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(北??研研報)

アルストロメリア種間交雑における、花粉管伸長と受精腔珠率

村田奈芳・篠田浩一

1 .緒 Eヨ

アルストロメリア属 (AlstroemeriaL.)はチリ，ブ

ラジノレを中心とする南アメリカ大陸に60種以上が自

生している (BAYER，1987; AKER and HEALY， 1990)。

通常の交配では種間交雑をしても結実に至らないこ

とが多いが(大川1，1994)，交配後に匹珠培養を行

うことで雑種獲得を図り (BUITENDI]Ket al.， 1992; 

DE JEU and jACOBSEN， 1995; KRISTIANSEN， 1995) ，品

種育成が進められている。

現在切り花用や鉢花用として栽培されている園芸

品種は主にオランダで育成されたものであり， 日本

の夏季の気候でも採花木数が減少しにくい品種や日

本人に好まれる花色や花型を持つ品種の育成が望ま

れている。今日の園芸品種は育成経過が不明なもの

が多く ，A. aurea Grahamや'A.pelegrina L.， A. psittacina 

Lehmann など比較的少ない種聞の交雑により育成さ

れたものと推定されている (KRISTIANSEN，1995)。

新たな花色や花型，耐暑性等の形質を付与するため

には，未利用野生種の活用が重要であり，例えば大

輪性についてはA.m.弓gentaBayerや'A.magnifica Herbert， 

小輪多花性についてはA 仰IgustifoliaHerbert， A. 

hookeri目 Loddiges，A. pulchra Sims，新花色については

A. inodora Herbertや'A.magnificaの利用が考えられる。

筆者らは，これまでにアルストロメリアの種間交

雑を行い，匪珠培養により雑種個体の獲得を図って

きた。その中で，野生種目種を用いた種間交雑にお

ける腔珠発芽率から，交雑親和性には種間差や方向

性があることを明らかにした(篠田・村田， 2003)。

そこでは，A. aurea， A. garaventae Bayer， A.拾，tuL.お

よび:A.mage仰を子房親にした場合，多くの交配組

合せで高い匹珠発芽率を示すが，A. hookeriおよび

A. versicolor Ruiz & Pavonを子房親にした場合は一部

に腔珠発芽率の低い組合せがあること， A.mqz刀ifica，

A.pu.劫ra，A. inodora， A. psittacinaは，子房親としたと
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きよりも花粉親として用いた場合に匪珠発芽率が高

まる組合せが多く，一方向不親和性が認められるこ

とを報告した。しかし，この報告では受粉後の花粉

管伸長の観察は行っていないため，)B5珠発芽率の低

い組合せにおいて受精が起きたかどうかの確認はさ

れておらず，どの段階で不和合性が生じているのか

詳細に調査する必要がある。

アルストロメリアの花粉管伸長については，これ

までにDEJEU and jACOBSEN (1995) が野生種7種の

交雑親和'性について花粉発芽や花粉管伸長，結実の

有無から調査したほか， DE JEU etal. (1996) がA.

aureaおよびA.pelegrinaでら自殖したときの花粉発芽，花

粉管仲長について，受粉1時間後から 12時間後の変

化を観察しており，受粉1時間後に花粉発芽がみら

れ，受粉12時間後に花粉管の子房内への到達と目玉珠

への侵入がみられたことを報告している。 日OSHINO

et al. (2006) もA.au仰を用いて自殖したときの花粉

発芽，花粉管仲長について，受粉5分後から30時間

後の経時的な変化を観察しており，受粉1時間後に

花粉発芽がみられ， 18時間後に花粉管が子房内に到

達， 24時間後に花粉管が匹珠に侵入したことを報告

しているが，種間交雑した場合の経時的な観察の報

告はない。

このほか，高津ら (1994) がグラジオラスの種間

交雑で，交配後3日目および7日目の花柱における花

粉発芽・花粉管伸長を観察し，種聞の不和合性程度

を明らかにするとともに受精した雑種目壬について腔

珠培養の方法を確立した。徳増ら (1974) は倍数性

の異なるベラルゴ、ニウムの種・品種間での交配を行

い，花粉管伸長の長短が親和'性の程度を示すと考え

られること，不稔性の主な要因は花粉管の伸長停止

と匹の退化であることを明らかにしている。

このように，受粉後の花粉発芽や花粉管伸長程度

から種聞の交雑親和性程度を明らかにすることがで

きるとともに，受粉後のどの段階で花粉管伸長が停

止しているかを調べることによって不親和性を打破
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する方法を検討し，従来交雑が困難で、あった組合せ

での雑種獲得を可能にすることができると考えられ

る。

そこで本研究では，前報(篠田・村田， 2003) で

多くの種との交配で高い匪珠発芽率を示したA.

mペgentaと，一方向不親和性のみられたA.magnifica， A. 

pulchraおよびA.inodoraの4種を子房親に用いて野生種

12種との間で交配を行い，花粉発芽，花粉管伸長程

度および受精匹珠率を調べ，受粉から受精までの過

程で起こると考えられる不親和性について検討し

た。また，雑種獲得が困難なA.p叫hraX A. magentaの

交配については，花粉管伸長程度や受精匹珠率を経

時的に調査し，自殖した場合と種間交雑した場合の

差異について明らかにした。

TI. 材料および方法

1 .花粉管伸長程度の差異と受精旺珠率

北海道農業研究センター(札幌市)のガラス室で

栽培しているアルストロメリア野生種12種(第1表)

を供試した。これらの野生種のうち，A.pel，匂 仰d

(当センターでの遺伝資源管理番号1258) を除く 11

種は，篠田・村田 (2003) と同じ管理番号の同一の

材料である。アルストロメリア苗は2000年9月中旬

にプランター (60X 20 X 15cm) に各4株植えとした。

10月から5月は最低夜温10
0
Cで管理し，日中 (8:00 

~16: 00) は180C~220C となるよう，加温ならびに

換気を行った。

なお，アルストロメリアの基本染色体数はx=8で、

あり，これまでに報告されているアルストロメリア

野生種は2n=2x=16である (TSUCHIYAand HANG， 

1989 ; BUITENDljK et al.， 1997)。供試材料の葉につ

いてフローサイトメトリを用いて分析した結果を

BUITENDリKetal. (1997) の報告と比較したところ，

供試野生種はすべて三倍体と判断された(篠田・村

田， 2003)。

第I表に示した中でA.magenta， A. magnifica， A. 

pu#raおよひ~A. inodoraの4種を子房親に用いた。アル

ストロメリアは雄蕊先熟であるため (DEJEUetal.， 

1992) あらかじめ除雄しておき， 2001年5月上旬か

ら7月上旬にかけての午前中に，交自己適期の子房親

の柱頭(第1図・左)に，花粉親から開蔚直後の花

粉を採取して受粉した。 1組合せにつき3~5花を交

第1表供試した野生種

略号 種名 自生地1) 管理番号2) 導入先3)

ang A.αngustifolia Herbert チリ中部 1580 T 

aur A. aurea Graham チリ中~南部 1268 Y 

gar A. garavent，αe Bay巴r チリ中部 1490 T 

hoo A. hookeri Loddiges 
チリ中部，

1295 A 
アルゼンチン

1ig A. ligtu L. cv. Hagoromo チリ中部 1267 T 

mgn A. magent.αBayer チリ中部 1266 T 

mag A. magnifzca Herbert チリ中部 1489 T 

pe1 A. pelegrinαL. var. rosea 
チリ中部，

1258 D 
ペノレー

pu1 A. pulchra Sims チリ中部 1260 D 

ver A. versicolor Ruiz & Pavon チリ中部 1265 T 

mo A. inodora Herbert ブPラジノレ南部 1565 H 

pSl A. psittacinαLehmann ブラジル北部 1382 A 

1) BAYER (1987)， AKER and HEALY (1990)による

2)北海道農業研究センターにおける遺伝資源管理番号

3) A: American Rock Garden Society (手重子)

H:北海道立総合研究機構花・野菜技術センター(苗)
D:第一園芸(苗)T:タキイ種百(苗)Y:大和農園(苗)
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柱頭

第1図交配適期のA.pulchra柱頭(左・矢印)と調査部位(右)

配し，受粉24時間後に花を採取した。採取後に花弁

と雄蕊を取り除き，花柱と子房を酢酸エタノール

(氷酢酸:エタノール， 1: 3， v/v)で一晩固定し

た。固定後は， 60
0

Cの2N水酸化ナトリウムで30分

間処理を行い，蒸留水で、3巨|すすぎを行ってからO.1 

%アニリンブ、ルーを含むO.1Nリン酸三カリウム水

溶液で一晩染色した。染色後の雌蕊は，スライドグ

ラス上に取り出して花柱長および子房長(第l図・

右)を測定 1した後， 50%グリセリン水溶液を滴下

し，カバーグラスをかけて押しつぶし法により蛍光

顕微鏡(オリンパス IX-70) (励起光波長4 0 0~

410nm)を用いて観察を行った。

調査項目は以下のとおりである。

花柱長:柱頭から花柱基部までの長さ(第l図・

右)。固定・染色後に測定し，子房親ごとに調

査した全サンプル(白殖を除く)の平均値を算

出した。

子房長 田子房先端から子「房基部までの長さ(第l

区|・右)。固定・染色後に測定し，子房親ごと

に調査した全サンプル(白殖を除く)の平均値

を算出した。

子房当たりの匹珠数 回押しつぶし法による観察時

にサンフ。ルご、とに子房内の匹珠数を数えた。子

房親ごとに調査した全サンプル(自殖を除く)

の平均値を算出した。

花粉管伸長程度・サンフ。ルご、とに，最も伸長して

いる花粉管について長さを測定し，上で測定し

た花柱長に対する伸長程度から，以下の「到達

指数」に分類した(第2図)。交配組合せごと

に，調査した3~5花の平均を算出した。

。目花粉の発芽なし

l 柱頭上のみ(花柱三裂部分まで)での伸長

2・花柱上部~中部(花柱長の1/2) まで伸長

3 :花柱中部~基部まで伸長

4:子房内に侵入

5 :匹珠に侵入(受精)

受精脹珠数 回個々の子房について，受精した匹珠

数を数えた。

受精匹珠率:個々の子房について「受精匹珠数/

全匹珠数x100 J により算出 し，調査した3~5

花の平均を算出した。

なお，花粉管が珠孔に侵入した匹珠を「受精した」

とみなした。

以上の調査項目うち，花柱長，子房長および脹珠

数については，各サンフ。ルご、とに測定・計数した値

を，子房親ごとに自殖を除く 33~46花分で集計して

平均値を算出した。花粉管伸長程度および受精匹珠

率については，各サンフ。/レご、とに測定・計数した値

を，交配組合せごとに3~5花分で集計して平均値を

算出した。

また， 受粉(白殖) 2日後のA.maget，山子房につい

て，ホフマンモジュレーションコン トラスト (HMC)

装置により匹珠の観察を行った。ここで用いた

I-IMCとは，従来の微分干渉観察や位相差観察では

見えづらいプラスチック製、ンャーレでの観察や厚み

のある標本の観察にも適した方法である。

2 花粉管伸長程度の経時的変化

北海道農業研究センターのガラス室で栽培して

いるアノレストロメリア野生種A.puJcbra (管理番号

1260)ーおよびA.I1.噌 enta(同1266) を供試した。 2種

とも 1.の試験で用いたものと同ーの材料であ

り， 1. と同様にしてプランター植え (2002年10月

下旬定植)で、栽培管理を行った。

2003年5月中旬から6月上旬にかけて開花前日に除

雄したA.pu帥 mを切り花にしてフラスコに水挿しし，
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花粉、 。

花柱

2 

3 
花柱長の1/2"" 

国 花柱基昔日 4 
←ー(子房先端)ー

第2図花粉管伸長程度と到達指数(模式図)

到達指数 O花粉の発芽なし

l柱頭上のみ(花柱三裂部分まで)での伸長

2花柱上部~中部(花柱長の1/2)まで伸長

3花柱中部~基部まで伸長

4:子房内に侵入

5 :Ij壬珠に侵入(受精)

*最も伸長している花粉管の到達した範聞によって分類した。

20
0

C， 24日寺間日長条件(光源 .白色蛍光灯;光合成

有効光量子束密度 (PPFD)52μmol m-2・S-l)の培

養室で管理した。 開花後，柱頭が三裂 して交配適期

(第l図・左)に達したところで，A. pttJchra (自殖)

またはA.lIlagcl1ta (種間交雑)の開荊直後の花粉を受

粉 した。受粉は，花を採取する時聞から逆算して，

早朝，午前中または夕方に行った。受粉から4，8， 

12， 16， 20， 24， 36， 48時間後にそれぞれ11花を採

取した(但し，A.pu!cbm自殖の受粉8時間後は13花，

A.Pllωra X A. magmtaの受粉4時間後は10花，同24時

間後は13花を採取した)。採取後に1.と同様にして

花柱と子房の固定，染色を行い，花粉管伸長程度の

観察およひ、受精腔珠数の調査を行った。

調査項目は1.と同様である。

E 結果

1 花粉管伸長程度の差異と受精旺珠率

1 )子房親の雌蕊の形態

花柱長は ，A. lJIagcntaが41.4mm， A. magnゲ仰が

40. 7mmと長かったのに対 し，A. inoc/oralま34.5mm，A. 

Pllんbraは29.2mmと短かった(第2表)。子房長は，A.

magentaが9.1mmと最も長く ，A. ptllcbraは6.2mm，A. 

1/20ど-10mは5.Ommと短かった。 月壬珠数は，A. lIlaglliftcaが

38. 0個と最も多く ，A. inoc/oraはその半分以下の17.6

個で、あった。

2) 花粉管伸長程度と受精匹珠率

(1) A. magmtaを子房親に用いたとき すべての組

合せで，花粉の柱頭上での発芽(第3図a)，ならび

に佐珠への花粉管侵入がみられた(第3表，第3図b)。

白殖を除く 11組合せの受精匹珠率は花粉親の種によ

って異なり ，A. JIlaglliftcaは74.3%，A.puん'braは53.7 

% ， A. bookeriは53.6%と高かったが，A. garavcntaeは

7.5%， A. 1ノersicolorは9目 6%と低く， 受精匹珠率の平

均は28.3%であった (第4表)。また，自殖した場合

の受粉2日後の脹珠では，花粉管の侵入(第4区la，

b， c ) と 卵細胞および助細胞が観察できた (第4[~1

d)。蛍光観察と HMC観察を併用するこ とで，花粉

管侵入の様子がより明確となった。

(2) A. mag;吋'icaを子房親に用いたとき 自殖の花粉

は柱頭上での発芽や花粉管伸長がみられ， 受精脹珠

第2表子房親の雌蕊の形態1)

子房親調査数 花柱長 子房長 目壬珠数

(mm) (mm) (個)

mgn 33 41目4a2) 9.1 a 32.9 b 

mag 42 40.7 a 7.8 b 38.0 a 

pul 46 29.2 c 6.2 c 31.4 b 

1110 39 34.5 b 5.0 c 17.6 c 

1)受粉24時間後に雌蕊を採取し，染色・固定後に測定した。

2)同一列の異なる英文字聞にTukeyand Kramelの多重検定により

5%水準の有意差あり。
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a) A. magentαX  A. aureα(柱頭上)

c) A. magnificαX  A. pulchra (柱頭上)

e) A. pulchra X A. magnifia (子房内)

矢印は，珠干しから脹珠への花粉管侵入

b) A. mαgentαX  A.αureα(子房内)

矢印は，珠子しから匹珠への花粉管侵入

d) A. magnificαX  A. psittac{na (柱頭上)

f) A. pulchra X A. aureα(花柱上部)

第3図 花粉発芽および花粉管伸長(受粉24時間後)

PL:花粉(花粉塊) PT :花粉管 OV:匹珠

図の左方向が柱頭側， 右方向が花柱基部側

図中のは O.25mm

5 
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包)A. inodora X A. ligtu (子房内)

矢印は，珠干しから匹珠への花粉管侵入

h) A. inodora X A. 1恕tu(柱頭上)

矢印とその付近に乳頭状突起

第3図(続き) 花粉発芽および花粉 管伸長 (受粉24時間後)

PL:花粉 (花粉塊) PT :花粉管 OV:匹珠

図の左方向が柱頭側，右-方向が花柱基部側

図中のは O.25mm

第3表 交配組合せごと にみた花粉管伸長程度1)

子¥房J親E¥粉親 ang aur gar hoo Iig mgn mag pel pul ver mo pSl平均2)

mgn 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5目。 5.0 5.0 4.3 4.0 4.8 

mag 。目8 l.3 0.5 0.5 0.0 1.0 5.0 0.2 2.0 2.0 1.5 1.0 1.0 

pul 2.7 2.0 2.0 2.0 3.3 4.8 4.3 2.0 5.0 2.5 4.0 2.0 2.9 

mo 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 3.7 3.0 3.7 4.0 5.0 5.0 4.5 

1)花粉管伸長程度は受粉24時間後に調査し，以下の到達指数で表した。

到達指数 0:花粉の発芽なし 1:柱頭上のみでの伸長 2花柱上部~中部まで伸長

3・花柱中部~基部まで伸長 4:子房内に侵入 5・脹珠に侵入(受精)

個々 のサンプルについて到達指数を出し， 交配組合せごとに，調査した3~5花の平均値を算出した。

太字は自殖を表す。

2)自殖は|徐く

第4表 交配組合せごと にみた受精旺珠率1)

子¥房J親E¥粉親 ang aur gar hoo Iig mgn mag pel pul V巴r mo pSl 平均2)

mgn 10.5 39.9 7.5 53.6 17.4 68.5 74.3 16.2 53.7 9.6 12.8 15.9 28.3 

mag 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 44.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.1 

pul 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 5.2 6.1 0.0 32.4 0.0 0.0 0.0 1.5 

mo 10.2 25.0 25.6 18.8 17.8 5.0 。目。 0.0 1.8 0.0 13.8 14.2 10.8 

1)受粉24時間後に調査し，個々の子房について「受精脹珠数/全匹珠数x100(%) Jにより受精I1壬珠率を算出した。

交配組合せごとに，調査した3~5花の平均値を算出した。 太字は自殖を表す。

2)自殖は除く
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a)蛍光顕微鏡(UV光)とHMCを併用 b)蛍光顕微鏡(UV光)のみ

c) HMCのみ d) HMCのみ

第4図 A. magenω自殖における花粉管伸長(子房内，受粉2日後)

PT:花粉管 OV:匹珠

C:中心核 E:卵細胞 S:助細胞

矢印は，珠孔から脹珠への花粉管侵入

図中のーは O.25mm

HMC:ホフマンモジュレーションコントラス ト装置による観察

率は44.0%で、あった(第4表)。これに対しA.versicolo1" 

の花粉は柱頭上での発芽や花粉管の匹珠への侵入は

みられたものの，受精匹珠率は0.6%と低かった。

また，A. attrea， A. pttωraおよびA.inodoraの花粉は柱

頭上での発芽はみられたが，花粉管の伸長は花柱

上部~中部の範囲であり(第3[:glc) ，その他7種の

花粉は，ほとんど発芽しないか，発芽しでも花粉管

伸長は柱頭上のみであった(第3表，第3図d)0 11組

合せの受精脹珠率の平均は0..1%であった。

(3) A. pttlcbraを子房親に用いたとき すべての組合

せで花粉の柱頭上での発芽がみられたが，花柱中部

以降への花粉管伸長には種間差がみられ(第3表)， 

受精n壬珠率の平均は1.5%であった(第4表)。受精

がみられたのは3組合せで，A. Jltagl1がたa，A. magentaお

よびA.ligtttを花粉親にしたとき ，花粉管の匹珠へ

の侵入がみられ (第3図e)，受精脹珠率はそれぞれ

6. 1 %， 5.2%， 4.5%であった。一方，A. ulOdoraの

花粉管は子房内への侵入もみられたが(第3表)，受

精には至らなかった(第4表)0 A. a/lgttsザolia，A. 

aurea， A. garaventae， A. bookeri， A. pe!'怨仰a，A. versicolor 

およびA.psittacil1aの花粉管伸長は花柱上部~中部ま

でのものが多く，到達指数は2.0~2 . 7であった(第

3表，第3図f)。

( 4) A. inodoraを子房親に用いたとき すべての組

合せで花粉の柱頭上での発芽，花粉管伸長がみられ

た(第3表)0 8組合せで)j壬珠への花粉管侵入がみら

れたが(第3[ji{[ g)， A. magJlifica， A. I)ersicolorの花粉管

制l長は子房内まで，A. pelegril1Clの花粉管伸長は花柱



れたが，受粉12時間後から48時間後でも花粉管先端

がふくらんだ状態で柱頭上で停止しているものが多

く，到達指数は1.7'""1.9であった。

2) 受精旺珠率の変化

A.pu劫 mの自殖の場合，受粉12時間後には，珠孔

部に花粉管の侵入している睦珠もみられ，受粉12時

間後から24時間後にかけて受精匹珠率が増加した

(第6図)。受粉48時間後には，受精匹珠率は20.5%

に達した。種間交雑 (A.pulchra XA. magenta) の場合

は全体に花粉管が仲長しなかったため，子房内まで

花粉管が到達したものがほとんどなかった。しか

し受粉16時間後以降のものでごくまれに花粉管が

伸長して子房内に侵入しているものがみられ，受精

腔珠率はO.3'"" 1. 9%であった。

北海道農業研究センター研究報告第200号(2013)

基部まで、で、あった。 11組合せの受精怪珠率の平均は

10.8%で、あった(第4表)。アルストロメリアの柱頭

はA.au仰や'A.pe匂nnaでは溝状をしており (DE]EU et 

a!.， 1996)，今回供試したA.magenta， A. magniftca， A. 

pu!'必mでも同様の形態であったが，A. inodoraの柱頭

は溝状でなく，外側に乳頭状突起がみられ他種とは

異なる形態をしていた(第3図h)。

8 

N.考察

本報では，まずアルストロメリア属野生種4種を

子房親に用いて種間交雑を行い，受粉24時間後の花

粉管伸長程度(第3表)や受精匹珠率(第4表)を調

査した。その結果を，同一の材料 (A.pe勾n・仰のみ

2. 花粉管伸長程度の経時的変化

1)到達指数の変化

A.puん'hraの自殖の場合，受粉4時間後には花粉管

が伸長を開始しており，受粉12時間後に到達指数が

4 (子房内に侵入)以上となった(第5図)0 受粉36

時間後の雌蕊では，花粉管伸長が花柱基部までのも

のから腔珠に侵入しているものまであり，ぱらつき

が大きかったため，平均すると到達指数は4以下と

なった。種間交雑 (A.pu劫 raXA. magenta) の場合に

は花粉は発芽したものの，花粉管伸長は受粉4時間

後では柱頭上のみであった。受粉4時間後から12時

間後にかけて到達指数はO.7から1.7へと増加がみら

T
i
牟ム

T
A
牟ム

T
A
車ム

T
l
傘よ

T
i皐
i

-4 〒皐ム

五-

5 
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至リ
3 

2 

達

指

数

48 36 

(時間)

16 20 24 

受粉後の経過時間

12 8 4 

。

受粉後の花粉管到達指数の変化

到達指数
0:花粉の発芽なし1:柱頭上のみで、の伸長 2:花柱上部~中部まで伸長
3:花柱中部~基部まで伸長 4:子房内に侵入 5:脹珠に侵入(受精)

第5図

図中の垂線は標準誤差(n=l1)を示す
各11花を調査して平均値および標準誤差を算出した。
但し，A. pulchra白殖の受粉8時間後は13花(nニ 13)， 
A. pulchra X A. magentaの受粉4時間後は10花(n二 10)， 
受粉24時間後は13花(nニ 13)を調査した。
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。
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第6図 受精旺珠率の変化

図中の垂線は標準誤差(n=ll)を示す
各11花を調査して平均値および標準誤差を算出した。
但し，A. pulchra自殖の受粉8時間後は13花(n=13)， 

A. pulchra X A. magentaの受粉4時間後は10花(n=10)， 

受粉24時間後は13花(n=13)を調査した。

管理番号の異なる材料)を用い，同ーの組合せで交

配，経珠培養を行ったときの目玉珠発芽率(篠田・村

田， 2003) と比較してみると，以下のとおりであるo

A. magentaを子房親に用いたときに受精匹珠率の平

均は28.3% (第4表)と高く，日壬珠発芽率は22.1%

(篠田・村田， 2003) であることから，交配時(受

粉時，受粉後~受精)の雌蕊における親和性の高さ

が匹珠発芽率にも反映されていると考えられた。ま

た，花粉親として供試した中でA.pulchraの花柱長は

29.2mm (第2表)， A.仰 doraの花柱長は34.5mm (第2

表)とA.m伊仰の花柱よりも短かったが，花粉の発

芽や花粉管伸長は途中で停止することはなく，自身

の花柱よりも長いA.magenta句花柱内を伸長して子房

内まで到達し受精もみられた(第4表)。

A.mそgn許caを子房親に用いたとき，採取後の花柱

を2N水酸化ナトリウムで処理する過程で，交配時

に柱頭についていた花粉が脱落してしまうものがみ

られた。これは，花粉が発芽しないか，発芽しでも

花粉管がほとんど伸長せず柱頭の組織内へ侵入して

いなかったためと考えられる。自殖を除く 11組合せ

の到達指数は1.0 (第3表)，受精腔珠率は0.1% (第

4表)と低かったことからも，花粉の発芽や花粉管

伸長が抑制され，受精に至らない怪珠が多かったた

めに， ~壬珠発芽率が0.4% (篠田・村田， 2003)と低

いと考えられる。供試した4種の中では最も強い交

雑不親和性があると考えられる。

A.pu劫raを子房親に用いたとき，受精のみられた

3組合せのうち，A. magentaおよびA.mag;付加を花粉親

に用いた組合せでそれぞれ4.4%，29.2% (篠田・

村田， 2003) の腔珠発芽率が得られている。一方，

A.ligtuを花粉親に用いた組合せでも受精が認められ

たが(第4表)，経珠発芽率は0.0% (篠田・村田，

2003) であることから，受精後に匪の発育の抑制が

起きていると考えられる。

A. inodoraを子房親に用いたとき，いずれの組合せ

でも受粉後の花粉発芽や花粉管伸長がみられ，到達

指数の平均は4.5 (第3表)と高かった。 8組合せで

受精がみられ受精匹珠率は1.8~25. 6%， 11組合せ

の平均は10.8%であったのに対し，匹珠発芽率は

5.6% (篠田・村田， 2003) と低い。これは，受精

してもその後の怪の発育が順調で、なかったためでは

ないかと考えられる。また，A. inodoraはブタラジル原

産であるが (AKERand HEALY， 1990)，チリ原産種

との交雑でも花粉発芽，花粉管伸長がみられ，自生

地の違いによる差はみられなかった。

一方，受粉4時間後から48時間後の花粉管伸長の



10 北海道農業研究センター研究報告第200号(2013)

経時的変化について，A.pu劫raを子房親に用いて白

殖または種間交雑 (A.pulchra XA. magenta) を行った

ところ，種間交雑の方が花粉の発芽や花粉管の伸長

が抑制されていた。自殖，種間交雑のいずれの場合

でも，花粉管が大きく伸長するのは受粉4時間後か

ら12時間後であり(第5図)， 16時間後以降はあまり

大きな変化はみられなかった。 A.pu劫 raの自殖の場

合，受粉12時間後には，珠孔部に花粉管の侵入して

いる匹珠もみられ，受粉12時間後から24時間後にか

けて受精匹珠率が増加した(第6図)0 DE jEU et a!. 

(1996) がA.aureaおよびA戸崎η仰を用いて白殖しー

た場合には受粉12時間後に花粉管の子房内への到達

と匹珠への侵入がみられ， HOSHINO eta!. (2006) 

がA.aureaを用いて自殖した場合には受粉24時間後

に花粉管の匹珠への侵入がみられていることから，

花粉管の子房・~:f珠内への到達を調べるのには受粉

後24時間以上経過してから雌蕊を採取するのがよい

と考えられる。

アルストロメリアにおける交雑不親和性は大きく

二つに分けられ，受精前障壁(prefertilization 

barriers) と受精後障壁 (postfertilizationbarriers) 

がある (DEjEU and ]ACOBSEN， 1995)。

今回子房親として供試した野生種4種については

受精匹珠率(第4表)と匹珠発芽率(篠田・村田，

2003) の比較から ，A.pu!chraおよびA.magniftcaは受

精前障壁，A. inodoraは受精後障壁による不親和性を

生じていると考えられる。

A. inodoraで、は， DE jEU and ]ACOBSEN (1995) が受

粉2日後という早期に匹珠を摘出して培養すること

でA.inodora X A. pe!，ψかa，A. inodora X A. brasi!ensis 

Sprengelの雑種個体を得ている。今回の試験から受

精までは容易に起こる組合せが多いと考えられるの

で，最適な培養条件を確立することで未利用の野生

種との雑種獲得率を上げることも可能になると考え

られる。

これに対し，A.pu!chraで、は柱頭または花柱内での

受精前障壁によって不親和性を生じると考えられる

ほか，A. !igtuとの問では受精後障壁によると考えら

れる不親和性もみられた。 A.magentaとの種間交雑で

わずかではあるが子房内に到達する花粉管があり受

精がみられたことから(第6図)，第4表のA.骨収のよ

うに受精匹珠が得られる種との聞では，花数を多く

交配することで受精率を増加させ，早期の匹珠培養

により少数ではあるが雑種個体の獲得につながると

考えられる O

A.mag.刀iftcaは，A.pu!chraと同じく受精前障壁があ

るが，受粉直後の早い段階で不親和性を示している

ことから，柱頭上で他種の花粉を認識すると同時に

強い拒絶反応が起きていると考えられ，通常の受粉

では不親和性の打破は困難であると考えられる。

A. magniftcaの場合には，柱頭上でみられる花粉発

芽の抑制を回避し花粉管伸長を促すことが有効と考

えられる。ベチュニアでは反復受粉により偽稔性の

誘起が認められ(樋口， 1968)，ポプラでは不和合

性の花粉とガンマ線照射によって不活化した和合性

の花粉を混合して受粉することで種間雑種を得て

いる (KNOXeta!.， 1972)。また，ユリでの花柱切

断法(浅野・明道， 1977) や，テッポウユリでの

植物ホノレモン(1%ナフタレンアセトアミド)処理

(EMSWELLER and STUART， 1948) は遠縁交雑や自家

不和合性打破の方法として行われ，幅広い雑種の獲

得につながっている。

筆者らは，A. magniftcaを子房親に用いて，反復受

粉(村田・篠田， 2002)，遅延受粉(村田・篠田，

2002) ，植物ホノレモン処理(ナフタレン酢酸，イン

ドール酢酸およびジベレリンA3;各0，50， 100ppm) 

を試みたが，効果は明らかで、なかった。また，花柱

切断法，子房先端への受粉，花柱接ぎ替え法は，A. 

mペgniftcaの花柱は細長く軟らかいため処理を行うの

が困難で、あった。

このほかに，交配方法の改良により受精匹珠を獲

得する試みとして，A. magniftca X (交雑したい野生

種 XA. magniftca) という組合せでの交配を進めてい

るところであるが，この方法の有効性については，

交雑不親和性を示す他の野生種も含めてさらに検討

が必要である。

今後は，A. magniftcaなどの交雑不親和性打破につ

いて検討を進めるとともに，A. inodoraなどの未利用

野生種を活用した種間交雑を行い，新たな花色や花

型を持ち， 日本の気候に適した収量性の高い品種の

育成を進めていく予定である。

v.摘要

アルストロメリアの種間交雑における交雑不親和

性の打破につなげるため，受粉24時間後の花粉管伸

長程度ならびに受精匹珠率の種間差を調査するとと

もに，受粉4時間後から48時間後の花粉管仲長程度

ならびに受精腔珠率の経時的変化を調査した。
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アルストロメリア野生種12種を供試し，このうち

A. magenta， A. magniftca， A. pulchraおよびA.inodoraの4

種を子房親に用いて種間交雑を行ったときの受粉24

時間後の花粉管伸長程度と受精匹珠率を明らかにし

た。

A. magentaを子房親に用いたとき，全ての組合せで

花粉発芽，花粉管伸長がみられたが，受精腔珠率は

種によって大きく異なり，平均で28.3%で、あった。

A. magniftcaを子房親に用いたとき，A. versicolorとの

交配で受精匹珠率0.6%であったほかは，ほとんど

花粉発芽が起こらないか花粉管伸長が柱頭上で止ま

っているものが多く，受精怪珠率は平均で0.1%で

あった。

A.pulchraを子房親に用いたとき，交配組合せによ

って花粉管伸長に差がみられ，A.抱iu， A. magenta 

およびA.magniftcaを花粉親にした3組合せで受精がみ

られた。受精匹珠率の平均は1.5%であった。

A. inodoraを子房親に用いたとき，花粉発芽，花粉

管伸長とも良好な組合せが多く， 8組合せで受精が

みられた。受精匹珠率の平均は10.8%で、あった。

また，種間交雑を行ったときに交雑不親和性のみ

られるA.pu劫 mを子房親に用いて，自殖および種間

交雑 (A.pu劫 raXA.magenta)での花粉管伸長程度を，

20
0

C， 24時間日長条件下で，受粉後4時間ごとに観

察した。 A.pulchraの自殖では受粉12時間後に花粉管

が子房内に到達し，受精がみられ，受粉48時間後

の受精匪珠率は20.5切であった。これに対し，種

間交雑 (A.pulchra X A. magenta) では受粉48時間後で

も多くの花粉管伸長は柱頭上のみまたは花柱上部~

中部までで、あった。しかし，受粉16時間後以降のも

のでごくまれに花粉管が子房内に侵入しているもの

がみられ， 0.3"'1. 9%の受精腔珠率で、あった。
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Pollen Tube Growth and Fertility of Ovules in Interspecific Hybridization 
in Alstroemeria L. 

Naho MURATA snd Koichi SHINODA 

Summary 

Interspecific hybridization in AIstroemeria is very 

di伍cultdue to cross-incompatibility. This investigation 

was conducted to obtain basic information about pollen 

tube growth and unravel the fertilization barriers 

observed in incompatible cross combinations. 

Interspecific crosses were performed between four 

AIstroemeria species used as female plants and twelve 

AIstroemeria species used as male plants. In these 

experiments， pollen tube elongation and entry into 

ovules were observed 24 hours after pollination. 

When A. magenta was used as the female plant， pollen 

grains of all other species germinated well and pollen 

tubes reached the micropyle in all cross combinations， 

with 28.3% of the ovules being fertilized. 

When A. magniJう目cawas used as the female plant， 

germination ofmost ofthe pollen grains of other 

species was inhibited on the stigma or penetration into 

the stigma did not occur. Fertilization occurred only in 

the cross combination withA versicolor. Only 0.1% ofthe 

ovules were fertilized. 

WhenA.pulchrawas used as the female plant， 

germination of pollen grains varied depending on the 

NARO Hokkaido Agricultural Research Center 

species， and pollen tube growth was inhibited in the 

upper or middle region ofthe styles in eight ofthe 

pollen-donor combinations. Fertilization occurred in 

three cross combinations between A. ligtu， A. magenta 

andA. m倦niftca，with 1.5% of the ov山 sbeing fertilized. 

When A. inodora was used as the female plant， pollen 

grains of other species germinated well and pollen 

tubes entered ovules in eight ofthe eleven crosses， 

with 10.8% of the ovules being fertilized. 

Pollen tube growth and entry into ovules were 

observed every four hours after pollination of A. pulchra 

styles at 20
0

C in constant light. Pollen tubes of 

self-pollinated plants reached the ovaries at 12 hours 

after pollination. Some of the pollen tubes entered the 

micropyle and 20.5% of the ovules were fertilized at 48 

hours after pollination. The growth ofmost pollen 

tubes of an interspecific cross (A. pulchra X A. m，ペgenta)

was inhibited on the stigma or the upper region of the 

styles. At 16 hours or more after pollination， very few 

pollen tubes had reached the ovules and only 0.3 -

1.9% of the ovules were fertilized. 
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