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長日処理がラナンキュラスの開花に及ぼす影響

午田均・竹内小百合

キーワード:ラナンキュラス、開花促進、長日処理、冷蔵処理、出葉速度、抽台

E旺'ectsof Long-day Treatment on Flowering Time of Ranunculus Species 

Hitoshi USHIDA and Sayuri T AKEUCHI 

Keywords :Ranunculus.asiaticus L.、 Floweringpromotion ， Long day treatment， 

Leaf appearance rate， Bolting 

Summary : Common Ranuculus cultivars in Kagawa Prefecture were tested to elucidate whether long-day 

treatment induces early flowering and impacts on the yield of cut flowers. The possibility of using a technique to 

induce early flowering was also eva1uated. 

1. Time of leaf appearance was earlier ih plants that received long-day treatment than in untreated plants. Early 

leaf appearance resulted in early flower司budemergence and flowering， and the degree of earliness varied 

among the cultivars. 

2. Leaf position at the time of flower-bud emergence varied among the cultivars， but was not influenced by long-

day treatment. 

3. The number ofaxillary shoots of cultivar“Sakuratemari" was decreased by long-day treatment. while that of 

cultivars“Tsukitemari" and “Benitemari" was only slightly influenced by the treatment. 

4. Cultivar “Tsukitemari"宜oweredat a different time depending on the number of years after shoot apex 

. culture. The number of days before the beginning of flowering was reduced in tb.e second year. 

5. Although there are many aspects associated with cultivating certain cultivars that remained to be solved， long-

day treatment is considered to be a base method in the development of a forced cultivation technique. 

摘 要

香川県内で普及している品種を供試して、長日処理

による開花促進効果や切花の収量性の違いを調査する

とともに、開花促進技術の可能性について検討した。

1.長日処理は出葉を早くするために、出膏・開花を

早めるが、その程度は品種によって異なった。

2. 出膏始めの葉位は品種で異なり、長日処理の影響

を受けなかった。

3.長日処理で「桜てまり」の肢芽数は減少したが、 「月

てまりJと「紅てまり」の肢芽数は、長日処理の影響

が小さかった。

4. r月てまり」は茎頂培養後の年数で到花日数が異な

り、 2年目の方が短かくなった。

5. 以上から、品種によってまだ解決すべき課題が残

っているが、長日処理は促成栽培技術につながる手

法であると思われた。

緒 言

ラナンキュラスは、出芽や花芽分化に関して質的低

温要求性を持たないが、球根の冷蔵処理で開花が促進

することが報告1)6)されでいる。しかし、冷蔵処理の温

度、期間や品種によって開花促進効果の違いが見られ

るため、促成栽培技術確立を目的とした試験が各県で

なされている。香川県内のラナンキュラス切り花栽培も、



「

に出てきた芽は随時摘除した。処理区は長日区、無処

理区を設け、対照に冷蔵区を設けた。「紅てまり 2年」

の冷蔵区は、出芽後の生育が不良であったために長日

区と無処理区とした。それぞれ 1区5ポットとし、品

種別に 5反復の完全無作為法で解析した。

長日区は、ポットに植え付けた当日から長日処理を

開始した。植物体の上 1mlこ60wの白熱電球を置き、 22

時から2時までの 4時間の光中断を2月20日まで、行った。

冷蔵区は 2年球を 5
0

Cに4週間冷蔵した後10"Cで10日

間冷蔵し、無処理区の出芽が揃うまで再度 5
0

Cで20日

間冷蔵した後、ポットに植え付けた。 5年球は 5
0

Cで

1週間冷蔵した後、ポットに植え付けた。

ll;]t 3主芽の内、中庸な 1主芽の出葉、出昔日、開

花目、切花長とハウス内の気温を調査した。出葉速度 (x

OCday/枚)= (試験開始時から最終葉が出業するまでの

平均気温の積算温度)-7-(出葉数〕で算出した。
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球根を冷蔵することで開花を早める促成栽培が行われ

ている。その方法は、球根を吸水させた後、湿らせた

培養土に埋め込み、 2~ 5 Ocの冷蔵庫で 8月下旬頃か

ら約 1ヶ月間冷蔵処理し、 9月下旬から 10月上旬頃

に本圃に定植する方法である。しかし、冷蔵処理は夏

場に行うため育苗のコストが高くなるとともに、冷蔵

期聞が 1ヶ月近くかかるために、冷蔵処理中に球の腐

敗が発生するなどの問題が生じやすい。また、大型冷

蔵庫がなければ、営利規模での促成栽培ができないと

いう問題点もある O

一方、ラナンキュラスは量的長日植物であるために、

長日で開花促進し、切花長は長くなるが-I:，1J花本数が減

少するという報告5)がある。

そこで、県内で普及している品種を供試して、長日

処理による開花促進効果や切花本数を推測できる肢芽

数などの品種による違いを調査するとともに、長日処

理を利用した促成栽培技術の可能性について検討した。
長日処理等が出葉と出葉速度に及ぼす影響表-1

出葉速度又)

。'Cday/枚
出葉数理処種口

口口材料及び方法

長

無処理

冷蔵

長

無処理

冷蔵

長日

無処理

冷蔵

長日

無処理 14.6 87.0 

Z 出葉速度 (xOCday/枚)二〔試験開始時から
最終葉が出葉するまでの平均気温の積算温度〕

〔出葉数〕

108. 7 

96. 2 

74.1 

78. 7 

71. 9 

88.5 

84. 0 

82. 0 

68. 5 

78. 7 

10.8 a 

15.8 b 

16.2 b 

15. 4 

15.4 

14. 4 

16.8 

15.6 

14.6 

15.8 

日

日

月てまり
2年

紅てまり
2年

月てまり
5年

川りま
年

て

5

桜

早生系品種の「月てまり」、中生系の「桜てまり」、

晩生系の「紅てまり J3品種の5gから8gの乾燥球を供

試した。茎頂培養後の年数を区別し、試験には、茎頂

培養後5年目の「月てまりJI桜てまり」と、 2年日の

「月てまりH紅てまりJ(以下、それぞれ「月てまり5年」、

「桜てまり 5年」、「月てまり 2年JI紅てまり 2年」とす

るo)を用い、 2008年10月24日に芽出しした球を、

ぞれ15cmの黒ボリポットに1球ずつ植え付けた。ラナン

キュラスは出芽数が多いために、芽数を試験開始時に

1球 3主芽に制限し(以下、早期に出芽し、互いに2cm

以上の間隔がある充実した芽を主芽とする o)、

それ

その後
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試験結果

1.出葉数と出葉速度

表 1に長日処理による品種ごとの出葉数と出葉速

度の違いを示した。出葉数は「月てまり 5年」が約16枚、

「桜てまり 5年」と「紅てまり 2年」が約15枚で処理に

よる違いは見られなかった。「月てまり 2年」は長日区

と無処理区が約16枚であったが、冷蔵区が約11枚と少

なくなった。

ハウス内気温(図一1)から、出葉速度を計算した。

「月てまり5年Jの出葉速度は、長日区がnOCday/枚、

無処理区と冷蔵区が88
0

Cday/枚と84
0

Cday/枚で、「桜

てまり 5年Jは長日区が82
0

Cday/枚、無処理区が109
0

C

day/枚、冷蔵区が96
0

Cday/枚であった。「月てまり 2年」

は長日区が68
0

Cday/枚、無処理区が79
0

Cday/枚、冷蔵

区が74
0

Cday/枚で、「紅てまり 2年」の長日区が79
0

C

day/枚、無処理区が87
0

Cday/枚であった。 4品種とも

に長日区が無処理区や冷蔵区よりも出葉速度が速かった。

2. 出曹と開花

長日処理等が出菅始めと開花始めに及ぼす影響につ

いて表-2に示した。出膏始めは、 「月てまり 5年」

の長日区が1月2日で無処理区と冷蔵区よりも 16日以上

早くなり、「桜てまり 5年」は長日区が1月2日で、無処

理区1月23日、冷蔵区1月17日よりも早くなった。「月て

まり 2年」は、長日区が1月1日、無処理区が1月16日、

冷蔵区が12月19日で、長日区は無処理区、冷蔵区と同

等であった。 I紅てまり 2年」は長日区が1月15日で無

、処理区よりも 8日早くなった。

開花始めは、「月てまり 5年」の長日区が1月15日で無
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処理区、冷蔵区よりも20日以上早かった。「桜てまり 5年」

は、長日区が1月27日で最も早く、次いで冷蔵区、無処

理区のJI慣に開花した。「月てまり 2年jは冷蔵区が1月1

日で最も早く、次いで2週間余り遅れて長日区が開花し、

さらに 2週間以上遅れて無処理区が開花した。「紅てま

り2年」は、長日区が2月1日で無処理区よりも 17日早

かった。

長日処理等が抽台開始葉位に及ぼす影響を表-3に

示した。抽台は、「月てまり 5年Jは処理に関わらず13

葉前後の葉位から始まうたが、「桜てまり 5年」は長日

区、冷蔵区が無処理区よりも 2葉早い11葉前後から始

まった。「月てまり 2年jは冷蔵区が7葉から抽台が始

まり、長日区と無処理区が13葉前後から始まった。「紅

てまり 2年」は長日区と無処理区に違いがなく 11葉か

ら始まった。

表-2 長日処理等が開花等に及ぼす影響Z

品種 処理 出奮始め 開花始め到花日数

長日 1月 2日月15日 83
月てまり b 

5年 無処理 1月19日 2月12日b 111 

冷蔵 1月18日 2月11日b 110 

長日 1月 2日月27日 96
桜てまり

5年 無処理 l月23日 2月21日 120

冷蔵 1月17日b 2月13日b 112 

長 日 1月1日ab 月17日b 85 
月てまり b 

2年 無処理 l月16日 2月7日 106

冷 蔵 12月19日月1日 69

紅てまり長日 1月15日 2月1日 100

2年 無処理 1月23日b 2月18日b 118 

z異なるアルファベット聞では、 LSDの5%レベルで有意差あり

表-3 長日処理等が抽台開始葉位に及ぼす影響
単位:株

品種 処理
葉 位

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

長 日 4 
月てまり

無処理 l l 2 5年
冷蔵 1 3 1 

長 日 3 1 
キ長てまり

無処理 l 4 5年
冷蔵 2 l 2 

長 日 3 1 
月てまり 無処理

2年 2 

冷蔵 2 l l 1 

紅てまり 長 日 2 2 l 
2年 無処理 4 

工
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4.茎頂培養後の年数

茎頂培養後の年数が出葉数、到花日数に及ぼす影響

を表 4に示した。 1月てまり」無処理区の出葉数は、

茎頂培養後の年数による違いが無かったが、出葉速度

は茎頂培養後の年数で異なり、 12年」の方が 15年」

よりも早かった。その結果、到花日数は 12年」の方が

1 5年」よりも約5日早くなった。

茎頂培養後の年数が出葉数、至。花数に

及ぼす影響

表-4

到花日数 Z

106. 0
8 

1l1.4
b 

2年目

5年目

「刀てまり」の無処理区
z異なるアルファベット間では、 10%レベル
で、有志:差あり

出葉数

16.2 

15. 8 

3.切花長と服芽数

図 2に長日処理等が切花長に及ぼす影響を示した。

「月てまり 5年」と「月てまり 2年」の切花長は、それぞ

れ40cm前後と50c m前後で、処理方法よりも球によ

るぱらつきが大きいため、試験区間に有意な違いが見

られなかった。「桜てまり 5年」は、長日区と無処理区

が50cm前後で、冷蔵区の43cmよりも有意に長かった。

「紅てまり 2年」は、長日区が39cmで無処理区よりも

10cm以上短くなった。

主芽の肢芽数は図 3に示すように、 「桜てまり 5年」

の長日区が1主芽当たり 0.6芽で無処理区2.0芽、冷蔵区

1.8芽よりも有意に少なかった。「月てまり 5年」は無処

理区が1.8芽で処理による違いが見られなかったが、 「月

てまり 2年Jは長日区が0.6芽で無処理区、冷蔵区より

少なかったが、球によるぱらつきが大きく有意な差は

なかった。「紅てまり 2年」は長日区が4.0芽で無処理区

の3.6芽と有意な差がなかったが、他の品種の 2倍以上
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あった。

長田処理等が切花長に及ぼす影響

異なるアルファベット聞で、 LSD5%レベルの有意差あり

図-2
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異なるアルファベット問で、 LSD同レベルの有意差あり

図-3



考察

長日植物は、短目では開花せず、長日で栄養生長か

ら生殖生長への移行が促進されて開花・結実が早めら

れる植物で、限界日長が温帯で最も短い自然日長より

短いのが量的長日植物2)4)であると言われている。大川

は、ラナンキュラスが量的(相対的)長日植物である

と報告5)している。

本試験の出葉数は、「月てまりJが約16枚、「桜てまり」

が約15枚と長日処理による違いは無かった。しかし、

出葉速度は、長日区が無処理区よりもlQOCdayl枚以上

早かった。

水稲の出葉速度は、施用窒素量よりも光条件によっ

て強く左右され、強光下ほど出葉速度が早まると言う

報告7)がある。出葉速度は光条件、施用窒素量が同一な

らば、積算温度に依存する。そして、積算温度は気温

の積算でなく、植物体の葉温の積算であることが推考

できる。そのため、本試験での長日区の出葉速度が早

くなったのは、光の強さの影響よりも白熱電球による

電照で葉温が高くなったことに起因すると推察された。

出膏始めや開花始めについても、長日区の方が無処理

区よりも有意に早くなった。トルコギキョウでは長日

処理によって開花が促進され、主茎の節数が減少する

という報告8)がある。トルコギキョウは長日条件下でラ

ナンキュラスと同じように生長点が花芽に分化するた

めに、花芽分化時期が早くなれば、葉数が減少し、主

茎の節数も減少する。本試験では、花芽分化の時期を

調査していないために断定できないが、本試験で供試

した品種は、長日区と無処理区の出葉数が同じである

ことから、花芽分化の時期に違いのないことが推測さ

れる。そのため、長日区の出菅始めや開花時期が早く

なったのは、花芽分化の時期が早くなったのではなく、

単に出葉速度が速いために、出菅始めや開花時期が早

くなったと考えられる。

5
0

Cで 1週間冷蔵した「月てまり 5年jの冷蔵区は、

無処理区と開花時期の違いが見られなかったが、 5
0

Cで

4週間以上冷蔵した「月てまり 2年」の冷蔵区は、無処

理区よりも開花始めが4週間以上早くなったことから、

少なくとも5
0

Cで 1週間の冷蔵では、開花促進効果の無

いことが判った。

ラナンキュラスの切花本数は、 1球当たりの出芽数と

1芽当たりの肢芽数で決まり、 1球当たりの出芽数は、

球の大きさや充実度に依存する。「月てまり」と「紅て

まりJの服芽数は球のばらつきが大きく、処理聞に有

意な差が見られなかったが、「桜てまり」は長日区が少
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なくなった。このように長日処理が腕芽数に及ぼす影

響は品種による違いが見られるために、必ずしも大川5)

が報告しているように、長日処理で切花本数が減少す

るとは言えないように思われた。むしろ、切花本数は

品種間差異の違いは当然あるが、同一品種なら長日処ー

理による影響よりも、球の大きさや充実度に影響され

る出芽本数や出芽後の生育量の影響の方が大きいと考

えられた。

茎頂培養後の年数の違いで出葉速度に違いが生じた

のは、茎頂培養によって細胞組織が若返ったこと3)に起

因すると考えられた。通常、栄養繁殖系の営利栽培では、

ウイルス症状などが散見するようになるまで、母株の

更新をしない農家が多い。しかし、ラナンキュラスで

は茎頂培養後の年数で到花日数に違いが見られたため、

促成栽培ではウイルス症状などが散見しなくても 2年

から 3年で球を更新する方が、採花時期が早まり収益

性の向上に良いと考えられた。

長日処理により開花が前進する程度は品種によって

異なるが、出葉が早まることで開花を前進化させるこ

とが確認された。そして、「紅てまり」のように多収性

の品種は、長日処理による腕芽の発生数の減少が少な

いために、収量性への影響は小さいことが推測された。

また、冷蔵処理は花芽分化時期を早くし開花を前進化

するが、出葉速度にはあまり影響しないために、長日

処理と併用することで開花の更なる前進化が図られる

と推測された。

引用文献

1)本田由美子・中村広・梅木哲也・八反田憲夫 (1991): 

ラナンキュラスの促成栽培における球根冷蔵後の芽

出し処理期間、九州農業研究 198 

2 )今西英雄 (2005):球根類の開花調節:219pp-

223pp 

3 )加古舜冶(1985):園芸植物の器官と組織の培養:

106pp-109pp 

4)小西国義・今西英雄・五井正憲 (1993):花井の開

花調節:21pp-31pp 

5 )大川 清(1983):ラナンキュラスの生育・開花習

性、園学雑58(別 2) S58秋:286-287 

6 )大川 清 (1985):ラナンキュラスの休眠程度と発

芽可能温度域及び温度と日長が生育・開花に及ぼす

影響について、園学雑60(別 1): 384-385 

7)玉置雅彦・山本由徳(1997):遮光および施用窒素

量が水稲の出葉速度と分げつ発生に及ぼす影響、日

作紀66(1) : 29-34 



34 

8 )山田明日香・谷川孝弘・巣山拓郎・松野孝敏・園

武利浩 (2008):トルコギキョウの冬春出し栽培に

おける開花促進のための長日処理方法、園学研 7(3) : 

407-412 

i 
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

