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長井幸雄＊ヒメニラの繁殖様式とその生物学的意義

YukioNAGAI*:ReproductiveBiologyofA/""加加o"α""i""zMAxIM

種の分化・進化の問題を解明するために，柚物の自然の中における具体的な存在様式（

生活）を理解することが必要とされている（河野，1968)｡特に，それぞれの種に固有な繁

殖様式の解明は，この問題に対する一つの要であると考一えられている（河野1968,,70；

HARPERandOGDEN,1970)。

ヒメニラ(Aj""加加0"α""z況加MAxIM.)は多年草で典型的な“春杣物(springephe-

meral)''として知られ，地上部の展開期間が著しく燭いことから，その具体的な生活様

式は明らかではなかった。小倉（1955）はこの種にみられる旬枝(stolon)を持つ型と普

通型(stolonを持たない）の形態・解剖学的特徴について詳しく研究し，そｵLぞれの型か

どの様に派生するかについて考察している。また，河野(1968,'69,'70)はこの種の物

蘭経済様式について研究し，その他の温帯林の林床構成要素と比較している。

筆者はこの穂の生活様式をより具体的に把握するために，その繁殖様式，特に栄養繁殖

のシステムと物質経済について研究した。この予報では，さらに，その生物学的側面およ

び温帯林生態系における位置についても考察してみた。

（材料）

材料として用いたものは，東京都栄村山市秋津のクヌギ林の林床，富山市寺町城山のス

ギ植林地周辺および輪島市猿山のシナノキ・エゾイタヤ林の林床に生育する集団から採集

したものである。観察および実験は1970年から1972年の3年間にわたり行なった。

（季節消長）

ヒメニラはⅢl[El･近畿地方以東の本j､|､|･北海道に分布し(大井,1956;北村etal.,1967),

温帯性夏緑林林床を主な生育地としている。秋涼のクヌギ林を中心とする林床において，

光の相対照度が敢低50％前後，敢高90％前後である2月中旬から地上へ同化器官を展開し，

クヌギなどの落葉性高木が芽吹きはじめ相対照度か急下降する3月上ｲﾘから4月~ド旬にか

けて開花する。ホⅡ対蝿度が20％以~下となる5月に入ると鱗茎だけを残し9月まで休眠に入

る（河野，1968)｡崗木層の蒲葉とともに林床の柑吋脈度力Wびもとの状態に戻る9月中旬

に鱗茎より7本前後の根を出し，つづいて伸隆成隆を行ない，地中あるいはリッターの下

で冬を越す。この様に，地上部の展開期間は2月下旬から4月下旬にかけてであるか，9

月中旬からすでに唯隆が開始されており，地上への展開は冬の低温で抑えられていると考

えられる。猿山と城山のヒメニラもぼぼ.liil様の季節消股をぶす（図1)｡

（繁殖様式）

各築け'から採集したものには様々の踊りのものか兇られる･4月上ｲﾘにおいて，この植物
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には，地下あるいはリッターの下を這う旬枝の有無葉の枚数，花の有無，新しく形成さ

れた小鱗茎の数などにより，図2に模式的に示した様な9つの型，すなわち1LS,2LS,

2LSF,1L,1LF,2L,2LF,3L,3LF型が認められる。こオLらの型の各集団におけ

る割合は，秋津の集団においては,1LS,2LSの園枝を持つ型は32.8%,1L型は47.6%,
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図1．季節消長を示す棋式図および2LF型とlLS剛のl仙体当りの乾燥重量の器TT別相

対値の季節的推移。B:鱗茎,R:根,S:旬枝,Bu:芽,nB:新しく形成さｵLた小

鱗茎,Lb:葉の雄部,L:=,dL:枯葉,Sc:花茎,Fb:花芽,F:花。
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図2．繁殖型の棋式図。NC

は新しく形成された小鱗

茎の数を示す｡NB:新し

く形成された'1,鱗茎,S

：旬枝,DB:ほとんど貯蔵

物fjIか消YYされた鱗茎，

F:花。

2L剛は8.5%,ILF,2LF,

3LFの花を有する1IM体の割

合はll.1%であった｡一方，

城山の集団ではlLS型が

45.7%,1L型が42.8%,

花を付ける化1体はll.5%,

猿山の集団ではlLS型が

38.5%,1L陥りが40.4%,

2L型が21.1%で花を有す

る111il体は発兇できなかった

(図3）。以上，いずれの集

団においても旬枝を有する

副の占める割合は30～45％

と比較的高い割合を示す。

なお，秋津と城山の集団よ

り採柴した有性佃体は，い

すｵLも雌'|牝1古|体のみであっ

た：＊

上に7Jくした様々な型かど

の様にして生するかについ

ては，形態学的な見地から

'1,倉(1955)により好一察され

ている。筆者か行った栽培

実験の結果は'1,倉の報告と

ほぼ一致する。ILS,1L,

lLF,2LFの各型は，次年

度にはいずれの剛もlLS

＊＊これまで各地の標本について調べた限l)では,ld'j性および雌性化1体のみであった。雄

性のみ発現する化1体か有るか否かは問題である。
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4. The proportional distributions of dry matter and its seasonal changes in

underground as  well as  aerial organs of  2LF and lLS types are exhibi

ted in Figure 1. It became clear that, as far as dry matter economy is 

concerned,·this species is essentially the same as that found in annual plan

ts. In the early stage of their growth cycle, they grow rapidly by consuming 

food reserves stored in bulbs which were produced in the previous year, but 

the entire reserved product (G) is consumed during the growing period, and

then newly produced matter CC (mCい
，

is accumulated in new bulbs formed.

In the present investigation, it was found that m ranges from 1 to 4, but 2 

or 3 is usually most predominant.
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