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‘カワヅザクラ’（P7襯％sJ碗％8吻照Wils．‘Kawazu－zakuraラ）

　　　　　　　　　　　　における自発休眠覚醒期

村上　覚＊・加藤智恵美・稲葉善太郎　中村新市
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Period　ofEndodormancy　Breaking　in‘Kawazu－zakura，

　　　　　（P川π％ε’αηπesfαπαWils。）Cherrytree

Satoru　MURAKAMI，Chiemi　KATO，Zentaro　INABAand　Shinichi　NAKAMURA
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Abstract

　The　period　of　breaking　dormancy　and　chilling　requirement　were　investigate（1in‘Kawazu－

zakura’cherrytrees．
　Cut　branches　were　serially　sampled　in　Kawazu－cho　Tanaka　on　Oct．20，Nov。5，No肱26，

Dec．5and　Dec．24in2003and2004．The　branches　were　carried　into　an　environmental
greenhouse　that　ha（i　been　set　to　the　lowest　teml）erature（15℃）．The　results　showed　the

flowering　bud　rate　and　germinating　leaf　bud　rate　rose　as　the　greenhouse　day　slowed．It　was

suggested　that　the　dormancy　of　the　flower　bud　broke　between　the　end　of　November　and

the　beginning　of　December，and　that　of　the　leaf　bud　was　after　the　begiming　of　December。

The　depth　of　dormancy　differed　between　the　nower　bud　and　the　leaf　bud．A　difference　in

breaking　dormancy　was　seen　as　in2003and2004．It　was　suggested　that　the　temperature
that　in且uence（1（10rmancy　breaking　was　higher　than　that　of　other　cherries．For　these　reasons，

‘Kawazu－zakura’is　a　precocious　cherry，

Keywordsl　chilling　requirement，climatic　condition，cutting　branch

緒　　　言

　‘カワヅザクラ’（P7吻％s　J伽％鰯伽αWils．cv‘Kawazu－

zakura’）は静岡県河津町で発見された伊豆半島を代表す

るサクラである．開花期が2月上旬から3月上旬と早く，花は

淡紅色で花径は約3cmと大きいことから，近年注目されてい

る12）．
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　河津町では，現在までに約1万本の’カワヅザクラ’を町

内に植栽し，毎年2月10日から3月10日まで開催される「河

津桜まつり」には毎年100万人を超える観光客が訪れてい

る．また，南伊豆町においても‘カワヅザクラジの植栽を積極

的に進めており，同町内で開催される「みなみの桜と菜の花

まつり」についても多くの観光客が訪れる．このように‘カワヅ

ザクブは南伊豆地域の重要な観光資源である．このため，

当地域では‘カワヅザクラ’の開花生理の解明や開花予測法

を確立し，観光利用をさらに進めることが要望されている．著

者らはこのための基礎資料を得るために，南伊豆地域の‘カ

ワヅザクデの開花期について調査し，気温との関係につい

て明らかにした3）．さらに，花芽分化から花芽形成とその発

達過程について継続的に観察調査を行った4）．

　落葉樹では一般に自発休眠現象があり，それぞれに覚醒
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時期や低温要求量が異なるといわれている．サクラにおける

自発休眠覚醒期については，3月下旬以降に開花する6ソメ

イヨシノ’等で報告されているものの56），早咲きの‘カワヅザ

クブでは報告されていない．

　自発休眠覚醒期を把握することは，開花予測において気

温の起算時期を決定する上での重要な要因となることが報告

されている兄鋤．また，南伊豆地域においては重要な観光資

源である‘カワヅザクプを切り枝として利用したいという要望

もあり，自発休眠覚醒期の把握は加温時期を決定する際の

基礎資料にもなる．

　そこで，本研究では南伊豆地域の重要な観光資源である

‘カワヅザクラ’において開花予測や切り枝生産等の産業

利用を進めるための基礎資料として，自発休眠覚醒期につい

て調査した．

材料および方法

　2003年度と2004年度のそれぞれ10月20日，11月5日，

11月26日，12月5日，12月26日に静岡県河津町田中の河

津町役場に植栽されている‘カワヅザクラ’から切り枝を採取

した．切り枝は1回の処理につき20本採取し，先端から約1

mに調整した．調整した枝には花芽，葉芽あわせて約30～

100個着生していた．温度処理は材料を採取・調整後，その

日のうちに鮮度保持剤（ハイフローラBRC　50倍，パレス科

学）に水挿しして行った．温度処理は伊豆農業研究センター

内（静岡県賀茂郡南伊豆町）の環境制御温室で行った．処

理温度については，Sugiura6≠砿（1998）が同じPγ観％s属

であるオウトウ佐藤錦’において自発休眠覚醒に対し，15

℃以上では影響を与えないと報告しているため10），最低気温

15℃に設定した．日中の温度管理は温室内の気温が15℃を

下回らない限り9時から16時まで側窓を開放した．温室搬

入後は10日ごとに開花済み花芽数と展葉済み葉芽数を調査

し，その結果から開花率と展葉率を算出した．開花率と展葉

率は全ての芽数を温室搬入前に調査し，その割合として算出

した．

　’カワヅザクラ’の切り枝の採取を行った河津町田中の気温

は，自記温度記録計（サーモレコーダーミニRT㌔30S）を用い，

10月1日から翌年の2月28日まで1時間ごとに計測した．10

月1日から各切り枝日まで5℃，8℃，11℃以下の積算時問を

それぞれ算出し，自発休眠覚醒に影響を及ぼす気温を推定

した。また，参考として切り枝を採取した河津町田中の‘カワ

ヅザクラ’について2分咲きの開花日を調査した．

結　　果

　各切り枝日から10日ごとに60日間の開花率の推移をFig．

1，展葉率の推移をFig．2に示した．温室搬入日が遅くなる

ほど，花芽および葉芽の動きだしが早く，かつ，開花率およ

　　の
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Table1 Blooming　rate，germination　rate，blooming　an（1germination　rate　days　after　warming　in　cut　branches　of

‘Kawazu－zakura夕in2003and2004．

2003
Startof
　　　　　Bloon血g　Geminati6n　Bloomingand
w㎜1ing　rate（％）z　rate（％）z　ge血a廿。nrate（％）z

2004

Blooming　　　　Genn血adon　　　　　　　Blooming

rate（％）　　　rate（％）　　andgemina廿Onrate（％）

Oct．20

Nov。5

Nov．26

Dec．5

Dec．24

4．4±5．2YaX

11．7±7．3a

26，8±9．I　bc

42．4±12．1bd

45．5±14．O　bd

　1。2±2．O　a

4．3±5．6ac

6．1±5，4ac

10．9±9，8bc

23．7±13．7bd

5．6±5．3a

15．9±5。O　a

32．9±10．3b

53．3±15．7c

69．2±18，5（i

16．0±10．8a

14．1±13．6a

30．7±12．5b

32．6±10．7b

41．0±9．Ob

0．1±0．5a

3．8±5．5a

15．7±5．6b

18．1±8．4b

19．9±11．Ob

16．1±11．Oa

17．9±15．2a

46，6±16．5b

50．7±14．2b

61．0±12．Ob

z　Blooming　rate（％）＝（The　number　of　blooming　flower　buds／all　buds）×100，Gm血ation　rate（％）＝σhe　number　of　germinated

leaf　buds／all　buds）×100

Blooming　and　Gemlination　rate（％）＝（The　number　of　bloomed　and　germin　ate（1buds／all　buds）×100

Y　Means±SE（n＝20）．

x　Datawith　different　letters　are　sign迂icξmt　atP＝0．05by　Tukey　test．

び展葉率は上昇した．開花または展葉に至る日数も温室搬

入日が遅くなるほど短くなる傾向を示した．各切り枝日の温室

搬入60日後の開花率，展葉率および開花・展葉率をTable

1に示した．開花率については10月20日から12月5日まで

徐々に上昇し，2003年度と2004年度ともに11月5日処理と

11月26日処理の間で明らかな差がみられた．展葉率につい

ても同様に10月20日処理から12月26日処理まで上昇し，

2003年度は11月5日処理と11月26日処理の間で，2004

年度は11月5日処理と12月5日処理の間で明らかな差がみ

られた。

　2003年度と2004年度の河津町田中における10月から翌

年の2月までの各月ごとの平均気温と開花日（2分咲き日）を

Table2に示した．10月から1月までは2004年度の方が高く

推移し，2月については2003年度の方が若干高かった．開

花日（2分咲き日）についてみると，2003年度は2月9日であ

ったのに対し，2004年度は2月2日で，1週間の年次間差

が確認された．

考　　察

　開花率および展葉率は10月20日以降，温室搬入日が遅

くなるほど上昇し，また，花芽および葉芽の動きだしが早かっ

た．60日後の開花率は温室搬入日が10月20日から12月5

日まで遅くなるほど上昇し，12月5日処理と12月24日処理

の問では差がみられなかった（Table1）、このことは2003年

度と2004年度ともに同じ結果であった．したがって‘カワヅザ

クラ’の花芽の自発休眠の覚醒は10月下旬より徐々に開始

し，12月上旬にはおおむね終了していることが明らかになっ

た．著者らは，‘カワヅザクラ’では開花前51～70日以降の

気温が開花に影響を与えていることを報告している3）．この時

期は，11月下旬～12月上旬にあたり，本研究で推定した自

発休眠覚醒期と概ね一致した．また，2004年度は2003年

度と比較して，10月20日から12月5日まで開花率は高く，ま

た到花日数は短くなる傾向を示した（Fig．1）．このことから，

2004年度は2003年度よりも自発休眠覚醒期が早いと考えら

れた．開花日についても2004年度のほうが2003年度よりも1

週問早く（Table2），自発休眠覚醒期は開花日に影響を与え

る可能性が示唆された．

　展葉率については，2003年度は12月26日処理まで上昇

を続け，2004年度についても明確な差がみられなかったもの

の12月26日処理まで上昇したcrable1）．このことから，‘カ

ワヅザクラ’では葉芽と花芽の間では自発休眠の覚醒時期に

差があり，葉芽は花芽よりも自発休眠が深いと考えられた。南

伊豆地域の‘カワヅザクラ’は先に花が開花し，その後に展

葉することが知られているが2），この現象は花芽と葉芽の自

発休眠の深さの違いが原因の一つと考えられた．また，開花

または展葉に至る日数も温室搬入日が遅くなるほど短くなる傾

向を示した．このことから，‘カワヅザクデでは自発休眠が覚

醒していくにつれて開花または展葉に至る日数も短縮していく

ものと考えられた．

　著者らは2003年度と2004年度に材料を採取した河津

町田中において，‘カワヅザクデの花芽形成について調査し

た4）．これを本研究の結果とあわせると，自発休眠が徐々に

解除され始める10月中旬は雄ずい形成期で，休眠解除期

間中の11月上旬には胚珠形成期に達して花芽形成がほぼ

完了し，その約1か月後の12月上旬にはほぼ自発休眠が覚

醒することが示唆された．アンズ11）やサンカオウトウ12）におい

ては，休眠が徐々に解除していくにしたがって花芽は少しず

つ生長することが報告されており，‘カワヅザクラ’においても

これとほぼ同様の現象であると考えられた，今後，花芽形成

と自発休眠覚醒期との関連についてはさらに詳細に検討する

必要がある．

　サクラにおける自発休眠覚醒期と休眠解除に影響を与える

気温についてはいくつかの報告がある．五井（1982）は‘アサ

一20一
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Table2 The　average　temperature（℃）from　October　to　February　and20％

bloomin　‘Kawazu－zakura’in　Kawazu－cho　Tanaka．

Yea！
　　　　　Oct．

The　average　temperaUlre（℃）

Nov．　　Dec． Jun．
　　　20％bloomhlg　day
Feb。

2003　　　　　17。O　　　　　l5．4　　　　　9．5

2004　　　　　18．9　　　　　16．3　　　　　11．9

6．2　　　8．3

8。1　　　8．2

Feb．9

Feb．2

z2003：from　October2003to　Febumy2004

2004：from　October2004to　Febnmary2005

Tab董e3 Total　hours　at5℃or　less，8℃or　less，11℃or　Iess　from　Oct．

1to　each　wam　heatin　da　in　Kawazu・cho　Tanaka．

T・mp・・a加・e蒲c雛2鵡14蒲o磁蒲δ14蒲e諾

5℃or　less　　O　　O　　O　　O

8℃or　less　　O　　O　　O　　5

11℃or　less　　6　　5　　8　　29

0　　　　0　　　　0　　　　1　　　68　　　24

18　　　14　　　27　　59　　243　　193

78　　　114　　154　　201　491　　490

ヒヤマ7を年内に開花させるためには10月下旬からの0℃・

4週間の処理が，1月中旬に開花させるためには11月下旬

からの0℃・2週間の低温処理が適当であり，1月下旬以降

の開花には低温処理は不要としている5）．花岡ら（1980）は

ヒガンザクラについて促成試験を行ない，標高の違いにより切

り枝の開花率と到花日数が異なることを報告している13）．本

研究では自発休眠覚醒に影響を及ぼす気温について推定す

るため，材料を採取した河津町田中における気温を計測し

σable2），さらに10月1日から各切り枝日までの5℃以下，8

℃以下，11℃以下の積算時間について調査した（Table3）．

その結果をみると，10月から12月まで平均気温で概ね10℃

を超えており，比較的温暖に推移していた．10月1日から自

発休眠が概ね覚醒したと考えられた12月5日までの8℃以下

の積算時間は2003年度は27時間，2004年度は59時間，

また11℃以下の積算時問については2003年度が154時

間，2004年度は201時間だった，このため，‘カワヅザクラ’に

おいては自発休眠の覚醒に対して，比較的高い気温が影響

する可能性があることが示唆された．勝木（1989）はサクラ20

種について自発休眠覚醒期を調査し，自発休眠の深さに応じ

て7つのグループ（第1群（浅い）～第7群（深い））に分

類した6）．本研究の結果とあわせると，‘カワヅザクラ’は自発

休眠が比較的浅い第2群と考えられ，このことが‘カワヅザク

ラ’が1月下旬以降に開花する早咲きザクラ2）としての特性

の一因と推察された．‘ソメイヨシノ’，ウメ，ニホンナシでは休

眠覚醒に影響を与える低温を考慮することにより，開花予測

モデルの精度が向上したことが報告されている兄1生15）．今後は

本研究で得られたデータを基礎資料として，さらに詳細に休

眠覚醒に影響を及ぼす気温について検討することにより，‘カ

ワヅザクラ’においても精度の高い開花予測システムの開発

が期待される．

　切り枝としての産業利用についてみると，12月上旬以降の

温室への搬入により，40日後の1月上旬には開花することが

明らかとなった。今後，切り枝の需要が多い年末に出荷する

ためには，低温処理等による休眠打破や加温温度について

検討する必要がある．

　以上の結果から，‘カワヅザクラ’では花芽の自発休眠は12

月上旬には覚醒することが明らかになり，花芽と葉芽の間では

自発休眠の深さに差があることが示唆された。また，休眠覚

醒に影響を与える気温は比較的高いことが推察され，これら

のことが‘カワヅザクヲが1月下旬以降に開花する早咲きの

一因と推察された．

摘　　　要

　早咲きザクラである‘カワヅザクラ’の自発休眠覚醒期と休

眠解除に必要な低温要求量を調査した．2003年度と2004

年度のそれぞれ10月20日，11月5日，11月26日，12月

5日，12月26日に河津町田中に植栽されている‘カワヅザク

ラジから切り枝し，最低気温15℃の温室内に搬入して水挿し

した，花芽の開花率は10月下旬から12月上旬まで，葉芽

の展葉率は，10月下旬から12月下旬まで，温室への搬入が

遅くなるほど上昇した．開花率については11月5日処理と11

月26日処理の間で明らかな差がみられ，展葉率については

11月5日処理と12月5日処理との間で明らかな差がみられ

た．このことから，花芽の自発休眠は12月上旬には既に覚醒

しており，葉芽についてはそれ以降であることが明らかになっ

た．また，自発休眠覚醒に影響を及ぼす気温は他のサクラと

比較して高いことが示唆され，これらのことが早咲きの一因と

推察された．
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