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要　旨

　本研究では岩手県に自生しているヤマユリを材料に，新しい発芽法である「種子カッ

ト法」の開発を行った．従来までの様々な発芽法と種子カット法の発芽試験を行った．

主にユリ生産者が行っている「温度処理法」の発芽は75日を要したのに対し，「種子カッ

ト法」では6日で発芽し，発芽率は最も高かった．発芽時の生育形態は，地上発芽の形

態を示し，本葉の出芽が確認された．世界に分布する野生ユリ18種に「種子カット

法」を試した結果，供試全種について発芽および同じ生育形態が確認された．我々が開

発した「種子カット法」によって，ユリ科植物の発芽期間を大幅に早めることが可能と

なった．
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Abstract

　The present study describes a novel method for aseptically germinating Lilium species that grow 

wild in Iwate Prefecture, Japan. We compared seed germination characteristics in Lilium auratum 

using conventional horticulture germination techniques and a novel seed-cutting method. A total of 

75 days was required to germinate the seeds using the conventional warm-and-cold storage 

technique that is most widely used by lily producers. However, using the seed-cutting method, 

germination only took six days and the rate of germination was higher than that observed with 

other methods. The growth form produced after germination by the seed-cutting method was 

typical of epigeal germination, and was characterized by the emergence of a true leaf. Germination 

and common growth forms were observed in all seeds from 18 global species of wild lily species 
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　ヤマユリ（Lilium auratum1））図1は，地下に鱗

茎状の球根（以下，球根）を有し，これをほぐして

水洗後，天日乾燥したものを百合と称し，生薬とし

て用いる．薬効は，清肺，養脾，止咳，清心安神の

効果があるとして消炎，鎮咳，利尿，鎮静薬にする．

日本に自生するユリでは，ヤマユリ，ササユリ，オニ

ユリが用いられる2,3,4,5）．

　ユリの増殖には，リン片，分球，木子，珠芽を材

料にした方法が行われており，組織培養では，リン

片培養が一般的である．しかし，これらの増殖は

親株の一部を使用するため，親株の持つ病気を全

て受け継ぐというリスクを伴う．特にヤマユリはウ

イルス病などの病気に弱い種であることから，増

殖や栽培が難しいとされている2）．

　ヤマユリの種子を利用した発芽法としては，ユリ

生産者に普及している「温度処理法」と植物組織

培養技術である「胚培養法」がある．前者は簡便

な方法として取り入れられているが，実際には3段

階の温度設定が必要であり,温度設定や種子の殺

菌に失敗すると発芽しないという課題がある．後

者は「温度処理法」と比較して発芽期間を短縮す

ることができ，ユリ交雑種の未熟胚を発芽させる

技術としても用いられているが，ヤマユリの場合は

胚の摘出が難しいこと，また胚の殺菌処理の加減

が難しいことなどの問題が発生することが確認さ

れている6）．小山田はこの対策としてスカシユリ

（L.maculatum）を材料に「胚培養」を改良した

「胚乳カット法」を考案しており，この手法によっ

て生産したヤマユリの培養苗が紹介されている7）．

この手法は，殺菌した種子を材料にして胚周囲部

位を残すようにメスまたはハサミを用いて胚乳部

位を切り除き，胚周囲部位を培地に置床し発芽さ

せるものである．この手法によって高い発芽率が

維持できたが，胚乳を切り取る作業に時間を要す

ること，さらに発芽が安定しないこと等の改善の

余地がみられる．

　そこで本研究では，新たな発芽法である「種子

カット法」を開発することとした．これは種子の胚

外側片面をメスで切り除き，胚を含んだ種子を培

地において発芽させる簡便な方法である．これを

従来までの発芽法と比較して有効性と実用性を検

討した．また世界に分布する野生ユリ18種の種子

を用いて発芽試験を行い，その効果を確認した．

1　材料および方法

　試験開始前年までに岩手県内の山野においてヤ

マユリの自生地（遠野市，雫石町）を確認した．そ

の翌年7月に同地においてヤマユリの有無と開花

状況を確認し，10月末から11月に種子を含んださ

く果33個を回収して種子形成を調査した．この調

査に使用した種子を発芽試験に用いた．

1）ヤマユリさく果の形態と種子形成の関係

　（試験1）

　さく果を自生地から回収後，さく果の長さと径を

examined when the seed-cutting method was applied. Using this seed-cutting method will 

markedly decrease the period required to germinate members of the genus Lilium.

Key Words: epigeal, hot and cool method, Lilium auratum, seed-cutting method, true leaf

図 1　開花したヤマユリ
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ノギスで計測し，電子天秤で総重量を計測した．そ

の後，さく果から種子を全て取り出して種子数を

調査し，種子に胚が含まれているものを有胚種子，

胚が含まれていないものを無胚種子と位置付け，

それぞれの数を調査した．

2）種子カット法の開発（試験2）

　試験1で得られた有胚種子（以下，種子）を材料

に発芽試験を行った．まず種子はネットに入れて

中性洗剤で洗い，水道水で洗浄した．そして蒸留

水に24時間浸水した後，各試験に用いた．

　発芽試験は，「実生発芽法2）」，「温度処理法

7）」，「無菌播種法8）」，「胚培養法6）」，「胚乳カッ

ト法7）」，「種子カット法」の6つの方法による発芽

試験区を設定し，それぞれ以下の条件で行った．

　「実生発芽法」：まずバーミキュライトと人工培

養土（メトロミックス350，ハイポネックス社）を同

等混合した発芽用土（以下，用土）を作成し，これ

を発泡スチロール製トロ箱（縦44cm，横34cm，深

さ18cm）に深さ15cmまで充填した．そしてその上

に種子を200粒播き，種子の上に用土を1cm被覆

した．播種後は，岩手県環境保健研究センター薬

草園内（野外）にトロ箱を静置した（n=200）．

　「温度処理法」：保存ビン（容量：100m l，

SCHOTT社）にバーミキュライト80mlと種子50粒

を混ぜ込んで充填して蓋をした．これを4ビン準備

してインキュベータに移し，30℃で56日間，18℃で

21日間，5℃で42日間になるよう設定した7）

（n=200）． 

　無菌培養法の「無菌播種法」，「胚培養法」，

「胚乳カット法」，「種子カット法」に使用する培

地は，事前に3種の培地（MS8），H8），H改変培地；

表1）を試験して選定した．1培養容器にリン片10

個を移植し，各試験区に5容器準備した（n=50）．

そして60日後の出芽率を目視により調査した．そ

の結果，Hyponex改変培地（以下，培地）のみ70％

以上の出芽率であったことから，この培地を選定

し，以後の実験に使用した（表2）．その後の各実

験の培養容器には，広口ガラス製の容器（容量：

450ml，石塚硝子社）またはメリクロンフラスコ

（容量：300ml，岩城硝子社）を用い，培地50ml

を充填して使用した．1培養容器に20個ずつ播種

し，各試験区に10容器ずつ準備した（n=200）．培

養の環境条件は，照度2,000lx，16時間日長，設

定温度20℃とした．

　「無菌播種法」：種子から翼を除去した後（図2），

これを0.3%次亜塩素酸ナトリウム溶液に15分間

浸水させて，滅菌水で3回洗浄して培地に置床した

(n=200）．

　「胚培養法」：ヤマユリに限定した胚の摘出法を

解説した方法はないため，胚のみをメスで切り出

す摘出方法を実施した．この方法で摘出した胚を

滅菌水で3回洗浄して培地に置床した（n=200）．

表 1　発芽用培地の組成（Hyponex 改変培地）

表 2　ヤマユリの発芽試験に用いる培地の選定

成 分 添 加 量 添 加 量MS5液の組成

Hyonex（6.5−6.0−19.0）
スクロース
MS5液
ゲランガム
pH

ミオイノシトール
ニコチン酸
塩酸ピリドキシン
塩酸チアミン
グリシン

2.0
30.0
2.0
3.0
5.7

g/L
g/L

mL/L
g/L

100
0.5
0.5
0.1
2.0

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

培 養 系 供試数 培地 出芽率の程度
z

リ ン 片 培 養

リ ン 片 培 養

リ ン 片 培 養

z ＋：30％以上，＋＋：50％以上，＋＋＋：70％以上

5 0

5 0

5 0

M S 培 地

H 培 地

H 改 変 培 地

＋ ＋

＋ ＋

＋ ＋ ＋



薬用植物研究 36（1）2014年

この処置とは別に，コンタミネーション（雑菌によ

る培地の汚染）の発生を考慮して，摘出した胚を

0.3%次亜塩素酸ナトリウム溶液に10秒間浸水さ

せて滅菌水で3回洗浄して培地に置床する方法も

同時に行った（n=200）．

　「胚乳カット法」：種子から翼を除去した後，ク

リーンベンチ内において胚の周囲をメスで除去し

た．これを0.3%次亜塩素酸ナトリウム溶液に15分

間浸水させ，滅菌水で3回洗浄して培地に置床した

(n=200）．

　「種子カット法」：種子から翼を除去した後，ク

リーンベンチ内において胚を残して種子の胚片側

側面をメスで除去した．これを0.3%次亜塩素酸ナ

トリウム溶液に15分間浸水させ，滅菌水で3回洗

浄して培地に置床した(n=200）．図3に「種子カッ

ト法」の工程を図示した．

　以上の6つの方法による発芽試験区について，

発芽の有無，発芽はじめ日数と発芽揃い日数，発

芽数，発芽形態，コンタミネーションの有無を肉眼

観察による分類法で調査した．

3）育成培養の検討（試験3）

　「種子カット法」で発芽させたヤマユリ幼植物体

の生育促進を進める方法について検討するため，

試験2で使用した培地への活性炭0.1％添加の有

無と，培養容器への通気を行うミリシール設置の

有無の各試験区を設定した．活性炭は培養植物の

生長促進作用の効果があり6,8），またミリシールに

ついても同様の効果が期待できる9）．

　「種子カット法」で発芽試験を開始して30日経

過した幼植物体を1培養容器に10個体移植し，各

処理区に2容器を準備した（n=20）．90日間培養し

た後に培養容器から取り出して葉数，根数を肉眼

観察によって分類する方法で調査した．草丈と最

大根長をノギスで，苗全体の生重量と球根重量を

電子天秤で測定した．

4）種子カット法由来培養苗の野外栽培試験　　

（試験4）

　2011年12月19日に「種子カット法」を実施し発

芽させた幼植物体を0.1％活性炭添加培地に移し，

ミリシールを設置して90日間培養したものを試験

4に供試した．発泡スチロール製トロ箱に深さ

15cmまで用土を充填して，その3cm深に球根を植

えつけて岩手県環境保健研究センター薬草園内

の栽培試験地にて野外栽培した．「種子カット法」

を実施から17ヵ月後の2013年5月22日に「種子

カット法」の苗から14個体のみ選抜して掘り出し

た．掘り出すことによる侵襲によって枯死する可能

性もあることから，用いるサンプル数は14個体の

みとした．2011年12月16日に「実生発芽法」を実

施し，発芽させた実生苗をランダムに20個体を選

抜して掘り出した．発芽法の違いによる苗の成長を

比較するため，いずれも発芽試験開始から17ヵ月

経過した2013年5月22日に，「種子カット法」と

「実生発芽法」の苗の葉数，根数を肉眼観察によ

図 2　翼を除去したヤマユリ種子　（マス目：5 ㎜） 図 3　種子カット法の工程

種子の洗浄 蒸留水に浸水
種子の片側
側面を除去

殺菌

滅菌水で3回洗浄6日で発芽育成培養90日

0.1％活性炭
培地

発芽用
培地

ミリシール
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る分類する方法で調査して，草丈と最大根長を定

規で，球根径と球根長をノギスで測定した．

5）「種子カット法」による 野生ユリ18種の発芽

　試験（試験5）

　世界に分布する野生ユリ18種の種子を入手し，

「種子カット法」を用いて発芽試験を行った．種

子は東京山草会を中心に行っている種子交換会か

ら2012年に入手できた日本産のユリ7種と，外国

産のユリ5種，そして2013年に入手できた日本産の

ユリ1種と，外国産のユリ5種を供試した．発芽の

有無を肉眼観察で確認し，発芽率を50％未満，

50%以上，80%以上の3区分に分けて評価した．

発芽した苗は，培養30日後に（試験3）で確認した

育成培養に移行させて苗の生育を進めた．

6）統計処理 

　 すべ ての 統 計 解 析 は R v e r . 2 . 14 . 0（ R 

Developmemt Core Team,2012）を使用した．

2　結果および考察

1）ヤマユリさく果の形態と種子形成の関係

　（試験1）

　 さく果の形態調査を行った結果 ，長さは

59.0±2 .1m m，径は26.8±0.7m m，重量は

6.5±0.7gであった（平均±標準誤差）．種子数は1

さく果あたり490.0±25.1個となり，有胚種子の形

成率は69.0％であった．さく果の形態と種子数お

よびさく果の形態と有胚種子の形成率の関係を調

査した結果，長さ，径および重量と種子数に正の

相関が認められた．また，長さ，径および重量と有

胚種子の形成率においても正の相関が認められた

（図4，5）．このことから，より長く，より太いさく

果を選択することによって苗生産を行う種子を計

画的に確保できるようになると考えられる．

2）種子カット法の開発（試験2）

　表3に本研究で実施した発芽試験の結果を示し

た．発芽率は，「種子カット法」が他のどの方法よ

りも有意に高かった．「胚培養法」は，摘出した胚

図 4　さく果の長さ，径，重量と種子量の関係
　** はピアソンの相関係数検定によって 1％水準で
　有意差があることを示す．
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を殺菌剤に浸けない試験では全てに培地汚染が

発生し，殺菌剤に浸けた試験では，発芽が見られ

なかったことから，ヤマユリの苗生産には適さない

と推察された．発芽はじめ日数は，「胚乳カット

法」と「種子カット法」が他の方法より早く発芽が

確認された．発芽揃い日数は，「種子カット法」の

発芽揃い日数が最も早かった．「温度処理法」は

容器の中で地下発芽するため，正確な日数を目視

確認できなかった． 

　発芽時の生育形態を調査した結果，「温度処理

法」と「無菌播種法」が地下発芽，「実生発芽法」と

「胚乳カット法」，「種子カット法」が地上発芽を

示した（図6）．「温度処理法」と「無菌播種法」の

地下発芽はいずれも子葉が出芽した．「実生発芽

法」，「胚乳カット法」，「種子カット法」の地上発

芽はいずれも本葉が出芽した．ただし，「実生発芽

法」は地上発芽が観察される前に地下発芽が起き

ているため，「胚乳カット法」と「種子カット法」の

発芽とは異なる2,7）．手法の違いによって発芽形態

に違いが出た原因は，「温度処理法」と「無菌播種

法」は胚が種子内部に一定期間とどまってから発

芽する手法に対し，「胚乳カット法」と「種子カッ

ト法」は短期間のうちに種子のカット部から胚が

培地に露出して培地上に発芽するためであると考

えられる．ヤマユリはもともと地下発芽する植物で

ありその発芽期間は遅発芽の発芽習性であること

が知られており7），これは胚乳内にある有機酸が

発芽抑制作用をするためだといわれている2）．「胚

図5　さく果の長さ，径，重量と胚形成率の関係
　**はピアソンの相関係数検定によって1％水準で
　有意差があることを示す．また統計処理はアーク
　サイン変換後の数値を用いて行った． 
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表 3　6 つの方法による発芽試験結果

z 異なるアルファベット間はHolmの多重比較によって5％水準で有意差ありを示す．2群間の比較はFisherの正確確率検定を用いた．
y 胚培養法（殺菌無し）区における発芽率は，すべてのサンプルに培地汚染が発生したため計測不可であった．

発芽方法 供試数 発芽率（％） 発芽はじめ日数 発芽揃い日数 発芽形態

実生発芽法

温度処理法

無菌播種法

胚培養法（殺菌無し）

胚培養法（殺菌有り）

胚乳カット法

種子カット法

200

200

200

200

200

200

200

70.5

63.5

34.5

−

0.0

60.5

82.0

414

75

13

−

−

5

6

442

−

16

−

−

16

14

地 上 発 芽

地 下 発 芽

地 下 発 芽

−

−

地 上 発 芽

地 上 発 芽

bz

b
c
−y

d
b
a
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乳カット法」および「種子カット法」では種子を

カットすることで有機酸による発芽抑制が無くな

り，さらに温度と光の環境条件と発芽に用いた培

地が好適に作用して発芽を大幅に早めたものと推

察される． 

　今回の試験に用いる培地は，リン片培養の結果

を参考にHyponex改変培地とした．植物組織培養

で多く使用されるMS培地と比較すると構成成分

が少なく培地調整がしやすいこと，供試したユリす

べてに利用できたことから，ユリの専用培地として

の活用が期待できる．

　ユリ類の胚培養を解説した専門書6,7,10） を参考

に「胚培養」を行ったが，摘出した胚を殺菌しな

い場合は培地汚染が発生し，胚を殺菌した場合に

おいても発芽が全く得られなかった．また，テッ

ポウユリ（L.longiflorum）とスカシユリ（L.macu

latum）の種間雑種の作出に用いられた「子房輪切

り培養法11）」も試験的に行ったが，すべてに培地

汚染が発生した．一方，「種子カット法」は「胚培

養」や「子房輪切り培養法」で発生した培地汚染

はなく，容易に発芽個体を得ることができた．また

この手法では，種子の胚を残すように胚片側側面

をメスまたはハサミで除去するという非常に簡便

な方法である．過去に小山田が開発していた「胚

乳カット法7）」よりも作業時間が短くなり，発芽期

間も短縮でき，高い発芽率を安定して得られるこ

とが可能になった．

　以上，発芽率，発芽に要する期間，生育形態お

よび出芽状況から判断して，我々の開発した「種子

カット法」が最もヤマユリの苗生産に効果的な手

法であると考えられる．

3）育成培養の検討（試験3）

　「種子カット法」で発芽させた幼植物体の育成

培養の結果を表4に示した．活性炭の有無，および

ミリシールの有無を要因とした二元配置の分散分

析を実施した結果，草丈および葉数は活性炭の有

無間およびミリシールの有無間において有意な差

が認められなかった．根数，最大根長，生重量お

よび球根重量は，活性炭の有無間で1および5％水

準で有意な差が認められ，いずれも活性炭有りの

図 6　温度処理法（左：地下発芽形態）と種子カッ
　　　ト法（右：地上発芽形態）の比較

表 5　種子カット法の苗と実生発芽法の苗の生育比較

表 4　育成培養の試験結果

活性炭

分散分析z

なし

あり

ミリシール

なし
あり

活性炭
ミリシール
交互作用

NS
NS
NS

NS
NS
NS

なし
あり

草丈
（mm）

葉数
（枚）供試数

20
20
20
20

25.1±3.1
23.8±2.6
28.0±4.1
29.8±2.9

2.6±0.4
2.1±0.3
2.8±0.5
3.3±0.5

＊＊
NS
＊

根数
（本）

5.6±0.9
4.0±0.8
8.8±0.9

12.8±1.6  
＊＊
NS
NS

最大根長
（mm）

21.8±1.7
11.1±1.5
46.9±7.4
50.4±3.7

＊＊
NS
NS

生重量
（g）

0.31±0.07
0.24±0.04
0.47±0.06
0.65±0.15

＊
NS
NS

球根重量
（g）

0.21±0.05
0.12±0.02
0.25±0.03
0.30±0.06

z 活性炭の有無およびミリシール有無を要因とした二元配置の分散分析によって，＊＊は1％，＊は5％水準で有意差あり，NSは有意差なしを示す．

供試数

z Welchのt検定によって，＊＊は1％水準，＊は5％水準で有意差ありを示す．

草丈
（mm）

葉数
（枚）

根数
（本）

最大根長
（mm）

球根長
（mm）

球根径
（mm）

14
20
−

種子カット法の苗
実生発芽法の苗

有意性z

200.1±11.4
31.6±1.1

＊＊

8.2±0.7
1.0±0.0

＊＊

5.9±0.4
2.9±0.2

＊＊

18.4±1.0
5.4±0.2

＊＊

11.7±1.0
3.5±0.1

＊＊

201.3±55.3
40.7±2.5

＊
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処理区で高い数値を示した．ミリシールの有無間

ではいずれも有意な差は認められなかった．また

根数のみ活性炭の有無間とミリシールの有無間で

交互作用が認められた．活性炭有りかつミリシー

ル有りの試験区において草丈，葉数，根数，最大根

長，生重量，球根重量の全項目において他の試験

区より高い数値を示した．

　0.1％活性炭は培養中の植物から排出された

フェノール化合物や有害物質を吸着することが知

られており6,8），ヤマユリの育成培養においては特

に根の伸長において効果が認められたためだと考

えられる．一方ミリシールの設置は統計上の有意

差は認められなかったが他の試験区より高い数値

を示したことから使用した方が良いと思われる．

4）種子カット法由来培養苗の野外栽培試験

（試験4）

　「種子カット法」で作出した苗と「実生発芽法」

で作出した苗の野外栽培試験結果を表5に示

した．

調査全項目で「種子カット法」の苗が有意に高

かった．また「種子カット法」の苗は，開花株の生

育に必要な生育形態を示す抽だい12） が観察され

た（図7）．

　「種子カット法」と「実生発芽法」の苗の生育に

大きな差が生じたことは，「種子カット法」は短期

間で発芽が得られることで苗の育成期間が多く得

られることと，培養（試験3）による生育の促進が

図られたことによってこのような生育差が生じたも

のと考えられる．これらの結果から，「種子カット

法」の顕著な発育性が証明された．

5）「種子カット法」による野生ユリ18種の発芽

　 試験（試験5）

　世界に分布する野生ユリ18種の種子に「種子

図 7　発芽試験開始から 17 ヵ月経過した実生発芽
　　　法の苗（左）と種子カット法の苗（右）
　　　（2013.5.22）

表 6　種子カット法を用いたユリ属 18 種の発芽試験結果

種名・産地
z

学名

ヤマユリ（日本）
エゾスカシユリ（日本）
カノコユリ（日本・中国）
キカノコユリ（中国）
コオニユリ（日本）
テッポウユリ（奄美諸島）
ヒメサユリ（日本）
ヒメユリ（日本・中国）
マクリニアエ（ミャンマー）
マルタゴン（北ヨーロッパ）
ランコンゲンセ（中国）
リーガル（中国）

キャンディダム（ギリシャ）
コロンビアヌム（北アメリカ）
スゲユリ（日本）
ダビディ ウィルモッティアエ （中国）
ツシングタウエンセ（中国）
ロストルニー（中国）

L.auratum
L.dauricum
L.speciosum
L.henryi
L.leichtlinii var.maximowiczii
L.longiflorum
L.rubellum
L.concolor
L.mackliniae
L.martagon
L.lankongense
L.regale
L.candidum
L.columbianum
L.callosum
L.davidii var.willmottiae
L.tsingtauense
L.rosthornii

36
21
20
21
81
25
50
32
13
7

39
27

9
14
64
14
20
27

＋＋＋
＋

＋＋
＋＋

＋＋＋
＋

＋＋＋
＋
＋

＋＋
＋
＋

＋
＋

＋＋＋
＋＋

＋＋＋
＋

野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培
野外栽培

培養容器内育成
培養容器内育成
培養容器内育成
培養容器内育成
培養容器内育成
培養容器内育成

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2013
2013
2013
2013
2013
2013

供試数 2013年5月の試験状況発芽量y試験実施年

z 括弧内地名は主な産地を示す．
y ＋：発芽50％未満，＋＋：発芽50％以上，＋＋＋：発芽80％以上
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カット法」を用いた．発芽試験の結果を表6に示し

た．供試した18種すべてに発芽を確認した．この

時の発芽形態は，全て地上発芽となり，本葉を出

芽した．一部の種では50％未満の発芽率であった

が，多くの種で高い発芽率を確認できた．発芽率

に差が生じたのは，種による発芽能力の差が原因

と推察した．また，日本産のエゾスカシユリ

（L.dauricum），テッポウユリ（L.longiflorum），ヒ

メユリ（L.concolor）の3種と外国産のユリ全種に

ついては，有胚種子の数が十分でなかったことも

発芽率が低くなった原因と推察された．

6）まとめ

　我々が開発した「種子カット法」は，まずヤマユ

リの種子の胚片側側面を除去し，殺菌した後にH

改変培地で培養することによって6日で発芽するこ

とが示された．発芽した苗を30日間培養した後，

培養容器にミリシールを設置し，0.1％添加活性炭

培地で90日間培養することで苗が高い確率で完

成する．その後，培養容器から苗を取り出して野外

栽培に移行する．ユリ生産者や研究者が行ってい

る「実生発芽法」や「温度処理法」では，発芽から

開花までの生育期間に5年前後を必要としていた

が7,13,14,15,16），「種子カット法」を導入することに

よって大幅に短縮することが期待できる．従来，組

織培養技術を用いたユリの苗生産では，花器やリ

ン片を外植体にするクローン増殖が主流であった

17,18）．しかし外植体がウイルス病に感染している

場合，増殖した苗もウイルス感染する危険があっ

た．本研究によって開発した「種子カット法」は，

ウイルス感染の心配がない種子14,19）を材料にして

いるため，健全な苗を短期間で供給することがで

きることも大きなメリットであると考えられる．供

試した野生ユリ18種についても「種子カット法」に

よる発芽を確認した．この中には，絶滅危惧種も

含まれる（表7）．絶滅危惧種の保護を目的にして

苗の生産を行う場合は，種子を材料に受精胚が持

つ種の多様性を維持することが重要であるとも考

えられており8），希少なユリを保護する場合にも同

様にあてはめることができるだろう．我々が開発し

た「種子カット法」によって，野生ユリ属の種の保

存だけでなく，薬用・食用として利用されている有

用種の生産，または園芸種の生産や新品種開発を

進める場合においても実用的な新技術として広く

活用されていくだろう．

表 7　種子カット法で生産した国内ユリ属 8 種のレッドデータブック指定状況

z 第4次レッドリストより引用．
y 植物レッドデータブック COMPLETE（http://www. kurosan. sakura. ne. jp/indexRDB. htm）より引用．

種名 学名

ヤマユリ

エゾスカシユリ

カノコユリ

コオニユリ

テッポウユリ

ヒメサユリ

ヒメユリ

スゲユリ

L.auratum

L.dauricum
L.speciosum

L.leichtlinii var.maximowiczii

L.longiflorum
L.rubellum

L.concolor

L.callosum

指定なし

指定なし

絶滅危惧Ⅱ類

指定なし

指定なし

準絶滅危惧

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧ⅠB類

滋賀（絶滅種），京都（絶滅種），石川（絶滅危惧Ⅰ類），

山梨（準絶滅危惧），長野（準絶滅危惧），三重（絶滅危惧ⅠB 類），

大阪（情報不足），奈良（希少種）

指定なし

徳島（絶滅危惧Ⅰ類），福岡（情報不足），長崎（絶滅危惧ⅠB 類），

鹿児島（準絶滅危惧）

宮城（絶滅危惧Ⅱ類），埼玉（絶滅危惧ⅠB 類），千葉（要保護生物），

東京（絶滅の危機に瀕している種），石川（準絶滅危惧），

鹿児島（分布重要）

鹿児島（分布重要）

宮城（絶滅危惧Ⅰ類），山形（絶滅危惧ⅠB 類），福島（準絶滅危惧），

新潟（絶滅危惧Ⅱ類）

愛知（絶滅），青森（最重要希少野生生物），京都（絶滅寸前種），

大阪（絶滅危惧Ⅰ類），兵庫（要調査種），奈良（絶滅寸前種），

和歌山（絶滅危惧ⅠA 類），岡山（絶滅危惧Ⅰ類），

広島（絶滅危惧Ⅰ類），山口（絶滅危惧ⅠA 類），徳島（絶滅危惧Ⅰ類），

香川（絶滅危惧Ⅰ類），愛媛（絶滅危惧ⅠB 類），高知（絶滅危惧ⅠA 類），

熊本（絶滅危惧ⅠA 類），大分（絶滅危惧ⅠA 類），宮崎（絶滅危惧ⅠA 類）

福岡（絶滅危惧ⅠB 類），佐賀（絶滅危惧Ⅰ類），熊本（準絶滅危惧），

大分（絶滅危惧ⅠA 類），宮崎（絶滅危惧Ⅱ類），鹿児島（絶滅危惧Ⅰ類）

環境省RLz 都道府県RDBy
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岩手県環境保健センター地球科学部

希少植物や地域在来種を中心に増殖や育種の研究に

取り組む

● 山内　貴義（やまうち・きよし）●

出身地：東京都目黒区

東京大学大学院農学生命科学研究科博士課程修了

専門：動物生態学

岩手県環境保健研究センター地球科学部

遺伝子解析によるツキノワグマの生息数推定の研究

に取り組む

● 鞍懸　重和（くらかけ・しげかず）●

出身地：栃木県真岡市

岩手大学大学院農業研究科修士課程修了

岩手県環境保健研究センター地球科学部

地理情報システム（GIS）データベースの維持管理


