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奄美地域に適する秋スプレーギクの育成とその特性

西 真司・渡辺剛史・橋口健一郎・桑鶴紀充

要 約

奄美地域の露地・平張り電照栽培に適した秋スプレーギク３品種‘きゅらルビー’，‘きゅらキラ

ラ’，および‘きゅらシューサー’を育成した．

‘きゅらルビー’の花色は濃赤色，一重咲きで，花径は６㎝，花盤は緑色である．茎長は‘オル

フェ’と同等で，ボリュームがある．到花日数は 57 ～ 63 日で，開花揃いが優れ，奄美地域では露

地・平張り電照 12 月中旬～３月出し栽培に適している．

‘きゅらキララ’の花色は黄色，半八重咲きで，花径は６㎝，花盤は緑色である．茎長は‘レミ

ダス’より長く，低温伸長性を有する．到花日数は 47 ～ 53 日と短く，開花揃いが優れ，奄美地域

では露地・平張り電照 12 月～３月出し栽培に適している．

‘きゅらシューサー’の花色は純白，一重咲きで，花径は６㎝，花盤は緑色である．茎長は‘セ

イエルザ’より長く，低温伸長性を有する．到花日数は 52 ～ 61 日で，奄美地域では露地・平張り

電照 12 月～２月出し栽培に適している．

キーワード：秋スプレーギク，奄美地域，電照栽培，露地，平張り

緒 言

スプレーギクは輪ギク同様，葬儀に利用される場面も

多いが，花色や花型が豊富なため，ブライダル，ディス

プレーなど室内装飾の素材や，家庭用，贈答用など洋風

の花材として，小売りでも積極的に利用される重要な切

り花である．また，輪ギクに比べると茎の伸長性がよい

ため，栽培期間が短く，摘蕾の必要がない省力品目であ

り，オランダから 1970 年代に導入されて以来，生産が

増加してきた．

本県のスプレーギクの作付面積は 2012 年度の統計で

は，愛知県に次ぐ全国第２位の約 177ha で，その中の

約 61 ％は亜熱帯気候に属する奄美地域の露地や平張り

施設を中心にした 12 ～４月出しの電照栽培で生産され

ている４）．

また，スプレーギクの用途が多様であることと，市場

での品種の入れ替わりが激しいために，国内外の民間の

種苗会社などからは毎年多数の品種が発表されている．

そのため，現場では多品種を栽培する必要があり，毎年

のように新品種を導入している．新たに導入した品種の

パテント代は高額で，経営費に占める種苗費の割合も高

い．これらの品種群は施設栽培を前提として育成されて

おり，奄美地域特有の露地および平張り電照栽培に適す

る品種が少ないのが現状であった.

（連絡先）徳之島支場

このような背景から，奄美地域で適応性の高い新しい

品種の育成が求められている．

鹿児島県農業開発総合センター徳之島支場では，

2001 年から奄美地域における 12～３月出しの露地電照

栽培に適する秋スプレーギクの白，黄，赤（桃）の三花

色について品種育成を開始し，2009 年までに育成した

４品種については，前回報告した．ここでは，その後

2010 年，2012 年に品種登録された２品種および 2014 年

に品種登録を出願した１品種の，これら３品種の育成経

過と特性の概要について報告する．

育成経過

１ 育種目標

奄美地域における秋スプレーギクの露地および平張り

電照 12～３月出し栽培で，以下を育種目標とした．

低温期の栽培において，伸長性があり生育の揃いが良

く，消灯から開花するまでに要する日数(到花日数)が

50 日前後で短いこと．１株３本仕立てでも，花数が多

く茎葉のボリュームがあること．夏期の高温条件下でも

育苗が可能なこと．病害虫に強いこと．国内市場で需要

の多い白，黄，赤(桃)のいずれかの花色を有し，その花

色がどの作型でも安定していることなどである．

２ 育成経過

(1) 交配親

‘きゅらルビー’は‘14-37-1’(赤色）系統を母本と
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した自然交雑，‘きゅらキララ’は‘AS03-31’(黄色)系

統を母本に，‘キルケ’(黄色）を父本として交雑して育

成し，‘きゅらシューサー’は‘11-27-1’(白色)系統を

母本とした自然交雑で作出した品種である(表１)．

表１ 育成品種別交雑組み合わせ

ア ‘きゅらルビー’の母本系統‘14-37-1’

形態的特性は花色が赤，一重咲き，花径は４㎝程度で

ある．生態的特性として，露地電照２月出し栽培におい

て，到花週数は約８週の秋スプレーギクである．収量特

性は低温期で茎の伸長性が優れる．

イ ‘きゅらキララ’の母本系統‘AS03-31’

形態的特性は花色が黄，半八重咲き，花径は５㎝程度

である．生態的特性として，露地電照２月出し栽培にお

いて，到花週数は約８週の秋スプレーギクである．収量

特性は低温期で茎の伸長性が優れる．

ウ ‘きゅらキララ’の父本品種‘キルケ’

形態的特性は花色が黄，一重咲き，花径は６㎝程度で

ある．生態的特性として，露地電照２月出し栽培におい

て，到花週数は約８週の秋スプレーギクである．収量特

性は低温期で茎の伸長性がやや劣る．

エ ‘きゅらシューサー’の母本系統‘11-27-1’

形態的特性は花色が白，一重咲き，花径は６㎝程度で

ある．生態的特性として，露地電照２月出し栽培におい

て，到花週数は約 8.5 週の秋スプレーギクである．収量

特性は低温期で茎の伸長性が優れる．

母親品種・系統 父親品種・系統
きゅらルビー 2007 14-37-1(赤) 自然交雑
きゅらキララ 2010 AS03-31(黄) キルケ(黄)　
きゅらシューサー 2014 11-27-1(白) 自然交雑

品種登録
出願年度

品種名
交雑組み合わせ

(2) 選抜，適応性検定における試験方法および結果

2010 年，2012 年に品種登録および 2014 年に品種登録

出願された品種の詳細な育成経過は図１に示す．

ア ‘きゅらルビー’の育成経過

2003 年に人工交雑と自然交雑を行い，2004 年にこの

実生群約 19,000 個体から特性の優れる 135 個体を選抜

した．2005 年に各個体を系統とし，露地電照２月出し

栽培による系統選抜を行い，４系統を選抜した．

その後，地域適応性を検定するため，2006 年に大島郡

和泊町，喜界町の２カ所で露地電照 12 ～３月出し栽培

における現地適応性検定を実施した．その結果，新規性，

優秀性が認められた‘15-37-1’を選抜し，2007 年に

‘きゅらルビー’と命名した（図１）．

イ ‘きゅらキララ’の育成経過

2006 年に人工交雑と自然交雑を行い，2007 年にこの

実生群約 1,200 個体から特性の優れる 43 個体を選抜し

た．2008 年に各個体を系統とし，露地電照２月出し栽

培による系統選抜を行い，１系統を選抜した．その後，

地域適応性を検定するため，2009 年に大島郡和泊町，

喜界町の２カ所で露地電照 12 ～３月出し栽培における

現地適応性検定を実施した．その結果，新規性，優秀性

が認められた‘18TAS-20’を選抜し，2010 年に‘きゅ

らキララ’と命名した（図１）．

ウ ‘きゅらシューサー’の育成経過

2009 年に人工交雑と自然交雑を行い，2010 年にこの

実生群約 1,200 個体から特性の優れる 22 個体を選抜し

た．2011 年に各個体を系統とし，露地電照２月出し栽

培による系統選抜を行い，３系統を選抜した．その後，

地域適応性を検定するため，2012 年，2013 年に大島郡

和泊町，喜界町の２カ所で露地電照 12 ～２月出し栽培

図１ 新品種の育成経過

2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2010年
（19,000個体供試） (135系統供試) (4系統供試) (15-37-1)

人工交雑 系統適応性検定 命名
自然交雑 現地適応性検定 きゅらルビー

(135個体選抜） (4系統選抜) (１系統選抜） 品種登録出願

2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2012年
（1,200個体供試） (43系統供試) (1系統供試) (18TAS-20)

人工交雑 系統適応性検定 命名
自然交雑 現地適応性検定 きゅらキララ

(43個体選抜) (1系統選抜) (１系統選抜） 品種登録出願

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
（1,200個体供試） (22系統供試) (3系統供試) (1系統供試) (21TAS-16）

人工交雑 系統適応性検定 系統適応性検定 命名
自然交雑 現地適応性検定 現地適応性検定 きゅらシューサー

(22個体選抜) (3系統選抜) (1系統選抜) (１系統選抜） 品種登録出願

品種登録

品種登録

→

→

→ →

→

→

→

→

→

→ 個体選抜 → 系統選抜 →

個体選抜 系統選抜

個体選抜 系統選抜

→

→

→
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における現地適応性検定を実施した．その結果，新規性，

優秀性が認められた‘21TAS-16’を選抜し，2014 年に

‘きゅらシューサー’と命名した（図１）．

なお，命名に当たっては，既存の品種名と重複しない

こと，本県徳之島支場育成品種であり，シリーズ化によ

る地域適性が高い品種群であることをアピールするため

に全品種とも花のイメージを表す「きゅら」の文字を冠

することとした．

特性の概要

表２，表３に‘きゅらルビー’，表４，表５に‘きゅ

らキララ’，表６，表７に‘きゅらシューサー’の作型

別栽培特性を示す．花容は図３，図４，図５に，フォー

メーションは図２に示す．

１ ‘きゅらルビー’

到花日数は徳之島，沖永良部の 12 月出しでは 57 ～

58 日，３月出しでは 62 ～ 63 日で対照品種の‘オルフ

ェ’と同等である．徳之島における自然開花期は 11 月

下旬で，12月中旬～３月下旬出しの栽培が可能．

奄美地域では露地および平張り電照 12 月～３月出し

栽培において草丈伸長性は対照品種と同等かやや上回

り，３本仕立てでもボリュームがある．

花数は 15 ～ 21 輪と多く，花径は約６ cm で，いずれ

の作型でもフォーメーションがＢタイプで安定し，開花

揃いが良い．

花色は濃赤色，花盤の色は緑色で，12 月～３月のい

ずれの作型でも花色は安定している．花はシングルタイ

プである．

２ ‘きゅらキララ’

到花日数は徳之島，沖永良部の 12 月出しでは 47 ～ 4

9 日，３月出しでは 48 ～ 53 日であり，やや早生系の対

照品種‘レミダス’よりも開花が早い．

奄美地域では露地および平張り電照 12 月～３月出し

栽培において優れた草丈伸長性を有している．

花数は 11 ～ 13 輪，花径は約６ cm で，いずれの作型

でもフォーメーションは徳之島Ｂタイプ，沖永良部Ａタ

イプで安定している．

花色は明るい黄色，花盤の色は緑色で，低温条件下で

ある２～３月出し栽培においても花弁にアントシアニン

は発現せず，花色は安定している．花は新規性のある半

八重である．

また，水揚げ，花持ちは良い(データ省略)．

３ ‘きゅらシューサー’

到花日数は徳之島，沖永良部の 12 月出しでは 52 ～

56 日，２月出しでは 60 ～ 61 日であり，対照品種‘セ

イエルザ’と同等である．

奄美地域では露地および平張り電照 12 月～２月出し

栽培において草丈伸長性に優れる．

花数は９～ 15輪，花径は約６ cmで，いずれの作型で

もフォーメーションはＡタイプで安定している．

花色は純白，花盤の色は緑色で，低温条件下である

２月出し栽培においても花弁にアントシアニンは発現せ

ず，花色は安定している．花はシングルタイプである．

夏期の親株は生育旺盛で穂を確保しやすく，発根が良

い(データ略)．

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

図２ フォーメーション

表２ ‘きゅらルビー’露地電照 12 月，２月，３月出し栽培における生育開花特性（徳之島支場）

開花日 到花 85cm
作型 50% 日数 消灯 収穫 切花重 １次 ２次 花盤色 花型

（月/日） （日） (cm) (cm) (g) （輪） （輪） (㎝)
きゅらルビー 12/20 58 38 91 87 21 8 5.8 Ｂ 濃赤 緑 シングル
オルフェ 12/12 50 34 89 87 16 5 6.2 Ｂ 濃桃 緑 シングル

きゅらルビー 2/14 61 39 97 62 16 1 6.2 Ｂ 濃赤 緑 シングル
オルフェ 2/14 61 44 97 62 15 0 6.2 Ｂ 濃桃 緑 シングル

きゅらルビー 3/22 63 28 87 56 15 0 6.9 Ｂ 濃赤 緑 シングル
オルフェ 3/21 62 32 80 53 12 0 7.6 Ｂ 濃桃 緑 シングル

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）耕種概要　12月出し（露地）：定植2006年９月４日，摘心９月13日，消灯10月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）
　　　　　　　　２月出し（露地）：定植2006年10月18日，摘心11月１日，消灯12月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（露地）：定植2006年11月８日，摘心11月21日，消灯2007年１月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）

花径

２月出し

12月出し

３月出し

花色品種名
草丈 花数

フォーメー
ション
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表３ ‘きゅらルビー’露地および平張り電照 12 月，３月出し栽培における生育開花特性（沖永良部）

表４ ‘きゅらキララ’露地電照 12 月，２月，３月出し栽培における生育開花特性（徳之島支場）

表５ ‘きゅらキララ’露地および平張り電照 12 月，３月出し栽培における生育開花特性（沖永良部）

開花日 到花 草丈 85cm
作型 50% 日数 収穫時 切花重 花盤色 花型

（月/日） （日） (cm) (g)
露地 12/29 56 87 57 Ｂ 濃赤 緑 シングル
平張り 12/16 57 119 80 Ｂ 濃赤 緑 シングル
露地 3/9 59 97 52 Ｂ 濃赤 緑 シングル
平張り 3/9 62 104 48 Ｂ 濃赤 緑 シングル

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）耕種概要　12月出し（露地）：定植2006年９月20日，摘心10月６日，消灯11月３日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥12：12：10（㎏/10a），追肥５：５：５(㎏/10a）
　　　　　　　　12月出し（平張り）：定植2006年９月７日，摘心９月14日，消灯10月20日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥14：14：12（㎏/10a），追肥６：６：６(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（露地）：定植2006年11月４日，摘心11月25日，消灯2007年１月９日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥17：11：11（㎏/10a），追肥11：６：６(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（平張り）：定植2006年11月20日，摘心11月30日，消灯2007年１月６日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥14：14：12（㎏/10a），追肥６：６：６(㎏/10a）

場所

12月出し

３月出し

フォーメー
ション 花色

開花日 到花 80cm
作型 50% 日数 消灯 収穫 切花重 １次 ２次 花盤色 花型

（月/日） （日） (cm) (cm) (g) （輪） （輪）
露地 12/20 47 57 123 44 13 0 Ａ 黄 緑 半八重
平張り 12/15 48 32 83 38 9 0 Ａ 黄 緑 半八重
露地 3/3 53 53 109 68 11 0 Ａ 黄 緑 半八重
平張り 3/11 50 50 122 75 15 3 Ａ 黄 緑 半八重

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）耕種概要　12月出し（露地）：定植2010年９月５日，摘心９月17日，消灯11月３日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥12：12：10（㎏/10a），追肥５：５：５(㎏/10a）
　　　　　　　　12月出し（平張り）：定植2010年９月15日，摘心10月６日，消灯10月28日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥14：14：12（㎏/10a），追肥６：６：６(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（露地）：定植2010年10月30日，摘心11月９日，消灯2011年１月９日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥17：11：11（㎏/10a），追肥11：６：６(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（平張り）：定植2010年11月10日，摘心11月20日，消灯2011年１月20日
　　　　　　　　株間13㎝，条間13-39-13㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥14：14：12（㎏/10a），追肥６：６：６(㎏/10a）

12月出し

３月出し

場所
草丈 花数

フォーメー
ション

花色

開花日 到花 85cm
作型 50% 日数 消灯 収穫 切花重 １次 ２次 花盤色 花型

（月/日） （日） (cm) (cm) (g) （輪） （輪） (㎝)
きゅらキララ 12/18 49 57 98 59 11 0 5.9 Ｂ 黄 緑 半八重
レミダス 12/19 50 48 84 65 19 0 5.1 Ｂ 黄 緑 シングル

きゅらキララ 2/22 56 48 90 67 12 0 5.7 Ｂ 黄 緑 半八重
レミダス 3/4 66 48 97 71 13 0 6.1 Ｂ 黄 緑 シングル

きゅらキララ 3/8 48 34 93 72 12 0 5.6 Ｂ 黄 緑 半八重
レミダス 3/11 51 52 97 70 15 0 6.1 Ｂ 黄 緑 シングル

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）85㎝切花重　草丈85㎝未満は全重　
　４）耕種概要　12月出し（露地）：定植2010年８月30日，摘心９月14日，消灯10月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）
　　　　　　　　２月出し（露地）：定植2010年10月15日，摘心10月30日，消灯12月28日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）
　　　　　　　　３月出し（露地）：定植2010年11月６日，摘心11月20日，消灯2007年１月19日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）

花径

３月出し

花色

12月出し

２月出し

品種名
草丈 花数

フォーメー
ション

鹿児島県農業開発総合センター研究報告 第９号 2015
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表６ ‘きゅらシューサー’露地電照 12 月，２月出し栽培における生育開花特性（徳之島支場）

表７ ‘きゅらシューサー’平張り電照 12 月，２月出し栽培における生育開花特性（沖永良部）

図３ きゅらルビー 図４ きゅらキララ 図５ きゅらシューサー

（品種登録 第 21440 号） （品種登録 第 24982 号） （品種登録出願中）

開花日 到花 85cm
作型 50% 日数 消灯 収穫 切花重 １次 ２次 花盤色 花型

（月/日） （日） (cm) (cm) (g) （輪） （輪） (㎝)
きゅらシューサー 12/10 56 53 86 41 10 3 6.9 A 白 緑 シングル
セイエルザ 12/10 56 35 80 103 23 15 6.3 A 白 緑 シングル

きゅらシューサー 2/16 61 39 88 59 14 0 5.8 A 白 緑 シングル
セイエルザ 2/18 63 30 75 49 11 0 5.5 B 白 緑 シングル

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）85㎝切花重　草丈85㎝未満は全重　
　４）耕種概要　12月出し（露地）：定植2012年８月20日，摘心９月３日，消灯10月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）
　　　　　　　　２月出し（露地）：定植2012年10月15日，摘心10月29日，消灯12月17日
　　　　　　　　　　　　　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥18：12：12（㎏/10a），追肥４：０：４(㎏/10a）

２月出し

12月出し

花径
品種名

草丈 花数
フォーメー
ション

花色

到花 草丈
作型 日数 収穫時 １次 ２次 花盤色 花型

（日） (cm) （輪） （輪）
52 135 16 4 Ａ 白 緑 シングル
52 106 17 4 Ａ 白 緑 シングル
60 103 9 0 Ａ 白 緑 シングル
60 100 11 0 Ａ 白 緑 シングル

注１）開 花 日　全体の50％が収穫適期に達した日
　２）到花日数　消灯から開花日までの日数
　３）耕種概要　12月出し（平張り）：定植2012年９月９日，摘心９月21日，消灯10月24日
　　　　　　　　　　　　  　　　　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥20：15：15（㎏/10a）
　　　　　　　　２月出し（平張り）：定植2012年10月26日，摘心11月５日，消灯12月10日
　　　　　　　　　　　　　 　　 　　株間15㎝，条間15-30-15㎝，４条植え，2.5本/株仕立て，基肥20：15：15（㎏/10a）

セイエルザ
2/8

開花日 花数
フォーメー
ション

きゅらシューサー
セイエルザ

きゅらシューサー
2/8

２月出し

花色

12月出し

品種名 50%
（月/日）
12/15
12/15

考 察

これまで，①低温伸長性，②低温開花性，③夏期の育

苗が可能なこと，④病害虫耐性，⑤花色の安定性などを

育種目標にして，奄美地域における秋冬期の露地電照栽

培で適応性の高い秋スプレーギクの品種を育成してき

た．

前回報告した‘きゅらピュア’，‘きゅらキッズ’，

‘きゅらピアス’，‘きゅらワイン’の４品種は，民間育

成品種に比べ，夏期高温時の育苗や秋冬期の低温伸長性

については改良されたものの，低温開花性や病害虫耐性，



[ 6 ] 鹿児島県農業開発総合センター研究報告 第９号 2015

花色の安定性などには改良点が残っていた７）．

今回報告の３品種については，低温伸長性や夏期の育

苗の改良点に加え，２，３月の低温期にアントシアニン

色素が発現する個体を淘汰する選抜を行うことで

‘きゅらルビー’では花色の安定性，‘きゅらキララ’

では低温開花性，花色の安定性，‘きゅらシューサー’

では花色の安定性が改善された．

病害虫耐性を付与する育種目標については，マメハモ

グリバエに対する抵抗性には品種間差があり，その選抜

指標として幼虫の食害痕数が有用であること，その食害

痕数の品種間差は幼虫の死亡率の差に起因していること
１)，２ ) ， ６）から，マメハモグリバエ食害痕の少ない

‘きゅらキッズ’を交雑親として積極的に利用してきた．

これまでのところ，マメハモグリバエ食害痕が少ない後

代であっても，この品種がもともと持つ，低温開花性が

劣る特性と花容がスプレーギクとしての商品性に劣る形

質を併せ持つ系統が多く，新品種の作出に至っていない．

しかし他の品種を用いた交雑組み合わせでも，この指標

を個体選抜段階から積極的に利用してきたことで，有望

な中間母本も作出できており，今後の育成系統に期待を

している．

我が国の花き生産を取り巻く環境が，原材料費の高騰

により生産コストが上昇していることに加え，市場取扱

額が横ばいあるいは縮小傾向にあり価格低迷が続いてい

る現状にあっては，低コスト化と差別化・ブランド化に

よる髙付加価値化の推進がますます重要な項目となって

いる．

低コスト化を図るためには，作業の機械化・自動化に

よる省力化，低温開花性の品種の導入，省資源型の栽培

体系や施設の導入等が必要とされる．差別化・ブランド

化による高付加価値化を図るために，オリジナル品種の

導入や日持ちの良い花の供給等が必要であるといわれて

いる５）．

このような中，生産現場からは，低温伸長性・低温開

花性を付与したキク等の導入やオリジナル性を求める声

がますます大きくなっている．加えて，消費者のニーズ

として「日持ちする花」という要望が，非常に強い状況

が依然として続いている．

「日持ちの良さ」はこれまでも選抜にあたって検証し

てきたが，今後は正式に育種目標に位置づけて改良品種

を育成することが，今までよりも必要とされると考える．

キク切り花の日持ち期間は、葉と茎に蓄積される糖含量

が多いほど長くなることが推定されている２)．今後は植

物体の糖含量と日持ちの関係を品種・系統間差で明らか

にし，これらの指標を使った選抜方法を開発することで，

交雑親の選定を可能にし，交雑育種における目標形質の

獲得のアプローチからの日持ちに優れる品種の育成が期

待される．
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Breeding of Autumn-Flowering Spray Type Chrysanthemums in Amami Region

Masashi Nishi, Goshi Watanabe, Kenichiro Hashiguchi and Norimitu Kuwazuru

Summary

We bred three cultivars of autumn-flowering spray type chrysanthemum ; ‘Kyura-ruby’,‘Kyura-kirara’and

‘Kyura-shusa' These are suitable for lighting in the open field and in flat woody-pole net house, flowering

from December to March in Amami region.

1 ‘Kyura-ruby’:petal color(PC), Dark Red;flower type(FT), single; flower diameter(FD), 6㎝ ; disc color(DC),

green; shoot length(SL), as long as ‘Olfe’; shoot elongation at low temperature(SELT), good; number of

days from the beginning of short day treatment to flowering(NDF), 57-63; suitable flowering period(SEP),

December to March.

2 ‘Kyura-kirara’:PC, yellow; FT, semi double; FD, 6㎝; DC, green; SL, longer than ‘Remidas’; SELT, good;

NDF, 47-53; SEP, December to March.

3 ‘Kyura-shusa’: PC, White; FT, single; FD, 6㎝; DC, green; SL, longer than ‘Sei Elza’; SELT, good; NDF,

52-61; SEP, December to February.The growth of mother-roots and rooting is good.

Keywords : Amami region, Autumn-flowering spray type chrysanthemum, Lighting cultivation,

Open, Flat woody-pole net house field
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