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カボチヤの爾性花に就て
Onも，heoccu町enceofもheHermnphrodi胎 flowers

in Oucitrbitαmoscliatα． 
くWithEnglish resum色， p.37) 

早瀬康司
Hiroshi f.(ayn.se 

北海道大型農事部育費皐教室

元来カボチヤは雌雄異花でるるが，稀に雨性花を生ずる場合がある。 1948年の夏カボチヤ属の染色体数を決

定するた必闘場に種々D品種を裁培した際，その中日本カボチヤ Cu curb i ta mo sc ha taの曾棒極早生品舗の

中に爾性花を観察することができ， 〆花の費生lて就て興味あるー結果が得られたのでと Lに報告する。 ．

雨性花を述べるに先立ち正常の雌花雄花を説明ナる。

雌花： 鐘紙花冠は通常その先端が5浅裂し， 開花時にはその浅裂先端が内側にまいて二重になってゐるo

事筒o先端は別れて 5枚の葉；伏となヲてゐる。子房下位で多〈は3心皮の結合により形成されたもので3室主

な’つてゐる。各室には多数の側生)IE珠が合まれてゐる。花柱は 3仰の筑頭紙柱頭より怠り， ζD柱頭は 2つに

‘裂けてゐる。雄誌は痕跡的で普通 3つの骸雄誌が存在し， 環献の蜜槽は花穂筒の基部と花柱とのfl司に位置ナる

く第 1園 c）。

雄花： 雄花の着生教は雄花のそれより遁かに多い。錨）｛た花冠は専と共にその某部に於て合縛花被を形成し

てゐる。専の先端は裂けて線紙となり花冠の5深裂の部分ぐ花鱒〉と互生的である。 3つの雄誌は同一程度に

護育しないで，その中の2つは 4胞子薬性で成熟して 2室を作るが， 第3のも Dは2胞子議性でf室となる。

絢は屈曲した薪胞をもってゐる。

ヨえに観察した雨性花について逃ぺる。との異常花の差生位置は蔓の基部附近で雄花同様細長

い花枝（長さ15cm，太さ0.6～0.8むm〕で、ある。花床の位置は子房中位のものが多く（第｝園A),

下位に扇じて子房上位に近いものや反撃まに子房下位のものもある。との花床と子房との関係位

置により子房の大さが不同であって普．通の花被筒の中に入って認められぬ程度のものから長径

37mm，短径30mm~ 高さ26mmの卵形の子戻まで・種々の段階の大さ f認められた。卵形の大き
な子房は通常の雌花の子嬰（長径27mm，短径26mm，事さ18mm）工りやっと大きかった。雄

蕊の内部に於て少ト浅裂の環欣の蜜槽が俄雌誌をlとりかとむ様K茨達してMる、（第2岡 i）。

｛民雌誌は虞い蜜槽の方に愛育するものが多く，雄誌と互生的についている。その愛育はたむ 畠

陵起だけのもの（第 2圏内めから 1ヮ， 2ヮ， Sつの鍛雌詰まである L第 2闘c-h）。仮雌

の護育不充分で・蜜槽郭jの支桂の認めちれるものから，愛育が進んで、とれらの領域をすっかり侵

して大きく怠ったJものまである。イ民雌誌のはたれているものく第 2園d,h），融合しているもの

く第 2闘え g）とあるが，護育した仮雌誌の最高の教は 3であヲたが，融合Lたものは愛見で

きす＝，その大さは 1,2本の俄雌誌の充分裂育して大きくなったものに及ばなかづた．との鍛雌

避の形は球形叉は卵形のものが多く内部は隙聞なてー綴に白色θ肉質で充され胎産が認められ

なかったく第 1闘 B)o 仮雌誌の先端には校色の桂頭の如きものがあったョとの 3,4佃の雨性

花に授粉してみたが， Z象期の如くに子房は後建せ宇凋落してしまったー

Heimlich (1927) によるとキウジの雄花の護育の順序は花被筒，雄蕊，偲雌蕗；，等片，花梯で遣うると。カ

ボチヤD雄花の護育順序も同じで慌雌誌の護育は痕跡的で辛じてその存在が認められる程度であるが， 遺停的

原因か替養的原因でそ D護育が異常に促議されて爾性花となるのであろう。 Shirfri'!:;s (1947) Cucurbita 
II ,. 

pepoの Fi植物の果皮の色が開花JYJc成熟期とで異なり， i開花JlJlに一方D親の果皮の色であったが， 成熟期

までに他方の親の果皮の色に鑓るのを観察し， カボチヤの果皮の色のみならず成育期に輔換期があるといって
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ゐる。著者の観察した雨性花は草の基部i柑近に着生してゐ？と。即ち南性花は成育の初期Jの雄花の整理ったものでザ

後期の雄花は正常であった。 ．かようにカボチヤの雄花の護育の初期 ξ後期とに於て偲雄J'i=.の護育に差異の起る ．

ことは Shirfrissの結果と併せ考へて興味ある事費である。

第 1圃 A：子房中伎の雨性花の外割、 B:,Aの縦断商，胎座がみられない． C：普通の雌花の縦断面，

H台座が存在ナる． n：蜜槽・ 日：痕跡.~1院雄d.~f;.

第2阻 種々の段階の繭性花. a, b ：雄説内部に於で依雌Jfuの欝育が隆起のみのもの. c：偲雌政 1本

護達したもの. .d：偲雌蕊2本溌遣し離れてゐるも の． e：偲雌Jin本が cよりも更によ〈強遣し，蔚む離れて

ゐるもの． f ：偲雌,b~ 2本が dよりもよ〈護達したもの． g:fより更Kよ〈護達したも の． h: 1国雌詑3本護

達し離れてゐるもの，荊の内部を明らかに示すため荊をはがした， i：新をはがした雄花の司花器の上商事1.-

山崎、 1947），中／11(1948）はカボチヤの爾性花に於て雌J~r: の護育したものは l 本であづたと報告して争るが，

著者の場合は 3本まで愛育したものを観察ナるととができた。中川は直径lOcm，重量ラOOgr位まで査を達した果

貨でしかも種子の入ったものが得られたと報告してゐるが， 著者は成熟した雨性花の果貨を得ることができな

かヲた。との爾性・11:.の護担が遺俸因子によるかどうかは今後の研究にまたねばならぬ。

稿を絡へるに宮り御指導ーを賜った長尾正人教授並びに助言と悶版の作成 とを仰いだ高橋万右衛門助教授に劃

，し深謝する。

I I 
Resume 

In sum.mer of 1948 the anthor found出ehermnphrodite flowers in the vnri剖y “very
early ”Aizu of Ouc'll1もれαmosclia1α Duch. The hennn.phrodi te flowers were loca.也dnear the. 

ha配 sof the vines nnd were borne on Blender peduncles. The pi枇illodiaof stnminate flowers 

consinted of one, two orもhr偲 carpels,whi仙一varied in size and constitution sepn.ra句lyor f闇 ed

(Fig. 2）・ Thehermaphrodite flowers were perigynons in mo前 C九ses.Their ovaries were usu九Hy

larger伽 n也enormal epigyuous ones but hnd no plncentn.s (Fig. 1）・ Soもhepollin九tedovn 

been.me wi色heredand die司. The fn伽 mentionedabove may indicate the. deep significrmce of 

出eflorn.1 developments in Ouc'll'rb?° iα． 

、． 
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