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薄荷の精油分泌腺(忠良鱗)のを妻達過程に就いて

津田周捕

〈北海道大皐農争前l工善幸作物拳護士室〉

Observations on the Development of Oil-gland 

of peppermint (Genus Menthα) 

By 

CHIKAHIRO TSUDA 

Industrial Crops Institute， Fa巴ultyof Agriculture， 
Hokkaido University. 

1. 緒 吾
白

杭物体上に生やる毛茸の護i主過程に闘しては，

従来色々 2主観察結果が報背されているが，薄荷の

精油分泌腺(油腺，腺鱗)の護法過程に閲してはえと

だ翻察されたのをきかぬ。著者ぽその護士主:過程を

i邑跡し，大要を把み得たので、此虎[Z:報台ずる。

11. 材料及び方法

材料として使用したのは Menthaviridis， 

var. crislうata(SCHRAD) KOCH. と干í~せられるもの

で毛茸の護注ーしたい事が，本親祭には好都合で、あ

った。

本和の地上京の生長期i附近 1cm.内外を切

断， ナワッシン液により 24時IllJ固定し， ミクロ

トームにより!字さ 12μ の縦断及び横断切片を作

り，ハイデンハイン氏餓明磐ヘマトキシリンで染

色桧鏡した。

111. 観察結果及び論議

観芸当li果は第 11出l よりj;f~211凶迄に l白i示した

通りであるが，今之に従い説IlfJを続ける。

生長~lÎ附近の葉の原始休の表皮細胞中には，

第 1同に示した女flく，大形の絞を有し，その外界

と境をなす*'iR胞肢が外方に弓![)¥に替曲した車iIl胞が

数多く存，在している。 F.NETOLITZKY (193~) は

とのふEた細胞が毛茸の原始休であると論じている

が，著者・も叉との椋な細胞が腺鱗の原始体である

と考える。との細胞は， ~，くに外表面肢を破って(第

2 防~)外方に突出して， $L頭Hkとなり(第 3)，"Ml，按

はこの部分に移行する(第4同)。

モヂ〈いで第 1四日の細胞分裂が行われる。との

場合赤道板は表皮千回よりやや上方 tc形成され

(第5凶)， との箆出来上った2細胞聞の細胞膜は

常に表皮千回より上方に存在ナる(第 6同)。 との

2 *'iIl胞中，下部の車iH胞は以後分裂を行わや，その

核は常に上方に位置ナる(第 6-11)if，f]， 13 b， 21 b 

悔~)。上方の品Hl胞は以後分裂を縞行する。之は

NETOLITZKY (1932)の所前“akropetaleFolge" 

である。との第2巨l日の細胞分裂は前回と同じく，

赤道板は表皮に.2F..行に生す=るが，との場合は常に

母前l¥胞の下方に形成され(第 7恒1a， bl，中央に形

成されるt}.fはない。従って形成された娘細胞中下

部の細胞は扇千にして小さし上部の忠iIl胞は逢に

大である(第8，91首iんとの分裂に於て形成される

紡錘体はまJ稲的である(第 71司 b)が，染色の濃厚

たものでは上方の午分がやや大きい。之は細胞質

がこの部分に於て澗衝となっているものと推定さ

れる(第 7隔Ia)。

三えに上主!!;の過杭により生じた娘細胞中上方の

*iil胞が分裂する(第 10"，12[品iil)。との際赤道板は表

皮に封し垂直に形成される(第 10恒Ia， b)。第 11
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/，Y.ljはこの分裂により生じたものの立岡闘で第四

闘は三F-fui/首lである。

との級:亡して形成された 2つの娘品Hl胞はその

後各々 2回の分裂を行って最後に 8車iHE包より成る

冠細胞を形成するに至る (:U~ 13~211品J)カらとの

1l¥1赤道板は去J:k:に主[主である。而してこの1111の分

裂過程吃就き弐の:f}T.賓が認められる。

且flち，今第 12闘に於ける 2京Hl胞をと A，Bと名

付けるならば， ~H 回目の分裂は AB いやれかの

京iII胞が先に分裂し，附細胞が同時に分裂ナる事!ま

ない(第 13，14凶)。 かくして形成された4細胞

(第 15腕IJはまiH胞肢の-1(1¥態から共通の母細胞を容易

に識別する:Hfができる。 即ち第 15闘に於て左方

の2品Hl胞と右方の 2細胞は各々共通の母車iA胞にF!1

ラいする。之は左右雨出iH胞請を分つ$iA胞肢の治る線

が-'iliffAをなすに反し，上下を分割する細胞肢の

紘がn金濯いをみせている:fjIから推定される。

かくして形成された 4$iH胞を，そのほ$iH胞を

基とし， Ar， A2， Bl> B2，と名付けるならば，?J(の

8細胞形成の過程ぽ，とれら 4細胞が同時に分裂

する~jTがなく， 1伽!宛順次分裂する。その順序は，

例えば AlA2 B1 Bzという椋た順で行われ，一方

ρ同市HHe2措が分裂完了ナる前に他の母$iIl胞請が分

裂7ずる事はない。 との事ー寅は第 16闘から第 20b剖

tc至る*ifl拍肢の配置-JIJ¥態から容易に推察される所

である。又との際の赤道抵は A，B雨前H胞が形成

された時の第 3回目の分裂の際生ヒた刺lR包肢に封

しほぼ直角に形成される。との結果，完成された

冠制H胞は第2lb岡にみる虫fIく 2ヂIJに見える事も

あり，又4列にみえる事もある。

之子容の過税l十1各制l胞は絶えや若手干'J'tの増大をと行

うが，之は 1)第 1回目の分裂迄， 2)第 1回の分

裂後， 4ケの冠$i!l胞形成迄， 3) 8細胞形成迄と，

のそれ以後との 4段階に分つ事がで、きる。との 8

前HH包形成迄は，冠$i!l胞には液腔は形成されや，分

裂完了後念敢な細胞容積の増大と共に著しい液腔

の形成がみられる(第 21岡 a，b¥。

基底市l¥H包i即ち第 1回の分裂により生じた細

胞中下方の京H1H包(第 .5b品iその他)は，との分裂中玩

に液腔を生じ，その後増大し，根も他の表皮細胞

のものとほぼ、同じ}三きさとなる。之に反し冠制H胞

の核はえきい誌が認められる。

冠細胞形成後，とれらをとりまいて部肢の存

在が常に認められるが，その形成過程は観察でき

なかった。

格りに臨み，本稿の桝i校閲を賜った移1J園生教

授及び蹴谷教授に封し深茜なる謝意をと去する。
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The author observed the development of oil-gland-on the leaf epidermis of Mentha 
viridis， var. cristatα(SCHRAD) KOCH， a hairless variety， and obtained following results. 

At the primordiaI stage of leaf， there are found many epidermal cells swollen outwards 
and having large nucIeus (Fig. 1). F. NETOLlTZKY (1932) pointed out that such ceIls are hair 

origin， and the author likewise recognizes them as primordial cel1s of oil-glands. 

Breaking through the outer membrane， each of these celIs becomes to nipple-shape and 

the nucIeus is transferred toward the upper center (Fig. 2-4)， and then foIlows the first cell 
division. Since nuclear plate， at this division， is form.ed upper than the epiderm.al surface 
(Fig・5)，the celI membrane newly produced is situated higher than the surface (Fig. 6). 

The lower ceIl formed by the first division ceases from. its successive division， wherein 
the nucleus exists at upper portion and the vacuole occurs (Fig. 6-11， 13 and 21 b¥ Mean-

while， the upper ceIl above-mentioned steps in the second division by forming nuc1ear plate 
at lower portion (Fig. 7-8). Consequently lower cell produced by this divisioJ:，l is smaller and 

fiat， on _ the other hand upper one is larger and glob!llar (Fig. 9). 
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The third division occurs in upper cell that formed by the second division， wherein the 
nuclear plate is formed nearly vertical to leaf surface (Fig. 10). Then each of the two cells 

produced by the third division (Fig. 11-12) repeats the divisions twice more and consequently 

the CROWN CELL GROUP consisting of eight cells is produced (Fig. 13-21). Throughout 

those cell divisions， there are found some constant orders in formation of cell membrans， i. e. : 

1) The two cells never divide simultaneously. 2) Especially at the fifth division by which 

differentiation of oil-gland is completed， the divisions of two cells that is originated from one 
mother cell produced by third division never begin prior to completing the cell divisions of 

two cells from another mother cell (Fig. 16-20). 3) The nucleare plates at the last two divi-

sions (i. e. fourth and紅白 divisions)are formed nearly vertical to cell membrane between 

two cells produced by the third division (Fig. 16-20). 

The enlargem.ent of cell volume is seen continued througout the development， but four 
striking stages are recongnizabIe; 1) From the projecting stage to the first cell division. 2) From 

the firstせivisionto the production of 4 cells of crown cell group (i. e. fourth division) (Fig. 

1-15). 3) From the fourth division to the completion of a11 divisions (Fig. 16.-20). 4) After 

the completion of divisions (Fig. 21). 

The vacuole of the crown cell group occurs after the completion of cell divisions and 

grows according with the increase of cell volume (Fig. 21). 

A thin lamella sourrounding the crown cell group is found at the completion of develo-

trpment， but the observation on the process of its formation was unable. 
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Explanation of Figures 

Fig. 1. PriJIlordium of oil gland 

Fig. 2-4. Swelling pro巴essof primordial cell. 

Fig. 5. Metaphase of first division 

Fig. 6. First resting stage 

Fig. 7. Metaphase of second division 

Fig. 8. Telophase of se巴onddivision 

Fig. 9. Se巴ondresting stage. 

Fig. 10a. Polar view of metaphase of third division 

Fig. 10b. Side view of metaphase of third division 

Fig. 11. Side view of third resting stage 

Fig. 12. Polar view of third resting stage 

Fig. 13-14. Forth division 

Fig. 15. Forth resting stage 

Fig. 16-20. Order of fifth division 

Fig. 21. Completed Oil-gland a， Polar view， b， Side view 
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