaca, L. modesta  S. aurantiaca ‘Phoenix’, L. 

modesta  G. superba ‘Lutea’ and S. aurantiaca  G. superba ‘Lutea’ were nearly 

intermediate between the parents, whereas those of L. modesta  Gloriosa ‘Marron Gold’ and 

S. aurantiaca  Gloriosa ‘Marron Gold’ were rather similar to Gloriosa ‘Marron Gold’. 

Flower colors of all the hybrids were similar to the seed or pollen parent. Most of the hybrids 

showed very low or no pollen fertility. Novel morphological characteristics of the hybrids 

may be valuable for breeding of colchicaceous ornamentals. 

 

Cytological observation in intergeneric hybrids 

 Observation of meiotic division and GISH analysis of somatic chromosomes were 

carried out in 3 intergeneric hybrids among G. superba ‘Lutea’ (2n=2x=22), L. modesta 

(2n=2x=22) and S. aurantiaca (2n=2x=24). For all the intergeneric hybrids, little chromosome 

pairing was observed in pollen mother cells at diakinesis or metaphase-I. The mean number of 

bivalent chromosomes per pollen mother cell at diakinesis or metaphase-I was 1.75, 1.82 and 

1.31 for L. modesta  S. aurantiaca, L. modesta  G. superba ‘Lutea’ and S. aurantiaca  G. 

superba ‘Lutea’, respectively. Chromosome non-disjanction and abnormal tetrads were 

frequently observed in these intergeneric hybrids. GISH analysis of somatic chromosomes in 

root tip cells was carried out in L. modesta  S. aurantiaca and L. modesta  G. superba 

‘Lutea’ by using total genomic DNA of L. modesta as a probe. For both intergeneric hybrids, 

hybridization signal was detected in 11 chromosomes, and chromosomes derived from each 

parent could be identified. Little cross-hybridization was observed even when no blocking 

DNA was used in GISH, indicating that G. superba ‘Lutea’, L. modesta and S. aurantiaca 

share rather low degree of genome affinity. 
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略語 

BA，6-benzyladenine (ベンジルアデニン) 

DAPI，4,6-diamidino-2-phenylindole 

DIG，Digoxigenin  

FCM，flow cytometry (フローサイトメトリー) 

GISH，genomic in situ hybridization 

MS，Murashige and Skooge (1962) 

NAA，-naphthaleneacetic acid (ナフタレン酢酸) 

PCR，polymerase chain reaction 

RAPD，random amplified polymorphic DNA 

RFI，relative inflorescence intensity (相対蛍光強度) 
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