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テッポウユリのりんぺん繁殖の際にみられるさまざまな奇形

松尾英輔*

〔キーワード):仔球，カルス伸長，葉状りんべん，

出葉，茎伸長

りんぺん繁殖はゆり類では一般的に行われる増

殖法の一つであるが，種類によって難易がある.

テッポウユリではもっとも容易で増殖率の高い方

法として，日本の球根生産地の沖永良部島では一般

的に行われていた.ウイルス対策のための無菌培養

による増殖が普及した後も，販売球根の増殖段階で

はりんぺん繁殖による増殖を行っている.

一般に圃場におけるテッポウユリのりんぺん繁

殖では，りんぺんにまず仔球が形成され，その仔球

から茎が出た地上型植物(Epigeoustype plant; ETP) ， 

仔球のりんぺんの先端が葉形となる葉状りんぺん

(Foliage scale) となった地中型植物 (Hypogeous

type plant ; HTP) ，あるいは，両者の特徴を備えた，

すなわち，葉状りんぺんをもち，かっ抽苔している

地中・地上型植物 (Hypo-Epigeoustype plant; HETP) 

のいずれかのタイプの植物が観察される(松尾・有

隅 1975，1978a， Matsuo and Arisumi 1976). しかし

ながら，地上部に葉が出てくるまでの仔球形成や出

葉の様子はあまり注目されていない.

筆者は，球根生産の効率化を目指して，りんぺん

繁殖に関する数多くの試験をくり返してきた.その

過程で，とくにりんぺんを定温で培養して仔球形成

を促し圃場に植え出すときに観察してみると，圃場

のりんぺん繁殖ではみかけることの少ないさまざ

まな奇形 (Malformation)が観察されることがわかっ

た.その中には，仔球が形成されずに茎や葉が伸長

する例や，旬旬茎が伸びてその先に球根が形成され

るLiliumSUjフerbum(清水 1971) のように， りんぺ

んから茎や旬旬茎らしい茎が出てその先に仔球が

できる例も観察された.

このような奇形は，ゆりが分化あるいは進化する

過程でたどった道筋や，りんぺんから植物体が再生

するメカニズムを解明するうえで少なからぬヒン

トを与えてくれるものと期待される.

一般に植物の生長点培養にあっては，ホルモンの
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種類や量，あるいは比率の違いによって根の発達や

芽の分化，さらには茎の成長を制御できることが知

られている.テッポウユリの生長点培養でも，奇形

はかなりの頻度で観察されるものとみられる.しか

し筆者はその実態を知らないので，両者の比較は差

し控え，本報告ではりんぺん繁殖の折にみかけられ

たさまざまな奇形について紹介したい.

一般に圃場でのりんぺん繁殖では，仔球から葉か

茎が出てきた植物体が目に触れる.したがって，そ

の前段階でりんぺんにどのような仔球が形成され，

どのように莱や茎が出てくるかはわからない.

ところが，定温条件下にりんぺんを伏せ込み，仔

球がある程度大きくなってから，葉や茎が出てくる

前に園場や実験箱に植え込むと，その時点で仔球の

形成や発育状況が比較的よく観察できる.

筆者は，りんぺんをピートモスと混ぜあわせてポ

リエチレン袋に入れ， 25
0

C暗黒下でほぼ 3か月培養

し，仔球形成させたあと砂に植え込むという繁殖方

法をとってきた.この過程でもっとも一般的に観察

された仔球は写真 lのとおりである.

ところが，よく観察すると，カルスだけが伸びて

いるもの(写真 2)や目立ったカルスはなく，りん

ぺんから茎が伸びているように見えるもの(写真 3)

なと通常とは異なる形態を示す，いわゆる奇形が

かなりひんぱんに認められた.

これらの奇形は発達するにつれて，仔球が形成さ

れたり，葉が伸長したり，茎が伸びたりする.筆者

が写真に撮った，これらの奇形を紹介したい.

伸び、たカノレスの先端には，仔球ができる例(写真

4) ，仔球の形成はほとんど見られないまま葉(写真

5)や茎(写真 6) が伸長する例が認められた.

りんぺんから直接茎が伸びているように見える

場合には，その先端にイ子球ができる例(写真 7)，f子

球ができないで茎が伸長する例(写真 8)や仔球が

あるかないかはっきりしないまま葉が伸びている

例(写真 9)が認められた.写真9の場合には，葉

の基部が肥大して仔球へと発達するものと推測さ

れる.
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写真 1 一般に観察

される仔球

写真 4 カルスの先

端に仔球が

が形成され

れたもの

写真 7 りんぺんから茎

が伸び，その先

端に仔球を形

成したもの
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写真 2 カルスが茎状に発達したもの

写真 5 カルスの先端に仔
球の形成が見られ

ないまま葉が伸び

たもの

写真 8 りんぺんから茎が伸び、仔球ができないまま

茎が伸長したもの

写真 3 目立ったカルスは

なく， りんぺんか

ら直接茎が伸びた

ように見えるもの

写真 6 カルスの先端に

イ子球の形成が見

られないまま茎

が伸びたもの

写真 9 りんぺんから茎が

伸び、仔球があま
り発達しないで、

葉が伸びたもの
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上記のような奇形が，どのような環境や球根，り

んべんの状態で発生しやすし、かについては，解析を

進めてこなかったので明らかではない.

きわめて大ざっぱであるが，これまでの観察では，

このような奇形は，球根の外部の，少しくたびれか

けたりんぺんに多く認められる傾向があった.また，

一つのりんべんを上，中，下に分割した場合，下部

りんべんと比較して上部りんぺんには地中型植物

が多く ，その出葉は遅いことも明らかであった(松

尾 ・有隅 1978b). 

これらの観察結果から，仔球の奇形化には，りん

ぺん繁殖に用いる球根の老若，収穫後の早晩，りん

べんの着生部位， りんぺん内の極性(上下関係)， 

ならびに，それらのりんべんに含まれる成分や量ーな

どが関連していることが考えられる これらを詳細

に調査してみると，無菌培養において成分を変えた

ときの観察結果との照合も可能となり ，出葉や繁殖

にさまざまな変異があるゆりの進化の解明に資す

ることになるのではなかろうか.
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