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短 報

群馬県産ガマズミ類の花序あたりの着花数と花期（予報）

大森威宏

群馬県立自然史博物館学芸課

要
』
日

群馬県利根郡利根村平川ではミヤマガマズミ （腕6""zz"" zり瘤ﾙｵｶMiq.)はガマズミ （Ⅸ

鰯雌雄"f"Thunb.)よりも1ヶ月早く開花した．群馬県富岡市上黒岩では， コパノガマズミ（Ⅸ

"os2"zThunb.)とオトコヨウゾメ（Ⅸ'"260j唯吻況鋼Sieb.etZucc.)の花期は重なり合い，

それらはガマズミに比べ3週間以上早かった． これより，同所的に生育した場合， ミヤマガマ

ズミ， コバノガマズミ，オトコヨウゾメの花期はそれぞれ重なり合い，ガマズミの花期はこの

3種より遅く，重ならないと考えられる．上記4種の花序あたりの蕾数，開花最盛期における

花序あたりの花数はいずれもマズミ＞ミヤマガマズミ＞コバノガマズミ＞オトコヨウゾメの順

になった．ガマズミでは花期，満開期間ともに長く，満開期に顕著な開花のピークは認められ

ないのに対して，他の3種の開花パターンはよく似ており，明瞭な満開のピークが認められた．
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1994).

幸ナチ
ー、ノ廷，また，

はじめに
ガマズミはミヤマガマズミに比べて花序あたりの

蕾数は3倍以上にもなり， それと関連して花期，満開期間

ともに長くなることが知られている （大森, 1993).

本研究では，群馬県におけるガマズミ類4種の開花日，

花序あたりの蕾数，花期の長さについて観察し， これら4

種の間での種間交雑の可能性を考察した．

群馬県には9種のガマズミ属(1/M6z""""z)植物が分布す

る （群馬県教育研究会生物部会， 1987)． そのうち

Odontotinus節に含まれるガマズミ （Ⅸ醗鰄”"〃

Thunb.), ミヤマガマズミ （Ⅸ加惚〃〃Miq~), コバノガ

マズミ（Ⅸ〃りsz"邦Thunb.),オトコヨウゾメ（Ⅸ，〃“ひか＃ゞ

cﾉ""〃Sieb･ etZucc.) (北村・村田, 1971)が一般にガマ

ズミ類として認識されている．群馬県ではガマズミが主と

して丘陵地， ミヤマガマズミとオトコヨウゾメは山地， コ

バノガマズミは県南部の山地に分布する （群馬県教育研究

会生物部会, 1987).ただし， これらの種は日本各地で互い

に分布域が重なり合うことが知られている （池上監修，

1982 ： 1983；藤原， 1997 ；腫島大学理学部附属宮島自然植

物研究所・比婆科学教育振興会編， 1997)．

同所的に生育する近縁種の花期はしばしばずれることが

あるが(Levin, 1978;菊沢, 1995), それはガマズミ類に

もあてはまる(Donoghue, 1980).たとえばミヤマガマズ

ミはガマズミよりも同一地点では1ヶ月早く開花すること

が知られている (Nakagoshi, 1985;大森, 1992;三宅，

材料及び方法

ミヤマガマズミとガマズミの調査は群馬県立尾瀬高校

（利根郡利根村平川:36｡43'N, 139｡15'E,標高720m)脇

のクリーコナラ林の林床及び林縁で行った． そこに自生す

るミヤマガマズミ8株の花序55個，ガマズミ8株の花序61

個に1992年4月，ナンバーテープで印をつけ各花序内の蕾

数を計数した． その中のガマズミ50花序， ミヤマガマズミ

51花序を,最初の花の開花からすべての花が落ちるまで(以

下この期間を花期と呼ぶ） 0～2日おきに花序あたりの着

花数を計数した(大森， 1993参照)． また， 1993年から1997

年まで，同地点のミヤマガマズミの花期とガマズミの開花
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の年降水量は1,380mmである(群馬県高等学校教育研究会生

物部会， 1987)．また，富岡市立美術博物館の南東2kmにあ

る富岡市消防署(標高159m)の年平均気温は13.9.C,WIは

110.8℃，年降水量は1,058mm(富岡市市史編さん委員会編，

1987)である． これより，尾瀬高校は片品村役場との約100

mの標高差を考慮してプナクラス域下部，富岡はヤプツバ

キクラス域上部に位置すると考えられる． なお，尾瀬高校

は通常冬季に最大40～80cmの積雪があり （尾瀬高校での記

録による)， 3月中旬～4月上旬まで残雪がある． これに対

して富岡は冬季は降水型が少なく，冬季を通じての積雪は

ない．

日を記録した．

オトコヨウゾメとコバノガマズミの調査は富岡市立美術

博物館（群馬県富岡市上黒岩：36.16'N, 138｡52'E:標高

220m)脇のクヌギーコナラ林の林床及び林縁で行った．そ

こに自生するオトコヨウゾメ8株の花序318個,コバノガマ

ズミ4株の花序108個に1998年4月,ナンバーテープで印を

つけ花序あたりの蕾数を計数した． この中のオトコヨウゾ

メ312花序， コバノガマズミ102花序について，各花序内の

着花数をl～3日おきに花期が終わるまで計数した．また，

花数を計数した株以外に，オトコヨウゾメ2株66個， コバ

ノガマズミ1株11個の花序あたりの開花前の蕾の数も計数

した． さらにこの地点に生育するガマズミの花期もあわせ

て記録した．

尾瀬高校付近，富岡ともに気象観測官署はないが，尾獺

高校の北41qIIにある片品村役場（片品村鎌田：標高813m)

の年平均気温は9.9℃，暖かさの指数(WI)は78.6.Cで， そ

結 果

ガマズミ， ミヤマガマズミ， コバノガマズミ及びオトコ

ヨウゾメのl花序あたりの平均蕾数と最大蕾数，開花最盛

表l ガマズミ類4種の花序あたりの蕾数及び開花最盛期の花数．

dilatatum wrightii erosum phlebotrichum

a・蕾数

平均±sd

最大値

観察花序数

233．16士130.23 68.41=t32.25 35.89±15.83

627 165 99

50 51 384

6．71±4.01

28

113

b.最盛期の花数

平均士sd l23.98±69.40 48.29±22.34 29.84=t12.90

最大値 338 111 67

観察花序数 50 51 102

5．34±2．97
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富岡における調査は1998年に行った. 1996年は観測地点工事のため欠測．

： ミヤマガマズミ ：ガマズミ
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＞はその日以後も花期が継続することを示す．
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た花序は384個中179個にのぼった．

1992年～1997年の利根村尾瀬高校におけるガマズミとミ

ヤマガマズミの花期を図laに示す． いずれの年も，ガマ

ズミの花期はミヤマガマズミに比べて1ヶ月早く，両者の

花期が重なることはなかった． また， 1998年の富岡市にお

けるオトコヨウゾメ， コバノガマズミ，ガマズミの花期を

期におけるl花序あたりの平均花数と最大花数を表lに示

す． いずれの値もガマズミ＞ミヤマガマズミ＞コバノガマ

ズミ＞オトコヨウゾメとなり，種間には有意差が認められ

た(Kruskal-Wallis's test :蕾数:KWo=662.58, P<0.

001 ;開花最盛期:KWo=379.02, P<0.001).なお，花数

が最も少なかったオトコヨウゾメでは蕾が5個しかなかっ
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開花最盛期の着花数を1000としたときのガマズミ類の花期における相対着花数の変化．

横軸：開花初日からの日数，縦軸：相対開花数．

a :ガマズミ, b : ミヤマガマズミ, C :コバノガマズミ, d :オトコヨウゾメ．

調査地点・年はa, b :尾瀬高校･ 1992, c, d :富岡・ 1998.開花初日は本文参照．

図2
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図1bに示す． オトコヨウゾメとコバノガマズミの花期は

大きく重なっていたが，ガマズミはそれよりも3週間以上

遅れて開花するため， これらとガマズミの花期は重なるこ

とはなかった．

各種の開花最盛期の着花数に対する相対着花数の経時変

化を図2に示す．ガマズミでは花期，満開期間ともに長く，

満開期にそれほど顕著な開花のピークは認められないのに

対して，残り3種の開花パターンはよく似ており，明瞭な

満開のピークが認められた．

同種内での株の差による開花開始日の差はオトコヨウゾ

メ2日， ミヤマガマズミで3日， コバノガマズミで4日，

ガマズミで5日となった．ガマズミとミヤマガマズミでは，

開花日が早い株は毎年同じ株で， それらは林縁または林冠

ギャップに生育する株であった．同一株内での花序による

開花日の差はガマズミで4日， その他の種では3日以内で

あった‐

か分枝しないと考えられる.ガマズミの観察最大蕾数は627

個であり, k=4, n=6のときのN,:値(625) と一致す

る．なお，ガマズミ属の花序あたりの蕾数は15～500であり

(Donoghe, 1980),ガマズミの蕾数はこの属の中でも最も

多いものの1つと考えられる．

尾瀬高校ではガマズミはミヤガガマズミに比べ， 1ヶ月

開花が遅く，両者の花期は重なることはなかった．富岡で

は尾瀬高校よりガマズミが1ヶ月早く開花したが， それよ

りさらに1ヶ月早くコバノガマズミとオトコヨウゾメが開

花したためにコバノガマズミとオトコヨウゾメもガマズミ

とは花期が重ならなかった． これより，ガマズミは同一地

点では他の3種と花期が完全に分離し，種間交雑しないと

考えられる．ただし，富岡と尾瀬高校ではガマズミの花期

は1ヶ月ずれることから，ポリネータが数100mの高度差を

移動すればガマズミと他種との交雑の可能性がある． それ

にはガマズミ類のポリネータの行動を調査する必要があ

る． ミヤマガマズミ， コバノガマズミ，オトコヨウゾメの

3種は同所的に生育したとき，花期が重なることが考えら

れ，実際に筆者は群馬県利根村追貝や福島県郡山市磐梯熱

海でミヤマガマズミとオトコヨウゾメが同時に満開となる

ことを観察した（大森，未発表)．

4種の花期はガマズミが最も長くミヤマガマズミ， コバ

ノガマズミ，オトコヨウゾメでは差がなかった． また，ガ

マズミでは他の3種に比較して満開期間も長かった． その

理由はガマズミが花序内でより高次の分枝をするためと考

えられる． ただし，調査を行った1992年は，ガマズミ花期

の初期に低温･雨天が続き （大森， 1993)， そのために開花

が遅れ,結果的に満開期間が延び,他種と違った開花パター

ンを示した可能性もある． この年以外ではガマズミの花期

は12～15日で他種と変わらない年もあった．一方，オトコ

ヨウゾメは， コバノガマズミやミヤマガマズミより花序内

分枝次数は1次少ないが，花期に差はなかった．ただし，

開花後7日には最盛期の10%以下の花しか残っておらず，

実質的な花期は他種より短い．各日の相対着花数（図2）

についてKolmogorov-Smirnov検定を行ったところ，他

のいずれの種とも有意差が認められた(P<0.01) ことか

ら，オトコヨウゾメは他のガマズミ類と異なる開花パター

ンを示すことが示唆された．図2より，開花最盛期の30%

以上の花をつけた期間はオトコヨウゾメとミヤマガマズミ

では6日， コバノガマズミでは9日で， それぞれ株による

開花日の差と同一株内の花序間のちがいによる開花日の差

の和（オトコヨウゾメ5日， ミヤマガマズミ6日， コバノ

ガマズミ7日） に近い． この3種では全体として開花を同

調させる一方で，株間・同一株の花序間でわずかに花期を

ずらすことで一定の花期を保っている． また，ガマズミ類

の花は雄性先熟(Dolloghue, 1980)であるため，株間でl

～2日花期がずれることは，有効な送粉にとって意義が大

きいとことが考えられる． しかし1998年の富岡での観察例

考 察

ガマズミ類の花序は2対の十字対生する枝の節問がつ

まって4本の側枝となり， この側枝が同じパターンで分枝

し，先端につく 1個の花の周囲を2～8個の花がとり囲み

花序の末端枝を形成する． 4本の側枝を分けた主軸も側枝

と同様のパターンで分枝するが，主軸側の最大分枝次数は

オトコヨウゾメを除いて側枝より通常1次低い・混芽から

伸長した主軸の側枝を1次側枝としたとき，ガマズミでは

3次側枝の先端に4～8個の蕾をつけるため，花序の最大

分枝次数は4次となる(大森, 1994). また， ミヤマガマズ

ミの花序の最大分枝次数は4次,コバノガマズミでは3次，

オトコヨウゾメは2次となる．オトコヨウゾメの花序あた

りの蕾数は5であることが最も多い． これは2対の十字対

生の側枝と主軸の先にそれぞれ1個ずつ花をつけたものと

解釈できる． オトコヨウゾメの花序は主軸も側枝も2次ま

で分枝するため，花序あたりの蕾数は主軸．側枝先端に平

均n個ずつ花をつけたとき5n個となる． これに対し今回

観察されたオトコヨウゾメの花序あたりの最大着花数は28

個で, n=6のときの理論値(30) に近い．オトコヨウゾ

メ以外では主軸側の花序内分枝次数は，ふつう側枝に比べ

，次低いため，ガマズミ類の花序あたりの蕾数Nkは，花序

内の最大分枝次数をk,末端枝の平均蕾数をnとしたとき，

Nk=(4n+1) 5k-2となることが予測される・ コバノガ

マズミの観察最大蕾数（99）はk=3, n=5のときのNk

(105)に近い． また， ミヤマガマズミの観察最大蕾数(165)

個は, k=3, n=8のときのNk値(165)に一致するが，

すべての枝の末端に8個の蕾をつけることはなく， ミヤマ

ガマズミでは花序周縁の枝の一部が4次まで分枝する （大

森， 1994)． ただしこの植物の平均蕾数（68.6）はk=3,

n=4のときのNk値(85)に近く，大半の枝は3次までし
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のように，開花初日のコバノガマズミの花粉は先に開花し

たオトコヨウゾメとしか受粉し得ないことになり，状況に

よっては種間交雑の可能性を高めていることにもなる．

ミヤマガマズミとコバノガマズミは， ともに特定の送粉

者を排除しない露出型の小さい花（田中, 1988)が上向き

に密集した花序を形成し，ハナアブのほか， 甲虫や小型の

ハナバチが送粉者となる(田中， 1989)． したがって両種の

問での送粉は十分考えられる． これに対してオトコヨウゾ

メはしばしば花序が下垂する （大場， 1989 ；三宅, 1994)

ため，花を下向きまたは横向きにつけることが多く，他の

ガマズミ類よりも直径・花冠深ともに大きな杯状の立体的

な花冠をもつ．下向きや横向きの立体的な花はハナアブが

利用しにくい形態である(田中， 1997)．オトコヨウゾメは

送粉者としてこのような花にも止まれるハナバチ類に主と

して依存している可能性が高いが，ハナカミキリ類などの

甲虫や双翅目の訪花が報告されている (Inoueet. a1.,

1990).ミヤマガマズミにも小型ハナバチが訪花する(大森，

1993)ため，オトコヨウゾメもミヤマガマズミやコバノガ

マズミと交雑する可能性がないとはいえない．実際にミヤ

マガマズミとオトコヨウゾメの雑種がかなりあるとの報告

があり （北村･村田, 1971 ;大場1989),両者が混在する

西日本にみられるコミヤマガマズミ （Ⅸ”γ壇〃成var・

加加"s)を北村･村田(1971)は両種の雑種であると解釈し

ている．

今後， 4種の花期の調査を継続し，花冠形態が他種と異

なるオ|､コヨウゾメのポリネータ相を特定するとともに，

各種の種内変異を明らかにし，雑種と考えられる個体を含

めて系統学的・遺伝学的研究を進めれば， これらの種間で
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Abstract

FlowernumbersandfloweringtimesofSect.0dontotinus,Vi伽γ""m

(Caprifoliaceae)growinginGunmaPrefecture,CentralJapan. (Preliminaryreport ）

TakehiroOHMoRI

D“”/畑"〃Q/6joZQgy,G"泥加aMzzsE""qfMz""ノ厩S""

F1oweringtimesandflowerbudnumbersperinflores-

cenceoffourW6況加況加(Caprifoliaceae)speciesgrown

inGunmaPrefecturewerecounted. FIoweringtimesof

Ⅸe70SZ"", し昂ｶﾙﾉg60/"c""", andⅨ〃γ増〃"j largely

overlappedeachothers,while IZ c"“"""bloomeda

month later thantheotherspecies・Thenumbersof

flowerbudsper inflorescencedecreased intheorder

Ⅸ〃如如如加＞Ⅸ汎ﾉﾂ漕吻"j>1Z"os"”＞Ⅸp"2加"c"況加．

Ⅸ‘加如如沈hadthelongestperiodsofbothflowering

andfull bloomingamongthespecies, but flowering

periodsremainingthreespecieswereshorterandnot

significantlydifferenteachother.
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