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キクの電照栽培における時期中断電照時間帯が花芽分化抑制に及ぼす影響

白山竜次＊・郡山啓作

鹿児島県農業開発総合センタ一花き部 891”0513 鹿児島県指宿市山川岡児ヶ水

Effect of Night幽breakTreatment at Different Times on Inhibition of Flower Bud Initiation in 

Chrysanthemum 

Ryuji Hakuzan* and Keisaku Kooriyama 

Kagoshima Pr，φctural Institute for Agricultural Development Flower Section, Jbusuki, Kagoshima 891-0513 

Abstract 

The effects of night幽breaktreatment at different times on flower bud initiation in chrysanthemum were investigated using 

‘Jinba’and ‘I wanohakusen'. These two genotypes are m司jorautumn and summer-to・au旬mnflowering cultivars in Japan, with 

different critical day lengths. The most sensitive timing of night-break仕eatmentwas not the middle of the night, but the late 

time zone of the night in ゴwanohakusen'.When the dark period started earlier on using shade materials, the timing of the 

maximum sensitivity to night-break treatment became earlier. The relationship between the day司 length(12, 10, and 8 h) and 

timing of night-break treatment in the flower initiation response of the autumn chrysanthemum cultivar ‘Jinba’was investi-
gated. The day length was longer as the timing of maximum sensitivi勿tonight-break treatment shifted to the late time zone of 

the night. The results suggest that the timing of light sensitivity in the night”break response relates to the beginning of the dark 

period. In ‘Jinba’， th巴mostsensitive timing of night break appeared about 9-10 h a食erthe beginning of the dark period. In 

comparison with autumn flowering and summer-to・autumnflowering chrysanthemums, summer-to-autumn flowering geno-

旬pesshowed a tendency whereby the most sensitive timing of night”break treatment appeared at an earlier time from the begin-

ning of the dark period. Th巴resultssuggest the relationship between the critical day length and most sensitive time zone of the 

dark period. 

Key Words : autumn chrysanthemum, flowering, night breaking, summer-autumn chrysanthemum 
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緒員

キクは日長を制御することで開花のコントロールが行わ

れている． 日長が長い夏季はシェードを用いた短日処理に

よる花芽分化促進が，日長が短い秋から春にかけては電照

を用いた長日：処理による花芽分化抑制が行われ，周年を通

じて生産できる技術が導入されている．

長日処理は一般に暗期中断が用いられている．以前は日

長延長による長日処理も行われていたが，暗期中断電照の

方が日長延長よりも少ない電照時間で花芽分化抑制効果が

高いこと，電照にかかる電力料金が地域によっては深夜電

力扱いとなり安価になることから，最近はほとんどが暗期

中断による長日処理が行われている（坂場， 2011）.暗期中

断を行う時間帯については，これまで暗期の中心が効果が

高いといわれていた（小西ら， 1990;Machin• Scopes, 1978). 

2013年3月 10日受付.2013年7月29日受理．
本研究の一部は，農林水産省委託プロジェクト「生物の光応答
メカニズムの解明と高度利用技術の開発」において行われた．
* Corresponding制 her.E-mail: hakuzan@pref.kagoshima.lg.jp 

427 

光周性における開花反応は，明期の長さではなく，暗期の

長さが関係しており，短日植物では限界暗期よりも長い暗

期に遭遇することで花成が開始される（樋口， 1993）.その

ため長い暗期を短時間の光照射で分断することにより，連

続した暗期の長さは短くなり花成が抑制される．従って長

い暗期を分断するためには暗期の中心で光照射を行うこと

が最も効果的であるとされている（リュンガー， 1978；米

村， 1993). これは暗期中断電照の考え方として広く支持さ

れており，また現場でも深夜を中心とした暗期中断電照の

効果を疑問視することはなかった．しかしながら過去にキ

クで電照時間帯と花芽分化抑制効果について検討された事

例では，必ずしも暗期の中心が効果が高いわけではなく，

効果の高い時間帯が後夜半にずれ込んでいるものが見受け

られる（塚本ら， 1953）.その要因について詳細に検討され

た事例は少なく，また限界日長の長い夏秋ギクについて検

討された事例はほとんどない．そこで本試験では，代表的

な輪ギク品種である夏秋ギク‘岩の白扇’と秋ギク‘神馬’

を用いて，暗期中断における電照時間帯と花芽分化抑制効

果の関係を明らかにしようとした．
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材料および方法

1. 共通の試験方法

試験は鹿児島県農業開発総合センタ一花き部（指宿市）

の硬質プラスチックハウス（試験 1)およびガラスハウス

（試験2, 3）で、行った．暗期中断処理用の光源は消費電力

23W三波長型赤色蛍光灯（YOF・23EP，寄の会）を試験 l

に，消費電力 6 Wピーク波長 644mn赤色 LED(AG-R250, 

エルム）を試験2,3に使用した．供試した蛍光灯および赤

色 LEDの分光分布を第 l図に示す．赤色蛍光灯は 610mn

付近に最大のピークを持ち，青色，緑色，遠赤色に小さな

ピークを持つ三波長型の光源で，赤色 LEDは波長 644mn

にピークを持つ単波長型の光源である．各光源直下の畦面

における放射照度は，赤色 LEDで40.5土 l.5mW・m-2，赤

色蛍光灯では142± 3.8 mW・m-2で，測定には400～ 1,050nm

の波長域に感度を持つプロープ（LP471RAD, DeltaOHM) 

を装着した放射照度計（HD2102ム DeltaOHM）を用いた．

供試した蛍光灯と LEDは配光特性が異なるため，配光特性

の広い蛍光灯よりも配光特性の狭いLEDは調査対象面積を

減らし，光量差が生じないようにした．電照時間の制御に

は， l分単位で設定可能なデジタル式電照タイマー（TBC231,

パナソニック）を使用した．供試した種苗は，採穂日や冷

蔵期間の揃った発根苗を使用した．栽植様式は床幅 90cm

の平畦に 15cm・6目ネットを用いて， l目当たり 2本植え
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第1図供試した光源の分光分布
分光パワーはピーク波長の放射照度を100とした場合の
各波長ごとの割合を示す
分光放射照度は分光放射照度計（MS-720，英弘精機）を
用いて，点灯 1時間後に光源直下 lmで測定した

とし中央2列を空けて（2-2-0-0-2-2）とした．定植後の初

期生育を揃えるために，全区で数日間，通常の電照（22:00

～3:00）を行ったのち，試験を開始した．電照処理は各区

のすべての株の発膏が確認されるまで継続した．電照によ

る花芽分化抑制効果は，花芽分化までの葉数で評価した．

葉数は花芽分化後に花膏が発達して，止め葉が明瞭になっ

た時点で，株ごとに展開葉数を調査した．なお，自然日長

による試験では，暗期開始時刻が月日とともに変化する．

試験地に近い鹿児島市における日没時間の推移について第

2図に示した．植物の日長反応では朝夕の弱い光も感知し

て，日の出から日没までの時間に約40分を加えたのが自然

日長である（小西ら， 1990）.実際に日の入り後の照度を試

験ほ場で測定したところ，日の入り 15分で 16lx, 20分で

6 lxまで低下した（第3図）ことから，日の入り 20分後を

陪期開始時間とした（第2図）．

2.夏秋ギク a岩の白扇’における各種暗期中断処理およ

び日長延長処理が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 1)

試験区は無電照区， 20:00～1:00まで 1時間単位で電照

開始時聞をずらして 3時間電照を行った区，連続暗期を短

くするために 21:00～23:00および 1:00～3:00の2回電照
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第2図試験期間の日長および日没時間の推移（鹿児島市）
（国立天文台天文情報センター麿計算室， 2013)
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第3図試験ほ場における夕方照度の推移（5月4日，日の入
り時刻 19:00，快晴）
分光放射照度計（Mふ720，英弘精機）を用いて 30秒間
隔で測定
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を行った区，前夜半日長延長（18:00～0:00）区および後

夜半日長延長（0:00～ 6:00）区，慣行の 5時間電照 （22:00

～3:00）区を設置した.201 l年 4月4日に発根苗を定植し

た．施肥はN: Pz05: K20 = 2.4 : 1.6・1.6kg • a Iで，基肥

施用とした．電照処理は，定植 14日後の 4月20日から開

始した 各区の供試本数は無電照区が 119株，各処理区が

それぞれ 185～196株であった温度管理は無加温とし，

昼間は 25°Cで換気した

3. ‘岩の白扇’における暗期開始時聞を早めた場合の暗

期中断時間帯が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 2)

試験 lは自然日長条件下で試験を行ったが， 本試験では

暗期の開始時聞を早めた場合に花芽分化抑制効果の高い時

間帯がどのように変化するかをシェード施設を用いて検討

した．シェード処理は 17:00～ 4:00とし，試験 lの自然日

長における暗期開始時刻よりも 2時間以上早くした．試験

区は，試験 lと同様に 20:00～ 1:00まで l時間単位で電照

開始時聞をずらして 3時間電照を行った 6区を設置した

2011年 6月 9日に発根苗を定植した．施肥はN:P205: K20 

= 2.4 : 1.6 : 1.6 kg • a lで，基肥施用とした目シェードおよ

び電照処理は，定植 21日後の 7月 l日から開始したー供試

株数は各区 75～ 80株であった温度管理は無加温と し，

昼間は 25°Cで換気した．

4.秋ギク‘神馬’における異なる日長での暗期中断時間

帯が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 3)

日長を変えると暗期中断効果の高い時間帯がどのように

変化するかを秋ギク‘神馬’を用いて検討した 12時間日

長，10時間日長および8時間日長区はシェードを用いて暗

期の中心が 0:00になるように暗期をそれぞれ 18:00～

6:00, 17:00～7:00および 16:00～8:00とした.12時間日

長区では自然、日長が 12時間よりも短くなる時期は 6:00～

7:00および 17：・00～ 18・：00に蛍光灯（YOF-23EP，寄の会）

H寺刻

による電照を行い，12時間日長とした．それぞれの日長区

に，23・：00～ 4:00まで 1時間単位で電照開始時聞をずらし

て 1時間電照を行った 6区を設置した 2012年 8月 28日

に発根苗を定植した施肥は N: P205: K20 = 1.2 : 0.8 

0.8 kg・ a-1で，基肥施用と した．シェードおよび電照処理

は，定植 10日後の 9月7日から開始した．供試株数は各区

47～ 48株であった．温度管理は夜温 16°C管理とし，昼間

は25°Cで換気した

結果

1. 夏秋ギク ‘岩の白扇’における各種暗期中断処理およ

び日長延長処理が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 1)

電照時間帯と花芽分化までの葉数について第4図に示し

た． 花芽分化までの葉数は，処理時間帯が後夜半になるほ

ど増加し，暗期中断開始時刻が 20:00から 1:00の範囲では，

1:00～4:00に暗期中断した区が葉数が多 く，最も花芽分化

抑制効果が高かった. 0:00を境とした前夜半日長延長区と

後夜半日長延長区の比較では，後夜半日長延長区が，葉数

が多く花芽分化抑制効果が高かった．また暗期に2時間の

明期を挟んで，暗期を 3分割した場合は，慣行の深夜5時

間電照よりも花芽分化抑制効果が劣り，22:00～ 1:00の3

時間電照区と同等の葉数であった．本試験区においては，

1:00～4:00電照区と後夜半日長延長区，慣行の 22:00～

3:00電照区が同等に葉数が多く，高い花芽分化抑制効果を

示したー

2. 6岩の白扇’における暗期開始を早めた場合の，暗期中

断時間帯が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 2)

暗期開始を 17:00とした場合の花芽分化までの葉数は，

処理時間帯が前夜半から後夜半になるにつれて多くなる傾

向が認められ， 0:00～3:00電照区が最も開花時葉数が多く

なったが，1:00～ 4:00電照区は開花時葉数が低下したー試

花芽分化までの業数（枚）

18 19 20 21 22 23 0 1 2 3 4 5 35 40 45 50 55 

無電照 ｜圃J

20:00-23:00 

21:00 0:00 c 

22:00 1:00 d 

23:00 2:00 e 

0・：003:00 f 

1:00 4:00 g 

暗期3分割 じ二コ E二コ d 

日長延長前 c 

日長延長後 g 

慣行5時間
g 

第4図 暗期中断および日長延長処理が夏秋輸ギク ‘岩の白扇’の開花時葉数に及ぼす影響

図中の口は蛍光灯による暗期中断を行った時間帯
異なるアルファベット文字聞には Tukeykramerの多重検定により 1%水準で有意差があることを示す
z調査株数は無処理区が 119株，各処理区が 185～ 196株
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験 lで実施した自然日長による試験結果と試験2の暗期開

始時聞を早めた場合の電照時間帯と花芽分化までの葉数の

関係について第 5図 Aに並記して示す 17:00から暗期を

開始した場合，花芽分化までの葉数は自然日長条件下と同

様に処理時間帯が後夜半になるにつれて多くなる傾向が認

められたが，自然日長条件下と異なり 0:00～ 3:00電照区

をピークにして， 1:00～ 4:00電照区は開花時葉数が減少し

た暗期開始から電照開始までの経過時聞を横軸にしたも

のを第 5図Btこ示す．暗期 17:00開始処理における，花芽

分化までの葉数の最も多い 0:00～3:00電照区から葉数が

減少する 1:00～ 4:00電照区の暗期開始からの経過時聞は，

7時間および 8時間後であった．これに対して，自然、日長

では暗期開始時刻を 19:10～19:40とした場合，花芽分化

までの葉数の多い 1:00～4:00電照区の暗期開始からの経
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第5図 ‘岩の白扇’における暗期開始時聞を変えた場合の花

芽分化抑制効果の比較

A：横軸を電照時間として作図

B：横軸を暗期開始から電照開始までの経過時間とし

て作図

光源、は自然、日長区が消費電力23w三波長型赤色蛍光灯

(YOF-23EP），暗期 17:00開始処理区が消費電力6Wピー
ク波長 644nm赤色 LED (AG-R250) 

図中の縦線は標準誤差を表す（自然 日長
196，暗期 17:00開始処理 n = 75～ 80) 

自然、日長区における処理期間の暗期開始時刻は 19:10～

19・:40である（第 2図）

11=185～ 

過時間は， 5.3～5.8時間後であった．

3. 秋ギク‘神馬’における異なる日長での暗期中断時間

帯が花芽分化抑制に及ぼす影響（試験 3)

暗期の中心を 0:00に固定した 12, 10および 8時間日長

区における，電照時間帯が花芽分化までの葉数に及ぼす影

響を第 6図AIこ示す 12時間日長区の 1:00～ 2:00電照区
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第6図 異なる日長と暗期中断時間帯が ‘神馬’の花芽分化抑

制に及ぼす影響

口は暗期を，口は暗期中断時聞を， 0:00の白破線は暗期

の中心を表す

A：開花時葉数の変動について横軌を暗期中断時間帯

にして作図

B：開花時葉数の変動について横軸を暗期開始から暗

期中断開始までの経過時間にして作図
12時間日長区の 1:00～2:00電照区は電照トラブノレによ

る欠測

図中の縦線は標準誤差を表す（n= 47～48) 
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は電照のトラブルにより欠測とした 花芽分化までの葉数

が最も多くなった電照時間帯は，12時間日長区では 3:00～

4:00, 10時間日長区では 2:00～ 3:00, 8時間日長区では

1:00～2:00であった各日長時間における時間帯ごとの葉

数の差異を， 暗期開始から電照開始までの経過時聞を横軸

にして，第6図Bに示す．花芽分化までの葉数が多く，花

芽分化抑制効果の高い電照時間帯の暗期開始からの経過時

聞は， 日長の異なる 3区においてほぼ同時間で，暗期開始

から概ね 9～10時間後であった．

考察

周期的に変化する明期と暗期の長さの変化が花成誘導の

ひとつの重要な環境要因であることは，多くの有用植物で確

認されているキクはこの光周性を利用して周年生産体系が

確立しており，人工照明を用いた陥期中断電照技術は，全世

界のキク切り花生産で実用化している暗期中断は真夜中に

行われるのが一般的であるが，最も花芽分化抑制効果の高い

電照時間帯についてはこれまで十分検討されていない．

本試験の‘岩の白扇’の試験結果では，電照時間帯によ

る花芽分化抑制効果は暗期の中心よりも後夜半が高い傾向

にあった．また連続暗期の最も短い暗期の 3分割区では光

中断効果が慣行より も劣った（第4図）． ‘神馬’を用いた

試験では，｜渚期の中心を 0:00に固定した日長 12, 10およ

び8時間の 3区で花芽分化抑制効果の高い時間帯を検討し

たところ，効果の高い時間帯は変動し， 日長の長い区ほど

花芽分化抑制効果の高い時間帯が後夜半にずれる傾向に

あった．以上の結果は，暗期中断電照は連続暗期を短くす

るために，暗期の中心が効果が高いとする考えでは説明で

きない. Thomas ・Vince-Prue(1997）は，暗期を長くして

も暗期中断の効果の高い時間帯は変化しないことから，暗

期中断の効果は，長い暗期を光照射により短くするために

生じるものではな く，暗期開始からの経過時聞が関係して

おり，この経過時間は植物の種によって異なるとした．本

試験もこの考えと同様の結果を示し，‘神馬’では暗期の長

さが変化しでも，暗期開始から暗期中断効果の高い時間帯

までの経過時聞は変化せず概ね 9～ 10時間であった （第

6図B）.このこ とからキクの暗期中断効果の高い時間帯は，

暗期の中心ではなく，暗期開始から電照までの経過時間に

よって変化すると考えられた．暗期中断の時間帯における

花芽分化への影響については，いくつかの品目で検討され

ている．池田 （1969）は，短日植物であるイネ‘農林 18

号’を用いて暗期の長さを変えて暗期中断の影響を調査し

たところ，暗期開始から 8～9時間後が花成反応の抑制に

最も効果が高いとした．キクを用いた試験では Cathey・

Borthwick ( 1964）は，暗期を 15時間として l時間おきに

l分間の暗期中断を行い 暗期開始から 6～ 9時間後が最

も効果が高いとした また塚本ら（1953）は早生品種‘吉

たものが最も効果があるとした金子 ・Blacquiere( 1997) 

は，秋スプレーギク ‘Casa＇，期開始から 4,6, 8および 10時

間後の電照の効果を調べた結果，暗期開始 8時間後からの

電照の効果が高く ，また 4時間後は 10時間後に比べて効果

が劣るとした 以上の試験結果も，暗期開始からの経過時

聞が要因になっているとした方が説明しやすい．

‘神馬’では暗期開始から電照効果の高い時間帯までの経

過時間は， 9～ 10時間である （第 6図B）のに対して，‘岩

の白扇’では， 7時間であった（第 5図B）こ とから，暗

期開始から電照効果の高い時間帯までの経過時間は品種に

よっても異なると考えられた．夏秋ギクは秋ギクに比較し

て，限界日長が長い，すなわち限界暗期が短い傾向にあり，

品種の限界暗期の長さと暗期開始から電照効果の高い時間

帯までの長さに何らかの関連がある可能性が示唆される

アサガオでは，暗期開始から光中断効果の高い時間帯まで

の経過時聞は，温度に左右されず，暗期開始から一定時間

である（瀧本， 1998) このことは暗期開始時間（日の入

り）が変化すると，花芽分化抑制効果の高い電照時間帯も

日の入り時刻に併せて変化する可能性があることを示して

いる 第7図に年間を通した日の入り時刻の季節変動と暗

期中断効果の高い時間帯の変化についての概念図を示し

た 電照による花芽分化抑制効果の高い時間帯は，暗期開

始からの経過時聞が関与し，またその経過時間は温度に左

右されないとすると，花芽分化抑制効果の高い電照時間帯

は，季節によって変化する日の入り時刻に伴って変化する

ことが想定される．さらに日の入り時刻は緯度の違いで大

きく変化し，赤道直下の低緯度地域は日の入り時刻がほぼ

一定であるのに対して，高緯度地域は日の入り時刻が季節

によって大きく変化するため，高緯度地域ほど花芽抑制に

時間帯
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野’と晩生品種‘江戸’を用いて，電照時間帯を変えて花 第7図 鹿児島市における日の入りから日の出 （暗期）の年間

芽分化程度を調査した結果，2:00～3:00の聞に電照を行っ 推移と光感受性の高い時間帯との関係を表したモデル
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効果の高い電照時間帯の変化が大きくなると考えられる．

キクの限界日長は品種によって異なり，秋ギク‘神馬’の

限界日長は 13.0時間で（梅木・郡司， 2002），限界暗期は

11.0時間であると考えられている．本試験の結果では暗期

開始9～10時間後に暗期中断効果の高い時間帯がある（第

6図B）ことから，限界暗期よりも 1～ 2時間短い時聞に，

暗期中断による花芽分化抑制のピークがあると考えられ

る．一方，夏秋ギクに属する‘岩の白扇’の限界日長は 16

時間前後と考えられ（小田ら， 2010），限界暗期は8時間前

後と思われる．‘岩の白扇’では暗期開始7時間後に光中断

の効果の高い時間帯がある（第5図B）ことから， ‘神馬’

と同様に限界暗期よりもやや短い時間に，光に敏感な時間

帯があると考えられる．

キクの電照栽培についてはこれまで暗期の中心が最も効

果が高いとして，暗期の中心を基準にして電照時聞を決める

ことが多かった．本報告は，キクの効果的な電照時間帯が暗

期の中心ではなく，暗期開始からの経過時聞が関与してお

り，また経過時聞は品種によって異なる可能性を示した．

摘要

キク電照栽培における効果的な電照技術を確立するため

に，電照時間帯が花芽分化抑制効果に及ぼす影響を，限界

日長の異なる夏秋ギクおよび秋ギクを用いて調査した．夏

秋ギク ‘岩の白扇’を用いて電照時間帯と花芽分化抑制効

果を調べた結果，電照の効果が高い時間帯は暗期の中心で

はなく，後夜半であった．そこでシェードを用いて‘岩の

白扇’の暗期開始時刻を早めたところ，電照効果の高い時

間帯が早くなった．次に秋ギク‘神馬’を用いて，暗期の

中心を 0:00に固定した日長 12, 10および8時間の 3区で

電照効果の高い時間帯を検討したところ，日長の長い区ほ

ど電照効果の高い時間帯が後夜半にずれる傾向が認められ

た．このことから，電照効果の高い時間帯は暗期開始から

の経過時間と関係があり，‘神馬’の場合は，暗期開始から

9～10時後が電照効果の高い時間帯であると考えられる．

また‘岩の白扇’と‘神馬’の電照効果の高い時間帯を比

較した結果，‘岩の白扇’は，暗期開始から電照効果の高い

時間帯までの時聞が短い傾向にあり，品種ごとの限界日長

との関連性が示唆された．
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