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Effects of High-Sucrose Concentration Treatments on Petal Color Pigmentation and Concentrations of 
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Abstract 

Effects of sucrose concentrations in solution on petal color pigmentation， concentrations of sugars and anthocyanins in the 

petals of bud cut carnations (Dianthus caηophyllus L.，‘Nora ') were investigated. Bud cut carnation flowers were treated with 

sucrose solutions ofup to 15% at 23C. Sucrose in high concentrations (2-15%) improved petal color pigmentation. In the petals 

of向lIyopened carnations， the concentrations of合uctoseand glucose increased markedly after treatment with sucrose at 

increasing concentrations. The concentration of sucrose increased slightly， although that of pinitol and myo-inositol remained 

almost constant. Two types of anthocyanins， pelargonidin 3-(6"-malylglucoside) (Pg3-MG) and pelargonidin 3-glucosid巴(Pg3-

G)， were found as pigments in the petals， of which Pg3-MG was the m句orpigment. The concentrations of these pigments 

increased markedly with sucrose concentrations. The results indicated that the application of sucrose at high concentration 

resulted in high accumulation of soluble sugars in the petals， and this accelerated the synthesis of these two anthocyanins and 

improved the petal color pigmentation 

Key Words : bud anthesis acceleration (BAA)， flower quality， pelargonidin 3-glucoside， pelargonidin 3-(6"-malylglucoside)， 

pinitol 
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膏開花促進

緒言

カーネーションの需要は母の 目前に急増し市場価格が高

くなるが，母の 日を過ぎると大きく 下落する.そのため，

母の 日用 として出荷できなかったカーネーションのほとん

どは廃棄されている.カーネーションの開花は温度の影響

を大きく受ける (AbouDahab， 1967; Teklicら， 2003)ため，

生産現場ではハウス内を加温することによりできるだけ生

育を早めて，母の 日に間に合わないものを少なくしている

のが現状である. しかしこの場合，多大な燃料費が必要に

なるだけでなく，母の日用としては膏の生育が早すぎるも
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のも多くなる.それらを母の日用に出荷するためには低温

貯蔵を行う 必要があるが， 品質低下の要因となる

これまでに，奮状態で採取後それらを低温で貯蔵し，出

荷前に開花させる手法の検討が数多くなされてきた

(Cywi白skaら，1978; Goszczynska・Rudnにki，1983; Ko合anek

ら，1972;小山・ 字国， 1994a， b; Rudnickiら， 1989). これ

らの技術は収穫後の低温貯蔵と強制開花を組み合わせた，

いわゆる開花を遅らせる 出荷調節法と言える.一方，

Minakuchiら (2004)は逆に開花を早くすることを 目的 と

して，母の日用 出荷が見込めないものだけを若い膏のス

テージで採取し，光を照射しながら高温環境下に保つこと

により曹の開花を早くする「膏開花促進法」の有用性を提

案した. しかし，高温下に置いた切り花では花色発現を含

む品質が低下しやすい(水口ら，2005)ため，適切な栄養

分を与えることによって品質を維持することが重要であ

る.カーネーション(水口ら， 2007)，パラ (Parups・Chan，



278 水口 聡，市村一雄，中山真義，久松完，腰岡政二

1973) ，トルコギキョウ(Ichimura• Korenaga， 1998)，スイー

トピー(Ichimura• Hiraya， 1999)では，スクロ ース処理に

より 花色の発現が促進されることが明らかとなっている.

また，単離したカーネーションの花弁をスクロース処理

する場合のアントシアン生成量は 赤色および青色光処理

で多く，燈，黄，緑色光の順に少なくなり (Maekawa，1975a)， 

処理温度については lOCおよび 300Cより 150Cから 250C

で多くなる (Maekawa，1975b)ことが報告されている.150C， 

20C， 250Cで生育しているカーネーションでは，アントシ

アン生成は 150Cでもっとも良好で，高温になると花色の

退色が著しくなる (Maekawa・Nakamura，1977). 一方，蕃

切りしたカーネーションにスクロース処理を施す場合，ス

クロ ース濃度を高くするほど，花色発現が促進できる(水

口ら， 2007)が， このとき花弁に含まれるアントシアニン

の分子種毎の蓄積濃度については明らかになっていない

そこで，さまざまな濃度のスクロース溶液を用いて膏切り

カーネーションが満開になるまで奮闘花促進処理を施 し，

満開時の花弁中の糖質およびアントシアニンの蓄積濃度を

解析した.

材料および方法

1.供試材料

材料には三重県安濃町のガラス温室に設置した幅 90cm

の隔離ベッドに， 1998年 6月に条間 20cm，株間 10cmで

6条植えした淡桃色でスタンダー ド系の品種 ‘ノラ'を供

試した. 100 m2あたりの基肥は窒素 3.5kg， リン酸 3.0kg， 

カリウム 3.5kg，マグネシウム 1.1kgとした.ガラス温室

の最低気温を 150Cに設定し， 250C以上でガラス温室の天

窓と側窓を開けるように調節した.

1999年 l月に l番花を採取し試験に供試した.外側の花

弁が水平に達したときを満開とみなし，満開時に採取した

ものを通常収穫区とした.また，膏段階で収穫しスクロー

ス処理により満開に達したものを奮収穫区とした.

2. スクロース処理

膏の先端が少し聞き花弁はまだ色づいていない段階のス

テージ 3(Minakuchiら，2004)で採取し，切り花長 50cm

に切り 揃え， 200 ppmのふ ヒドロキシキノリン硫酸塩 (8-

HQS)， 25 ppmの硝酸銀，および 0，2， 5， 10または 15%

のスクロースを含む溶液に生け， 230C，相対湿度 70%，光

強度 10μmol・m-2.cl，12時間日長に制御した室内に保持

した.処理液は 3cm程度浸かった状態を維持するために適

宜補充 した.

3.花弁色調測定

十分に展開した花弁の中央部の色調を，色彩計 (CR6b，

ミノルタ製)を用いて， 明度(L*)およびクロマティクネ

ス指数 (a*および bホ)を測定した. 測定値から C*= (a*2+ 

b*2)1/2の式により彩度を， hO = ATAN(b*/a*)/6.2832 x 360の

式により 色相角度をそれぞれ算出した (McGuire，1992).各

試験区ともに 7本ずつ供試した

4.花弁中糖質濃度測定

満開に達した切り 花 3本分の花弁を採取し，約 1gのサ

ンプノレを得た. この花弁サンプルに 80%エタノールを

lOmL加え， 750Cで 30分間加熱処理した.冷却後，内部

標準として 2.5%マンニトール水溶液を 100μL加えホモジ

ナイズし， 3，000 rpmで 10分間遠心分離後，上澄みを回収

した 残さに 80%エタノールを 5mL加え再抽出した.再

抽出は 2回 くり返した.回収した上清を混合し，遠心エパ

ポレーターを用いて減圧乾固させ，1mLの蒸留水で、再び、溶

解し，抽出サンプルとした.抽出サンプルを Sep-Pakプラ

スC18(Waters製)に通しさらに 2mLの蒸留水で洗っ

た後，0.45μmのフィルターに通し， 日本分光社製の高速

液体クロマトグラフィー (HPLC)システムで分析した.

HPLC分析カラムには， Shodex SUGAR SP081 0 (昭和電

工製)を用いた.溶離液には 0.45μmのメンブレンフィル

ターでろ過した蒸留水を用いた.カラムの温度は 800C，流

速は 0.8mL・ min-1とした.検出器には示差屈折率検出器

(830-R1，日本分光製)を用いた.各種糖質の濃度はマンニ

トールを用いた内部標準法にて算出した.糖質分析は各試

験区ともに 3反復とした.

5. 花弁中色素濃度測定

l回の抽出には切り花 3本を用い，各試験区ともに 3反

復とした

直径 8.5mmのコルクボーラーを用いて花弁の中央部を

合計 1gずつ管瓶に採取し， 5%のギ酸溶液を 10mL加え撹

持した 3日間冷蔵庫で放置し，十分に色素を溶出させた.

3，000中mで 10分間遠心分離後，上澄みをパスツールピペッ

トでシリンジに取り ，0.45μmのフィルターに通した後

HPLC分析に供した.

HPLC分析は HPII00システム (Agilent製)を用いて行っ

た HPLC分析カラムには InertsilODS-2 (ジーエルサイエ

ンス製)を用いた 溶離液として， A液に 1.5% リン酸溶

液， B液に 1.5% リン酸 +20%ギ酸 +25%アセトニトリル

溶液を用い，B液の濃度勾配を 40分で 20%から 100%とし

た.カラムの温度は 400C，流速 0.6mL・min-1とした.検

出器にはフォトダ、イオー ドアレイ検出器 (G1315A，Agilent-

Yokogawa製)を用い，520 nmの吸光度に基づいてアント

シアニンを検出した ピンクのカーネーションの主要な色

素として，ペラルゴニジン3ーグルコシド (Pg3-G)(Robinson. 

Robinson， 1931)と，ベラルゴニジン 3-(6"ーマリルグルコ

シド) (Pg3・MG)(Teraharaら，1986)が報告されているこ

とから， Pg3-GとPg3-MGの標品を南九州大学より入手し

て検量線を作成し，標品のピークとの面積比から抽出サン

フ。ルの色素濃度を算出した.

結果

1.スクロース濃度が花弁色調に及ぼす影響

本試験ではすべての処理区で 100%開花した.第 l表に

花弁色調の調査結果を示す.明度は 0%区， 2%区および 5
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Effects of treatments with various concentrations of sucrose on petal coloration of fully opened camations 

Petal colorationZ 

Table 1 

Sucrose concentration (%) Harvesting stage 
Hue angle (hO

) 

58.6土 6.6a 

15.6士1.7bc 

16.5土1.8bc 

10.8土 0.9c 

11.0土1.2c 

Chroma (C*) 

10.4 1: 0.4 c 

15.8土1.0b 

15.2土 0.8b 

21.0土 0.7a 
22.51: 1.1 a 

Lightness (L * 

89.7士 1.5aX 

83.2土1.9b 

82.4土 2.8b 

77.9土 0.5c 

74.6土I.7c
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Y Buds were cut at stage 3 when the tip of calyx had opened and color of petals had not turned pink， and treated with various concentrations 
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X Values with the same letlers are not significantly different by Least significant difference (95% confidence). 
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Fig. 2 Effects of various concentration of sucrose on the anthocy-

anin concentrations in petals of fully opened carnations. Val-

ues are means of 3 replications土 standarderrors. 

Fig. 1 Effects of sucrose concentration on sugar concentrations in 

petals of fully opened camations. Values are means of 3 

replications土 standarderrors 

3. スクロース濃度が花弁色素濃度に及ぼす影響

HPLC分析により花弁中の色素として 2種類のアントシ

アニンが検出された. Pg3-G標品と 5%ギ酸抽出で得られ

た lつ目の色素，および Pg3・MG標品と 2つ目の色素のリ

テンションタイムがそれぞれ同一であることから， 5%ギ酸

抽出で得られた 2種類のアントシアニンをそれぞれ Pg3-G

および Pg3-MGと推定した.

開花時の花弁中色素濃度の変化を第 2図に示す いずれ

の区でも， Pg3-Gより Pg3-MGの方が多量に存在していた

処理液のスクロース濃度を高くするほど，いずれのアント

シアニン濃度も増加する傾向にあり， 10%区と 15%区では

Pg3・MGが 200μg'g-Iを超え， Pg3・G も約 35μg'g一!と顕

著に高くなった.

察

色彩計の測定値より，処理液のスクロース濃度が高いほ

ど，明度が低く，彩度が高く ，色相角度が低くなる，すな

考

%区，彩度は 2%区および 5%区，色相角度は 2%区および

5%区でそれぞれ通常収穫区と有意差がなかった.処理液の

スクロース濃度が高いほど，明度が低く ，彩度が高く，色

相角度が低くなる傾向が認められた すなわち，スクロー

ス濃度を高くすることにより，花弁の淡桃色が濃くあざや

かになっTこ

2. スクロース濃度が花弁糖質濃度に及ぼす影響

開花時の花弁中糖質濃度の分析結果を第 l図に示す.

HPLC分析により，スクロース，グルコース，フルクトー

ス， ピニトールおよびミオイノシトールが検出された.

処理液のスクロース濃度を高くしても，花弁中のピニ

トールおよびミオイノシトールの濃度変化はほとんどな

かったが，スクロース濃度は少し上昇した.一方，フルク

トースおよびグルコースの濃度は，処理液のスクロース濃

度が高くなるほど増加し特にフルクト ース濃度は 10%区

と15%区で 20mg -g lを超え， 0%区と比較して著しく増

加した.
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わち花弁の淡桃色が濃くあざやかになる傾向が認められた

(第 l表).通常収穫区と比較すると， 0%区では有意に劣

り， 2%区と 5%区で同等，10%区と 15%区では有意に花色

発現が促進された(第 l表).本実験では，自然、開花に花色

が近いという意味では，2%区や 5%区が良好であったが，

高温条件のようなさらに花色発現が必要な場合は， より高

濃度のスクロ ース処理が有効と考えられる.

花弁中の糖質濃度について，処理液のスクロース濃度を

高くすると，フルクトースおよびグルコースの濃度は顕著

に増加 し，スクロース濃度の増加はわずかで， ピニトール

およびミオイノシトールの濃度はほとんど変化しなかった

(第 2図).特に，フルクト ースについては 0%区と 10%区

とで 12.5倍に増加した.自然生育カーネーションの花弁で

は，イ ンベルタ ーゼのはたらきにより開花にともないグル

コースとフルクト ース濃度が増加する (Woodson• Wang， 

1987).今回の結果から，高濃度処理により過剰に供給され

たスクロースはそのまま花弁中に蓄積するのではなく，イ

ンベルターゼにより単糖へ加水分解され，花弁中に蓄積す

るものと推察された

一方， ピニトールおよびミオイノシトールの濃度につい

ては顕著な変化は認められなかった. ピニトールはカ ー

ネーション切り花中の主要な糖質であり， グルコースやス

クロースのような代謝糖とともに曹の生育や花弁の開花に

寄与していると考えられている (Ichimuraら， 1998) 前報

(水口ら， 2007)で，処理液への 5%スクロ ース添加の有無

は切り花中のピニ トール濃度にほとんど影響しないことを

明らかにしたが，本研究では高濃度のスクロース処理でも

変化が見られなかった.また， ミオイノシトールは自然、生

育区でも濃度が低い(水口ら 2007)が，高濃度のスクロー

ス処理でも増加 しなかった. これらのことから， ピニトー

ルおよびミオイノシト ールは，スクロース， グルコースお

よびフルクトースのような代謝糖とは異なる役割を持つも

のと考えられる.

HPLC分析の結果， ピンクのカーネーションの主要な色

素として報告されている Pg3-G とPg3-MGが検出された

(第 2図).Pg3・MGが占める割合は常に Pg-3Gよりも高く，

処理液のスク ロース濃度を高くするほど Pg3MGとPg3Gの

両ア ントシアニン ともに濃度が増加した (第 2図)

スクロースがアン トシアニンの生合成に関与しているこ

とは，ベチュニア (Moscoviciら， 1996; Weiss・Halevy，1989， 

1991) ，キンギョソウ (Sangら， 1991)， およびトルコギ

キョウ (Kawabataら， 1999)で明らかにされている.今回，

カーネーションにおいて高濃度のスクロース処理により，

花弁中の糖質濃度の上昇とともにアントシアニン濃度が上

昇した. これらのことから，高濃度のスクロース処理は花

弁に多量の糖質を供給し，アントシアニンの生合成を促進

したものと考えられる.

以上のように，奮収穫した切り花に高濃度のスクロース

を処理することにより ，花色発現を通常の収穫を行った切

り花以上に高められることが明らかとなった.カ ーネー

ションの花弁アントシアニンの生合成は高温より低温の方

が促進され (Hanan，1959) ，パラ花弁では 200Cや 230Cで

は生成がおきるが 300Cでは抑制 される (Shisa・Takano

1964)ことが報告されている.本実験の結果から，奮闘花

促進法で問題となっている高温による花色発現不良の問題

を高濃度のスクロース処理により解決することが期待され

るため， これについて今後検討する予定である.

摘 要

スクロ ース濃度 0%から 15%の処理液が膏切りカ ーネー

ションの花弁色調に及ぼす影響を調査するとともに，開花

時に花弁中の糖質および色素の濃度を定量した.

処理液のスクロース濃度が高いほど，明度が低く，彩度

が高く ，色相角度が低く なる傾向が認められたすなわち，

スクロース濃度を高くすることにより，花弁の淡桃色が濃

くあざやかになった.開花時の花弁では，処理液のスクロー

ス濃度を高くすると， フルクトースとグルコースの濃度が

著しく増加 した.スクロース濃度はわずかに増加し， ピニ

トールおよびミオイノシトールの濃度にはほとんど変化が

なかった.開花時の花弁には色素として，ペラルゴニジン

3ーグルコシド (Pg3-G)とペラルゴニジン 3-(6"ーマリルグ

ルコシド)(Pg3-MG)の2種類のアントシアニンが存在し，

特に Pg3-MG濃度が高かった.処理液のスクロース濃度を

高くするほど， 花弁中のアントシアニン濃度が増加し，特

に Pg3-MGで顕著であった.以上の結果から，高濃度のス

クロース処理は花弁に多量の糖質を供給し，アントシアニ

ンの生合成が促進されることにより Pg3・MGや Pg3-G濃度

が上昇し，その結果花色発現が良好になると考えられた
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