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1. はじめに 

 
ユリ球根は −1.5℃から −2.0℃の氷温帯で貯蔵するこ

とで、半年から約１年間発芽を抑制することができる１）、

２）。この貯蔵方法を利用して、ユリ切り花の周年生産

が実現した。現在国内で使用されるユリ球根の約 80％
（年間約 1 億４千７百万球）は氷温帯で貯蔵した輸入球

根に依存している３）、４）、５）。ユリ切り花生産における

球根の氷温貯蔵の役割は非常に大きいが、貯蔵期間が長

くなると球根の発芽が抑制できず、凍結傷害も発生する

事が経験的に知られている。 
ユリの中で、オリエンタルハイブリッドの品種（図-

1）は特に長期貯蔵が難しいと言われている。この問題

を解決するために、1999 年より、秋期に植え付ける球

根については、四季の逆転した南半球の球根を輸入して

対応する傾向が増大している。しかし実際には、チリや

ニュージーランド産などの南半球産の球根はオランダの

ものと品質が同等ではない。安定した切り花生産のため

には、オランダ産の球根を長期貯蔵して 9 月以降の植え

付けに利用する可能性は、当面は無くならないものと予

想される。 
オリエンタル系品種の長期貯蔵の問題に対応するため、

解凍条件や貯蔵期間と植え付け時期の検討などがなされ

てきた６）、７）。オランダでもこうした状況は同じのよう

で、国際花卉球根協会（IBC）の発行した資料８）にもオ

リエンタル系品種の場合、7 月以降は長期貯蔵の困難な

事が記載されている。しかし、貯蔵中の温度精度や貯蔵

期間と球根品質との関係を定量的に提示した文献情報は

なく、貯蔵中の球根の動態についてはほとんど知られて

いない。 

これまで、筆者らはアジアティックハイブリッド品種

を用い（図-1）、氷温貯蔵中の温度精度について研究を

行ない、氷温帯での球根の発芽特性について明らかにし

てきた９）。更に、近年、同じ実験系を用いてオリエン

タル系品種カサブランカで、3 ヵ月から 9 ヵ月間にかけ

て貯蔵実験を行ない、貯蔵中の温度精度、期間と球根の

発芽、凍結状態、花芽分化との関係を明らかにした１０）。

本報では、この貯蔵実験結果について概説する。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 Oriental hybrids Asiatic hybrids 
 

図−1 ユリ切り花の品種系統 
Fig.1 Cut flowers of lily 

 

2. 材料および方法 

 

2.1 材料 

オランダ産ユリ・オリエンタル系品種カサブランカ

（サイズ：18～20cm、ベルデックス社、1998 年 1 月、

横浜入港）の球根ケース（150 球入り）を購入した。球

根ケースは実験開始（1998 年 3 月）まで −1.5℃で横浜

の日新大黒埠頭・新倉庫で保管した。 
2.2 球根の貯蔵形態 

ケースに入っている球根のピートモス塊を原形を保っ

た状態で 4 分の 1 ずつに分けた。小分けした塊は約 25
球分の球根を含んでいた。この塊に、氷水を霧吹きでピ

＊１ 技術センター土木技術研究所水域生物環境研究室 
＊２ 大阪府立食とみどりの総合技術センター 
＊３ (株 )日新  

 43-1



大成建設技術センター報 第39号(2006) 

ートモスに吹き付けたのち、こまかい氷をまぶし低密度

ポリエチレンフィルムの袋（レンゴー、鮮度保持 FB フ

ィルム）に入れて密閉した。本作業は、−1.5℃または −

2℃設定の日新大黒埠頭・新倉庫内で行った。千葉県習

志野市茜浜に所在する実験施設までの輸送（所用約 1～
2 時間）には温度を −1.5℃に設定した冷凍用トラック

（日絹倉庫、陸運部）を使用した。球根ケースの到着直

後、直ちに貯蔵試験を開始した。 

2.3 貯蔵温度および貯蔵期間 

低温恒温庫（EYELA製、LTI-600SD型）を用い、設定

温度を 0℃、−0.5℃、−1.0℃、−1.5℃、−2.0℃、−3.0℃と

6 種類設定した。温度振幅は±0.5℃以内で一定とした。

貯蔵期間は 3、6、9 ヶ月（1998 年 3 月～12 月）とした。

低温恒温庫は 24 時間空調（22℃）の室内に設置した。

低温恒温庫内（6 点）の温度および湿度の測定は、吉田

らの方法９）に従って行なった（文献 9 の図-5）。その結

果、実測した 6 点の平均温度は、それぞれの設定温度に

対して 0.0℃、−0.6℃、−1.0℃、−1.6℃、−2.0℃、−3.0℃
で、標準偏差は±0.1℃（n＝6）であった。 

2.4 霜取り条件 

冷凍機の霜取りは 1 週間に 1 回行った。霜取り中は球

根を貯蔵時とほぼ同一温度に設定した氷温庫（サンヨー

製）に保管した。 
2.5 球根発芽ならびに球根内部の調査 

3～9 ヵ月間の貯蔵実験の後、室温で球根をピートモ

スと分けて、球根（25 個）の発芽長を計測した（図-2）。
さらに一部の球根（10～15 個）をナイフで縦割りにし、

内部状態の写真撮影と目視による観察を行った。 
内部状態を観察しない球根（5～10 個）については、

いずれも容積鱗片を剥がして、芽の部分を FAA 固定

（ホルマリン 5%、酢酸 5%、エチルアルコール 45%、

水 45%、容積比）し、頂芽を実体顕微鏡下で観察して、

花芽形成の有無を記録した。 
 
3. 結果 

 
3.1 貯蔵温度・期間と球根発芽の関係 

氷温貯蔵中の温度や期間と球根発芽との関係を定量的

に把握するため、温度を 0℃から −3.0℃の範囲に設定し

て、3 ヶ月から 9 ヶ月間貯蔵し、カサブランカの球根の

発芽状態を調査した。貯蔵中に実測した庫内の平均温度

は、方法の項で記したように、設定値に対して±0.1℃
（標準偏差、ｎ＝6）の範囲に入っていた。以下の温度

の記載は便宜上、設定値で表現することとした。球根発

芽率の貯蔵期間中の変化を図-3 に示した。発芽した球根

の定義は 1cm 以上の芽の長さになったものとした。貯

蔵開始時（0 ヶ月、1998 年 3 月）には発芽した球根は全

くなかったが、貯蔵 3 ヶ月後（1998 年 6 月）になると 
−1.5℃以上の温度帯で発芽が観察された。特に、温度が 
−1.0℃より高いと 90％以上の球根が発芽した。貯蔵期間

が 6 ヶ月以降（1998 年 9 月）では、−1.5℃の貯蔵温度で

も発芽率が 90％以上に達した。これに対して、−2.0℃～

−3.0℃の温度帯では、発芽がほとんど見られなかった。 
 

 

図−2 球根の発芽長 
Fig. 2 Length of sprouting in the lily bulb 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図−3 貯蔵温度の発芽率に対する影響 
Fig. 3 Effects of temperature for storage on the ratio of sprouting 
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図−4 貯蔵温度の発芽長に対する影響 
Fig. 4 Effects of temperature for storage on the length of sprouting 

 

 
 

図-5 花茎部分に水浸状態が観察された球根 
Fig. 5 Vitrification in flower stem after the -3℃ strorage 

 
カサブランカ球根について、発芽した芽の長さ（平均

値）の貯蔵期間中における変化を図-4 に示す。0℃から

−0.5℃の温度帯では発芽後の芽の伸長が顕著に認められ、

貯蔵 3 ヶ月後では約 6cm 以上の長さに達した。その後、

これらの温度帯では、貯蔵 6 ヶ月後に芽の長さが 12cm
以上になったため、貯蔵実験を中止した。−1.0℃の温度

では貯蔵 3 ヶ月後は芽の伸長が有意に抑制された。しか

し、貯蔵期間が延長するのに伴って芽の伸びは進行し、

貯蔵 9 ヶ月後（1998 年 12 月）には、−1.0℃でも 8cm 以

上の長さに達する事が分かった。 
その後、これらの温度帯では、貯蔵 6 ヶ月後に芽の長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図−6 球根の水浸状態に対する貯蔵温度の影響 
Fig. 6 Effects of temperature for storage on  

the ratio of vitrified bulbs 
 

さが 12cm 以上になったため、貯蔵実験を中止した。−

1.0℃の温度では貯蔵 3 ヶ月後は芽の伸長が有意に抑制

された。しかし、貯蔵期間が延長するのに伴って芽の伸

びは進行し、貯蔵 9 ヶ月後（1998 年 12 月）には、−

1.0℃でも 8cm 以上の長さに達する事が分かった。 
−1.5℃でも芽の伸長は観察されたが、顕著に芽の伸長

が抑制され、貯蔵 9 ヶ月間にわたって、芽は 3cm 以上

伸びない事が分かった。−2.0℃から −3.0℃ではほとん 
ど芽が伸長せず、貯蔵期間中の芽の伸長は 1cm 以下だ

った。  

3.2 貯蔵温度・期間と球根内部の凍結状態の関係 

設定温度や貯蔵期間と凍結傷害との関係を調査する目

的で、貯蔵直後の球根を半分に切断し、その切断面を観

察した。図-5 に貯蔵 9 ヶ月後のカサブランカの球根切断

面の写真を示す。−2.0℃以下の温度帯では、生長点の下

部にある花茎の切断面が透き通った状態（水浸状）にあ

る球根が観察された。この症状は、球根の解凍が進むと

観察し難くなった。生長点部分が黒ずんだブラックノー

ズのような状態は観察されなかった。 
水浸状球根の比率を調査した結果を図−6 に示す。水

浸状の球根は貯蔵 3 ヶ月後には、−2.0℃以下の温度で

20％前後観察された。特に −3.0℃では、この比率が貯

蔵期間が延長すると共に増大し、最終的には 80％にま

で達した。 
3.3 貯蔵温度・期間と花芽分化状態の関係 

氷温貯蔵中の温度が花芽形成に及ぼす影響を調べるた 
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表−1 貯蔵温度の球根花芽形態に対する影響 
Table 1 Effects of temperature for storage on the development of 

the flower bud 
 

Developmental stage of flower bud＊２Storage 

Temperature ℃ 
month 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

 0 10(0)＊1     

0.0 3  5(0)    

 6     5(0)

－0.5 3 5(0)     

 6   5(0)   

－1.0 3 5(0)     

 6  3(0) 2(0)   

 9  2(0) 1(0) 2(0)  

－1.5 3 5(0)     

 6 1(0) 4(0)    

 9 1(0) 4(0)    

－2.0 3 5(0)     

 6 5(1)     

 9 5(0)     

－3.0 3 5(0)     

 6 5(4)     

 9 5(4)     
*1: n= 5, parenthesis indicates the number of bulbs whose shoot tips 
appear wounding. *2: I: Not differentiated; II: Thickening of 
meristem dome; II:Initiation of bract differentiation; IV:Perianth 
formation V:Formation of bunch of folwers    
 

め、カサブランカの花芽形成の状態について観察を行

なった（表-1）。花芽はその発達段階に応じて、未分化

（I）、生長点の肥厚（Ⅱ）、包葉の分化の開始（Ⅲ）、花

房形成（Ⅳ）、花被形成（Ⅴ）の 5 段階に分類した。 
カサブランカについてみると、貯蔵開始時には花芽は

未分化の状態（Ⅰ）であった。貯蔵 3 ヶ月後には 0℃の

条件で、花芽分化の開始（Ⅰ－Ⅱ）が観察されたが、−

0.5℃以下では発芽していても未分化の状態（Ⅰ）が維

持された。貯蔵期間が 6 ヶ月以上になると、−1.0℃以上

では包葉の発達が確認され、−1.5℃で花芽分化が開始さ

れた。−1.5℃の貯蔵温度では、貯蔵 9 ヶ月が経過しても

包葉の発達は開始されなかった。 
貯蔵温度が −2.0℃以下の条件では、生長点は未分化

の状態が維持された。また、貯蔵期間が 6 ヶ月を経過す

ると生長点付近の分化したばかりの葉に小さな範囲で貯

蔵温度が −2.0℃以下の条件では、生長点は未分化の状

態が維持された。また、貯蔵期間が 6 ヶ月を経過すると

生長点付近の分化したばかりの葉に小さな範囲で褐変化

（シミ）が認められた。分化葉のシミは −3.0℃で顕著

で、観察したほとんどの球根がこの状態を示した。 

4. 考察 

 
外国産ユリ球根の氷温貯蔵の設定温度は、アジアティ

ック系が −2.0℃であるのに対し、オリエンタル系が品

種に応じて −0.8℃～ −2.0℃の範囲にあり実用面では −
1.5℃が適切と考えられている。ユリの品種と系統によ

り、値は 0.5℃きざみで異なる１１）。オランダの国際花

卉球根協会（IBC）の倉庫設備に関するマニュアルには

『倉庫内に最低 2 ヵ所の温度測定点を設け、0.5℃以内

の温度差なら問題ないが、それ以上の場合には空調上な

いしは荷の形態・配置に原因があるので調査し改善す

る』よう記載がある１２）。アジアティック系品種の場合

は長期貯蔵実験結果から、氷温貯蔵における温度精度は

0.5℃以内にある必要性が示されている９）。しかし実際

には、温度精度がよい条件でも貯蔵期間が長期化すると

球根の発芽を充分に抑制できない事もある。 
IBCの資料８）によると、オリエンタル系品種はアジア

テイック系のように 1 年間にわたる長期貯蔵をすること

はできず、7 月以降、季節的な条件と品種によって発芽

したり、凍害のような貯蔵問題が発生するおそれがある

としている。また国内の文献でも貯蔵期間は 8～9 ヶ月

という記述がある１３）、１４）。しかしながら、このオリエ

ンタル系品種の貯蔵限界を示すような実際のデータは、

文献の形で公表される事はなく、長期貯蔵後の発芽抑制

の程度については不明な点が多かった。 
本研究では、Bekker (1995)によれば設定温度が −1.5℃

から −2.0℃にあるオリエンタル系品種カサブランカを

用いて貯蔵試験（1998 年 3 月開始）を行った１０）、１１）。

その結果、0℃～ −1.5℃で貯蔵した場合、球根の発芽が

貯蔵 3 ヵ月（1998 年 6 月）で既に認められた（図-3）。
この温度範囲では、貯蔵 6 ヵ月以降（9 月以降）はほぼ

全ての球根が発芽した。これはアジアテイック系品種を

用いた貯蔵試験の結果９）とほぼ同等であった。 
発芽した芽の長さは、−0.5℃以上と −1.0℃以下の温度

帯の間に顕著な差が認められ、0.5℃の温度差によって

発芽状態は大きく影響を受けることが分かった（図-4）。
しかし、貯蔵温度が −1.5℃であっても貯蔵中の芽の伸

長は抑制できず、貯蔵 9 ヶ月後（1998 年 12 月）には平

均で 2～3cm の長さに達する事が示された。従って、6
ヶ月以上の貯蔵期間で芽がこの程度伸びている事は、−

1.5℃での球根の保存において正常な状態であるものと

考えた。一方、−2.0℃以下では芽の伸長が約 1cm 以下に

抑制されるが、冷凍傷害が発生しやすくなるため、オリ

エンタル系をそのような条件で貯蔵することは、少なく

とも国内では行なわれていない。このような現状からみ
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ると、オリエンタル系品種カサブランカの場合、6 ヶ月

以上の長期貯蔵の条件で芽の伸長を 1cm 以下に抑制す

るのは温度精度を±0.5℃の条件にしても不可能に近い

事を示唆している。 
ユリ球根の発芽伸長の度合いと花芽分化との関係には

原種により差のある事が明らかにされている１５）。オリ

エンタル系品種は交配親であるヤマユリやカノコユリの

性質を受け継ぐため１６）、発芽後の芽の伸長に伴って花

芽分化が起こる品種が多いと考えられる１５）。表-1 の結

果が示すように、 −1.5℃から 0℃までの温度帯において、

オリエンタル系カサブランカで貯蔵期間中の芽の伸長に

伴い花芽分化の開始する事が示された。しかし、氷温貯

蔵中の温度条件が切り花品質に直接的にどの程度影響す

るかは分からない。オリエンタル系品種のカサブランカ

については、高野らが解凍中の花芽分化と定植時期の関

係を詳細に調査している７）。そして、12℃で 2 週間の

解凍芽出し処理後に定植した直後には花芽分化の状態に

大きな差は認められないが、11 月定植では 9 月定植の

場合と比較して定植後 10 日間の栽培中に花芽分化の過

程で異常が発生し、これが長期貯蔵の影響による事を推

察している。今後、氷温貯蔵中の発芽抑制、花芽分化、

切り花品質との関係を明らかにする事が必要と思われる。 
凍結傷害については、ブラックノーズのように深刻な

症状は今回の条件では全く観察されなかったが、−2.0℃
以下になると球根内部に透き通ったような水浸状態が観

察された（図-5）。発生率からみると、この状態は貯蔵

期間が 6 ヶ月以上に長期化するに従って、−3.0℃の条件

で顕著となった（図-6）。さらに、顕微鏡下での生長点

の観察結果では、−2.0℃と −3.0℃の条件で、分化した葉

にシミのような小さい褐変化部位が貯蔵 6 ヶ月以降に観

察された（表-1）。 
球根内部の水浸状態は同様な貯蔵実験を行なってもア

ジアティック系品種では認められない事が報告されてい

る８）。また、アジアテイック系ノバセントの生長点で

は、シミは −2.0℃以下でも認められないことを観察し

ている。球根内部の水浸状態や生長点の微少な褐変化が、

ブラックノーズ等、定植後の切り花品質とどのような関

係にあるか不明だが、貯蔵後の切り花品質においても凍

結耐性のより高いアジアテイック系品種１７）で、このよ

うな症状が見られず、系統間の差が出た事は興味深い。 
カサブランカでは貯蔵温度が −2.0℃の場合、以上に

述べた凍結傷害の症状の程度は小さい事も示された

（図-6、表-1）。±0.5℃という精度範囲でみると −2.0℃
の貯蔵温度は 1 部のオリエンタル系品種でも許容範囲に

入る可能性はある。カサブランカは設定温度が −2.0℃

との記載もあるので９）、−1.5℃と −2.0℃で貯蔵した場

合の切り花品質の栽培試験を行なう事は興味深い。しか

し実際の貯蔵条件として、カサブランカでも −2.0℃で

貯蔵している例は全くない。よって、実用的な面から見

ても、カサブランカにおいて、この 2 つの温度の比較評

価は注意深く検討を行なう事が重要と考えられた。 
 

5. まとめ 

 

氷温帯での長期貯蔵が比較的困難と言われるオリエン

タル系品種の中から、カサブランカを選び、9 ヶ月にわ

たる貯蔵実験を実施した。オリエンタル系の一般的な貯

蔵温度 −1.5℃では貯蔵期間が 6 ヶ月をこえると芽の伸

長が抑制できず、9 ヶ月後には約 2～3cm に芽が伸びる

事を定量的に示す事ができた。 
冷蔵倉庫の温度精度が±0.5℃と仮定した場合、上限

である −1.0℃の条件では、さらに芽の伸長は抑制され

ず、貯蔵 9 ヶ月後では約 8cm に達する事が分かった。

また、芽の伸長にともない花芽の形成が認められた。よ

って、温度精度のよい冷蔵倉庫において、オリエンタル

系品種で推奨される −1.5℃の貯蔵で 9 月以降に芽が数

cm 程度伸長していることは、むしろ正常な現象である

事が示唆された。 
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