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レイシ (Litchichinensis Sonn.)花粉の発芽力に及ぼす保蔵温度と湿度の影響

松田大志・樋口浩和*

京都大学大学院農学研究科 干 606-8502京都府京都市左京区北白川追分町

要 約 レイシ品種‘Bengal'と 'Ch弘rrapat'の花粉保蔵試験を，農家で簡便に再現可能なさまざまな湿度と温度の組合
せにより行った.保蔵前に 65%の発芽率を示した 'Chakrapat'の花粉を冷蔵庫を想定した気温50Cで湿度 30%の条件で保
蔵すると，花粉発芽率はゆっくりと低下して 8週間後に 40%になった室温を想定した気温200Cで湿度 50%の条件で保蔵
すると，発芽率は急速に低下して 8週間後に 0%になった一方，シリカゲルとともに花粉を乾燥条件(湿度く10%)で気
温50Cまたは 200Cで保蔵すると， 1週間後に発芽率は 35%まで低下したが，その後の 8週間はほとんど低下しなかった.
花粉を -400Cで保蔵すると， 1か月後でも保蔵前と変わらない発芽率が維持された保蔵前に 60%以上の発芽率を示した
'Chakrapat'の花粉を 1年間・100Cまたは-400Cで保蔵すると，保蔵後の発芽率は 30%であったしかし，保蔵前の発芽率
が50%以下の花粉を使って同様の試験を行うと，発芽率は著しく低下した以上から，レイシ花粉を数週間保蔵するには深
冷凍 (-400C)が望ましいが，実用的で、簡便な方法としては湿度 30%で冷蔵 (50C)するのがよいと思われた.レイシ花粉を
1年間保蔵するには，冷凍 (-100C) または深冷凍 (-400C)するのがよいと思われた.
キーワード 花粉管，花粉保蔵，伸長，発芽

Effects of Temperature and Hwnidity Conditions during Storage on in vitro Pollen Germinabi1ity of Lychee (Litchi chinensis 
Sonn.) Hiroshi MATSUDA and Hirokazu HIGUCHI* Graduate School 01 Agriculture， KyoωUnive俗的¥Kitashirakawa， Sakyo，母oto
606-8502， Japan 

Abstract Pollen of‘Bengal' and 'Chakrapat' lychee was stored under various temperature and humidity conditions supposing 
the storage conditions can be duplicated easily by private orchads. During the storage under re剖geratort怠mperature(50C) 
with 30% RH (relative humidity) condition， the 'Chakrapat' pollen which had 65% pre-storage germination (pSG) indicated slowly 
decreasing germination ω40% within 8 weeks.τ'he germination decreased more rapidly when the pollen was stθred under 
room temperature (200C) with 50% RH condition. Whereas the pollen stored under drier condition侭H< 10%) at 5 or 200C 
showed moderate decrease to 35% germination within one week， although no subsequent reduction within 8 weeks was observed. 
Deep-freezer temperature (-400C) storage for one month showed high germination which was similar to PSG for both cultivars. 
'Chakrapat' pollen (60% PSG) showed 30% germination after one-ye釘 storageunder the temperature of freezer (-100C) or deep-
企eezer(-400C) condition. Lower PSG (< 50%) pollen showed larger reduction in germination than higher PSG (~60%) pollen when 
freezed or re剖geratedduring storage. Temperature of deep-freezer (-400C) was optimal for several-week storage. As a practical 
method， however， temperature of 50C with 30% RH seemed to be facilitative. In order to store pollen for one yeaにtemperatures
-10 and -40oC are most recommendable. 
Key words: Elongation， Germination， Pollen storage， Pollen tube 

緒言

レイシは雌雄異花であり，同ーの円錐花序に雌性花

と雄性花の両方が着生する.同じ花序内でも雌雄の開

花時期の異なることが各品種で報告されている (e.g.

Mustard et al.， 1953; Degani et al.， 1995;石畑， 1998). 

品種によって多少ことなるが，これまでの報告を総

合すると，レイシの花序ではおおむね最初に雄性花

の開花期聞があり，続いて雌性花の開花期間があり，

その後再び雄性花の開花期間があると考えられる.

Mustard et al. (1953)は‘Brewster'・‘Hak-ip'・‘Kwai

Mi'・'LateGlobe'・‘SweetCliff'および 'YellowRed' 

の6品種について調べ，同じ花序内で雄性花が 1-3週

責任編集者弦 間 洋
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間開花したのち雌性花が約 1週間開花し，その後再び

雄性花が 1-3週間開花したと述べている.また，雌雄

の開花時期が重なる花序もあったが，その期間は短

く，数日間であったと述べている.京都大学農学部

(京都市)内の温室でポット栽培している‘Bengal'

や 'Chakrapat'でも Mustardet al. (1953) と同様の

開花パターンが毎年観察できる.

果実生産のためには雌性花が受粉されなければなら

ないが，雌性花が咲いても同時に雄性花が咲かなけれ

ば花粉が得られず着果はしない.レイシではこのよう

な着果不良がしばしば観察される.着果不良の原因は

花粉の不足であるから，雌性花の開花時期まで花粉を

保蔵することができれば問題は解決すると思われる

(e.g.松田ら， 2013). 

しかし，レイシ花粉を簡便に保蔵する有効な方法は

確立されていない.多くの品種で数週間の雄性花の開

花期間ののちに約 1週間の短い雌性花の開花期聞があ

るため，保蔵花粉で人工受粉を行うには花粉を数週間
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保蔵する必要がある.また，最初の雄性花の開花に先

立って雌性花が咲くこともある(水野・石畑， 1986; 

石畑， 1998)ので，これらの雌性花に受粉するには花

粉を 1年間保蔵しなければならない.

雄性花を有機溶媒に浸漬しで鴻過し，爽雑物を取り

除いたのち液体窒素で4年間保蔵したレイシ花粉の発

芽率は，精製直後も保蔵後も 20-30%だったと報告さ

れている (Chaudhuryet al.， 2010). 発芽率が 20-30%

の花粉であれば人工受粉に使用可能と思われる. しか

し，有機溶媒や液体窒素は高価なうえに取り扱いが容

易ではない.したがって 各農家が簡便にレイシ花粉

を保蔵するためには，家庭用の冷蔵庫や冷凍庫などで

再現できる条件下での保蔵方法を確立する必要があ

る.

花粉の冷蔵保蔵に好適な湿度は樹種で異なることがわ

かっている.カンキツ (Kobayashietα1.， 1978; Sahar and 

Spiegel困Roy，1980)，ブドウ (Olmo，1942; Nagarajan et 

α1.， 1965)，ベカン (Yateset al.， 1991) などの花粉は

湿度 30%未満の比較的乾燥した条件で数ヶ月から数

年間冷蔵保蔵が可能である.一方ナシとカキでは，そ

れらに比べやや湿潤な湿度 50%の条件が花粉の冷蔵

保蔵に好適だったと報告されている(脇坂， 1963). 

レイシでもさまざまな温湿度条件で花粉の保蔵性を試

験する必要がある.

本研究では，室温・冷蔵庫・冷凍庫を用いた，農

家による簡便な花粉保蔵を想定して， 20oC' 50C・

-10oC・-40oCの各温度条件を設定し，これらとシリカ

ゲルの有無を組合せた温湿度条件下で‘Bengal' と

'Chakrapat'の花粉を数週間(中期)または 1年間(長

期)保蔵した保蔵後に発芽率を寒天培地で観察し，

中・長期保蔵に有効な温湿度条件をそれぞれ明らかに

した.

材料および方法

京都大学農学部(北緯35.0度，東経 135.8度)内の

温室(冬季 80C以上に加温・日中 300Cで換気)で深

型 10号ポット(15L) で栽培している‘Bengal'お

よび 'Chakrapat'を実験に供試した. 2012年および

2013年の5-6月の 0900-1000hに開菊した雄性花から

絵筆で花粉を採集し，ただちにその一部を寒天培地に

置床して，保蔵前の発芽率を記録した培地には，ス

ライドグラスに塗布した 15%のショ糖と 10ppmのホ

ウ酸および300ppmのCa(N03)2・4H20，200 ppmの

MgS04・7H20，100 ppmのKN03を添加した :dmL

の1%寒天培地(Matsudaand Higuchi， 2013)を用いた.

これらのスライドグラスを，培地の乾燥を防止するた

めの濡れキムワイプとともにプラスチック製密閉容器

に密封し， 250Cで24時間培養したその後，各スラ

イドグラスについて，花粉 1000粒中の発芽数と 30本

の花粉管の長さを Matsudaand Higuchi (2013)の方

法にならって記録した.

花粉の残りを薬包紙に包み， 20gの乾燥剤(シリカ

ゲル)とともにチャック付ビニール袋に密封して，

ディープフリーザ・冷凍庫・冷蔵庫・室温での保蔵を

想定したそれぞれ-40oC. -10oC . 50C・200Cの温度条

件下で数週間保蔵した冷凍保蔵の場合には，花粉

の氷結を防ぐため，冷凍前に花粉をシリカゲルととも

にビニール袋に密閉して 30分間静置した. 50Cおよ

び200Cの各条件では，シリカゲルを入れない処理区

を設けた. 50Cおよび 200Cで保蔵中の袋内の湿度を

温湿度計 (τbermoRecorder Ondotori TR-72Ui， T&D 

Corporation， ]apan) で測定したところ，乾燥剤を入

れた場合にはどちらの温度でもく10%RH，入れない

場合には"，30%阻f(50C)および"，50%RH (20oC)で

あった保蔵期間は， -40oCおよび司lOoCでは 4週間

後， 50Cおよび200Cでは8週間後までの各週とした

設定した各保蔵期聞が終わるとただちに上記と同様の

発芽試験を行ったただし，冷凍保蔵した花粉の発芽

試験を行うときには，ビニール袋に入れたまま冷蔵庫

(ぉ 50C)内に 2時間静置して花粉を解凍した各温湿

度処理区について，以上の期間の保蔵試験(中期保

蔵)を 3回繰り返して平均花粉発芽率と平均花粉管長

を求めた.同様の方法で 1年間の保蔵試験(長期保蔵)

を行った中期保蔵には， 2012年に 'Chakrapat'の

花粉を， 2013年には‘Bengal' および 'Chakrapat'

の花粉を用いた.長期保蔵には， 2012年に 'Chakrapat'

の花粉を， 2013年には‘Bengal'の花粉を用いた.

結果および考察

レイシ花粉の発芽率には保蔵中の温湿度が大きく

影響した (Fig.1). 実験には初期発芽率が約 65%の

花粉を使用したが，この花粉を一般的な冷蔵庫と同

様の条件 (50C，湿度 30%)で保蔵したところ，発芽

率の低下は緩慢で、， 8週後まで処理区のうちでもっと

も高い発芽率を示した一方，温度 200Cで湿度 50%

の条件で保蔵すると，発芽率は保蔵後すぐに急激に

低下し， 4週後にはほとんど発芽しなくなった.温度

50Cと200Cでは，シリカゲルとともに乾燥条件(阻f

< 10%)で保蔵すると， 1週後に発芽率は約 35%に半

減したものの，その後は 8週後までほとんど変わらず

に推移した発芽率が 30%以上あれば受粉に使用可

能であることが経験上わかっており，シリカゲルを

用いた数週間の乾燥保蔵花粉は人工受粉に有効で、あ

ると考えられる.花粉を簡便に保蔵するには，湿度

30%で冷蔵 (50C)するとよいだろう.乾燥条件(阻f

< 10%) で1年間冷蔵(ゲC) した花粉の発芽率は約

20%にすぎず，湿度 30%で冷蔵するより高かったも

のの，実用上は十分で、ないと考えられた (Table1). 

温度 200Cで1年間保蔵した花粉はいずれの湿度でも

ほとんど発芽しなかった.以上から， 1年間の長期保



初期発芽率40%の‘Bengal'の発芽率は約 10%に低

下した発芽率の低下は‘Bengal'の方が大きかった.

以上から，保蔵前の発芽率が 60%以上の花粉であれ

ば冷凍による長期保蔵が有効で、あると考えられた

冷蔵保蔵 (Fig.1)においても，初期発芽率が低い(約

50%)花粉 (2013年の 'Chakrapat'および‘Bengal') 

では，高い(約 65%)花粉 (2012年の 'Chakrapat') 

よりも，発芽率の低下幅が大きかった本実験で冷

蔵保蔵に最適であった湿度 30%の条件であっても，

初期発芽率 50%の 'Chakrapat' 花粉 (2013年)で

は2週後の発芽率は 30%に低下した一方，初期発

芽率65%の 'Chakrapat'花粉 (2012年)では同期間

同条件で保蔵しでも発芽率は低下していない.保蔵後

の発芽率を人工受粉に好適と考えられる 30%以上に

維持するには，冷蔵前の発芽率が 60%以上あること

が必要かもしれない.発芽率が 60%以上ある花粉を

得るには，花糸が展開した未開菊の雄性花を午前中に

集めて 200Cの恒温器内で湿度 30-50%の送風に 1日

さらしたのち舗にかける方法が効率的であると松田ら

(2013) は報告している.

保蔵後の 'Chakrapat'の花粉は，冷凍でも冷蔵で

も，保蔵前より花粉管が長く伸長した (Fig.1， Tables 

1 and 2). 保蔵後の花粉で花粉管伸長量が増加した理

由は不明で、ある. -40oCで1ヶ月保蔵しでも発芽率の

低下は見られなかったことから， 'Chakrapat'では一

度保蔵した花粉のほうが新鮮な花粉より有用かもしれ

ない.
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蔵には冷蔵 (50C) や室温 (200C) での保蔵は好まし

くないことがわかった.

初期発芽率がそれぞれ約 60%と約 40%の

'Chakrapat'および‘Bengal'の花粉を-400Cで冷凍

すると， 1ヶ月後の発芽率は保蔵前と変わらなかった

(Table 2). 一方， -lOoCで冷凍すると，どちらの品種

も発芽率は低下した. 1ヶ月間であれば， -40oCの冷

凍で発芽率を高く維持したまま保蔵できることがわ

かったまた， -10oCと-40oCで 1年間冷凍すると，

初期発芽率 60%の 'Chakrapat'の発芽率は約 30%に，
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レイシ花粉の数週間の保蔵に最適な温度条件は

-40oCであったしかし利便性の観点からは，気温

50C湿度 30%で冷蔵するのがより実用的と思われる.

ただし， 50Cでの冷蔵には初期発芽率 60%以上の花

粉が望ましい.より簡便さを重視する場合には，室温

(200C) で湿度 10%未満で保蔵する方法も現実的であ

ろう.一方， 1年間の保蔵には -10oC以下での冷凍が

有効で、あった.

結l 

2 

Fig.1. Effects of storage temperature and humidity 
conditions on lychee pollen germination in vitro and 
the tube elongation in‘Bengal' in 2013 (right)， and 
'Chakrapat' in 2012 (left) and 2013 (center). Open 

and colose circles represent storage temperature 

condition of 50C組 d200C， respectively. Dashed and 
solid lines indicate storage humidity condition of RH 
く 10%(with silica gel) and 30% or 50% RH (without 

silica gel) ， respectively. 

E ， ...I L.! 

4 5 6 7 8 0 

Duration of storage (week) 

Table 1. One-year stored pollen germination in vitro and the tube elongation as affected by temperature and 
relative humidity conditions during storage in 'Chakrapat' lychee. 

Storage conditions 

Humidity 

(%胆力

Tube length 
(μm) 

Germination 

例)
Duration 
(month) 

Temperature 
(0。Pollen status Cultivar 

419 c 

837 a 
734 b 

66 a 
18 b 
10 c 

Pre-storage 
Post-storage 

Chakrapat 
12 
12 

く 10
忽 30

5 
5 

388 a 
94 b 
o c 

20 く 10 12 

2:0 "'50 12 

Valuesin仕lesame column follwed by th氾 samele仕erare not significantly different by Tukey's test at P < 0.01. 

64 a 
2 b 

o c 

Pre-storage 
Post-storage 
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Table 2. Effects of freezing temperatures during storage on pollen germination in vitro and 

the 知beelongation after stored with silica gel for 1 or 12 months in ‘Bengal' and 

‘Ch必rrapat'lychee. 

Storage conditions 
Germination Tube length 

Cultivar Pollen status Temperature Duration (%) (μm) 
eC) (month) 

Bengal Pre-storage 40 a 1298 a 

Post-storage -40 1 39 a 1425 a 

-40 12 11b 1108 b 

Pre-storage 44 a 1049 b 

Post-storage -10 1 25 b 1185 a 

-10 12 11 c 1113 ab 

Chalrrapat Pr令storage 60 a 391 c 

Post-storage -40 1 61 a 794 b 

-40 12 32 b 1121 a 

Pre-storage 60 a 338 c 

Post-storage -10 1 48 b 810 b 

-10 12 31 c 1150 a 

Values in仕lesame column follwed by仕lesame le仕erare not significant!y different by Tukey's 

test atPく 0.01.
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