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新美ら：オオミスミソウの花芽分化

　オオミスミソウ（Hepatica nobilis var. japonica f. magna）
はキンポウゲ科ミスミソウ属の多年草で，園芸的にはユキワリ
ソウとよばれている．新潟地方の自生地でのオオミスミソウの
自然開花期は，３月中旬から４月上旬である（長島，1992）．
近年，鉢物としてオオミスミソウの需要が高まっているが，作
型開発に必要な花芽分化の基礎データや発達に及ぼす要因に関
する研究報告はほとんどないため，鉢物は自然開花に合わせて
出荷されている．そこで，本報ではオオミスミソウ栽培農家が
用いている簡易型ハウスおよび人工恒温装置を用いた異なる温
度条件下で栽培したオオミスミソウの花芽分化および発達につ
いて調査した結果を報告する．

材料および方法

実験１． 無加温ビニルハウスで栽培した株の花芽分化および発
達

　オオミスミソウは４年生実生苗を生産農家（新潟県村松町北
沢農園）から購入し，鹿沼土と軽石（1：1）の混合土を含んだ
12センチのビニルポットに植え付け，実験に供試するまで新
潟大学農学部実験圃場の風通しのよい無加温ビニルハウス内で
栽培した．潅水は土壌表面が乾燥しないように２日に１回程度
行った．実験期間中には施肥はしなかった．夏期の強光，高温
を避けるために５月下旬から10月下旬までの間ビニルハウスに
50%遮光率の寒冷紗を２重にして掛けた．
　供試した株は1999年４月７日から2000年４月19日まで，２週
間ごとに５個体ずつ採取した．採取した株から古い鱗片葉や開
花後に発達した葉や根を取り除いたあと，根茎の地上部先端に
発達中のクラウンをFAA溶液（70%エチルアルコール：酢酸：
ホルマリン＝90：5：5）に固定し，室温で保存した．固定時に
採取したクラウンの最大直径を測定し，解剖顕微鏡下でクラウ
ン当たりの生存花芽数と枯死花芽数を調査した．また，花芽の
発達段階を特定するために，一部のサンプルにおいてパラフィ

ン切片による組織学的観察を行った．花芽は総苞葉形成段階以
上に発達したものを‘花芽’と判定した． 
　栽培中の気温変化を調査するために，ビニルハウス内の直射
日光の当たらない場所に温度計（KC-10，国際チャート株式会
社）を設置した．この気温のデータをもとに，１週間の平均気
温を算出した．
実験２．異なる温度条件下での花芽分化および発達
　材料は実験１と同様のものを用いて，2000年５月３日から照
明付インキュベーター（SI-55Ｓ，SANYO，16h 明期 / 8h 暗
期，白色蛍光灯，PFD 20-30μmols-1・m-2・sec-1）を30-20℃ 
（昼温 /夜温），25-15℃および，20-10℃の変温区と15℃の恒温
区の4試験区に設定した庫内で栽培した．対照区の植物は自然
日長の無加温ビニルハウス内で栽培した．
　供試材料は2000年５月３日から2000年11月15日まで採取し
た．最初の10週間は２週間ごと，その後は４週間ごとに５個体
ずつ採取して，発達している花芽数および枯死した花芽数を調
査した．材料の固定や調査方法は実験１と同様に行った．

結果および考察

実験１． 無加温ビニルハウスで栽培したオオミスミソウの花芽
分化および発達

　３月中旬から下旬に開花したあと，根茎の地上部から前年に
形成された葉が展開したあと根茎先端部で新しい芽（クラウン）
の発達が始まった（図１A）．解剖顕微鏡による観察結果から，
まず鱗片葉が形成されたあと花芽が鱗片葉の基部に形成され
た．組織学的観察の結果に基づき，花芽の発達段階を以下のよ
うに分類した：総苞葉形成期（図１B），がく片形成期（図１C），
雄ずい形成期（図１D）および雌ずい形成期（図１E）．花芽の
分化は４月中旬に観察され，気温の上昇とともに鱗片葉の形成
および花芽の分化・発達が促進された．これらの器官の分化・
発達は７月下旬まで求頂的に続き，花芽数は７月までにクラウ
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要　約
　無加温ビニルハウスで栽培したオオミスミソウは開花したあと前年に形成された葉を展開したあと，根茎先端でクラウン形
成を始めた．クラウンはまず鱗片葉を形成し，花芽は４月中旬頃に鱗片葉の基部に初めて観察された．鱗片葉形成および花芽
分化は７月下旬まで求頂的に続き，花芽数はクラウン当たり７個となった．その後一部の花芽が枯死し，開花直前の３月下旬
のクラウン当たりの生存花芽数は約4個前後であった．４種類の温度に設定した照明付インキュベーター（16h 明期 / 8h 暗期，
PFD 20-30μmols-1・m-2・sec-1）で栽培した株では，15℃恒温条件下で栽培した株で花芽分化・発達が最もよく，花芽数が最大
となった．
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ン当たり７個となった．この花芽形成にともない，クラウンの
直径も急速に増大した（図２）．
　これらの結果は，オオミスミソウの鱗片葉の形成および花芽
分化・発達は７月中下旬頃までにほぼ終了することを示す．花
芽が初めて観察された４月中旬から７月中下旬の気温は10℃か

ら25℃であったことから，オオミスミソウの花芽分化・発達に
は10℃から20℃くらいの比較的冷涼な気温条件が適していると
考えられた．一方，８月中旬以降には花芽の枯死が観察され，
その数はクラウン当たり１から３個であった（図２）．その結
果，開花直前の３月下旬のクラウン当たりの生存花芽数は４個

図１ 　オオミスミソウのクラウンの外部形態（Ａ）および花芽発達ステージ（Ｂ
～Ｅ）．（Ｂ）総苞葉形成期．（Ｃ）がく片形成期．（Ｄ）雄ずい形成期．（Ｅ）
雌ずい形成期．

図２ 　無加温ビニルハウスで栽培したオオミスミソウのクラウンの直径（●），生存花芽数（○），枯死花芽数 （■）
と平均気温（----）の経時的変化．
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前後となった．花芽の枯死は夏期の気温上昇が原因の一つと推
測されたが，Urbas と Zobel（2000）は寡日照条件下で栽培さ
れたHepatica nobilis の茎葉生長とバイオマスが光と肥料の補
充によって促進されたことを報告していることから，花芽間の
養分競合や栽培管理の不具合による栄養不足であったことも考
えられたが，はっきりとした原因は本実験の範囲内では不明で
あった．しかし，花芽発達時期の高温を制御し，株の生長を充
実させることができる光と栄養条件をととのえることができれ
ば，株あたりの開花数を増やすことも可能と思われた．

実験２　異なる温度条件下での花芽分化・発達
　すべての温度処理区において花芽の分化・発達が観察された．
各処理区の生存花芽数および枯死花芽数の経時的な変化は第３
図に示した．
　花芽数は15℃区で最も多くなり，28週間後（11月15日）には
６個以上となった （図３D）．対照区（図３E），20-10℃（図３
A）および25-15℃区（図３B）はほぼ３個以上であった．一方，
30-20℃区（図３C）は10月には５個以上あったが，その後２
個以下となった．

図３ 　異なる温度条件下で栽培したオオミスミソウの生存花芽数（○）および枯死花芽数（●）の経時的変化．オオミスミソウの
株は５月３日から６月28日までは２週間毎に，その後は４週間ごとに５個体ずつ採取し，FAAで固定したあと解剖顕微鏡下で
生存花芽数と枯死花芽数を調査した．
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　枯死花芽数は20-10℃区（図３A）と25-15℃区（図３B）で多く，
30-20℃区（図３C）で最少となり，15℃区（図３D）と対照区
（図３E）は花芽形成数の増加とともに枯死数も増加した．
　15℃恒温処理区における花芽数が最大であったことや無加温
ビニルハウスで栽培した株の花芽分化・発達と花芽数の増減数
（図２）から，オオミスミソウの花芽分化・発達に適する温度
域は10℃から20℃付近にあると考えられる．これはオオミスミ
ソウの種子発芽には15℃がよいこと（Nomizu et al., 2004）と
ほぼ一致する．一方，15℃恒温処理区において，花芽の枯死は
８月以降増加傾向がみられたが，最終生存花芽数は最大であっ
た．この結果から，花芽の枯死は養分不足や栽培温度に起因す
ると推測され，好適な光量，肥培や気温の条件下で充実した，
大きな株を栽培すれば株あたりの開花数が増加すると考えられ
た．しかし，本研究の温度処理区の株の開花は，無加温ビニル
ハウスで栽培した株の場合と違って開花はまばらで，斉一では
なかった．このことから，今後，開花に対する低温の役割につ
いて調査する必要がある．
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Summary
Four year-old H. nobilis plants cultivated in a non-heated polyethylene house began to develop a new apical bud 

(crown) on the top of rhizome after flowering and leaf development. The bud formed scale leaves, followed by development 
of flower bud in the axils of each scaly leaf. Flower bud was observed late in April for the first time, and the initiation and 
development of bud scales and flower buds continued acropetally to late July. About 5 to 7 flower buds per crown were 
formed until late August, and then a few flower buds wilted. About 4 flower buds per crown existed late in March. When 
plants were cultivated in the incubators at different temperatures under a 16 photoperiod with fluorescent lamps at a PFD 
of 20-30μmols-1・m-2・sec-1, the initiation and development of flower buds were stimulated best at 15 ℃ compared to other 
temperature conditions.
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