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開花期の年次安定性と斉一性に優れる 8月咲きの小ギク

‘春日の紅’の育成
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Abstract 

Annual changes and the lack of uniformity in the flowering period are recent problems in small-flowered chrysanthemum 

production shipped in early August in Japan. In order to improve the annual stability and uniformity in the flowering period, 

'Kasuga-no-beni'was selected among the breeding lines where by the difference in the average flowering day under unheated 

plastic house and open field conditions was within five days for four years.'Kasuga-no-beni'bloomed in early August every year 

under both conditions from 2010 to 2013. When'Kasuga-no-beni'and the traditional cultivar'Hiroshima-beni'were cultivated 

at constant temperatures of 10, 15, 20, and 25°C using growth chambers, we found that the unfolding rate and flower bud dif-

ferentiation of'Kasuga-no-beni'grown at 10 and 15°C were slower than those of'Hiroshima-beni'. Next, the effects of the 

nom叫 yeartemperature士3.5°Cfor 2 weeks from the vegetative growth phase to the reproductive growth phase on the flower-

ing period were investigated. In the vegetative growth phase, the node number of flower bud differentiation decreased as the 

temperature increased in the temperature range of 17 to 25°C, which is higher than that of'Hiroshima-beni'. In the reproductive 

growth phase, the flowering date of both cultivars was delayed with an increase from 22 to 29°C, however, the number of pro-

longed days in'Kasuga-no-beni'was lower than that in'Hiroshima-beni'. As for the uniformity of flowering, the peak rate of 

flowering stems of'Kasuga-no-beni'that bloomed in August 2-5 was higher than that of the control cultivars. The period from 

the beginning to the end of flowering in'Kasuga-no-beni'was shorter than in the control cultivars. 

Key Words : annual variation, early flowering, season flowering, temperature, uniform flowering 
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緒目

我が国の小ギク生産は，沖縄県における冬春期の電照抑

制作型と奈良県や茨城県などにおける夏秋期の露地季咲き

作型に大別される．そのうち，夏秋期生産では 8月の旧盆

や9月の彼岸が主要な出荷目標となるため，秋ギク型品種

より限界日長が長く高温下でも正常開花する夏秋ギク型品

種（川田・船越， 1988)が多く利用されている．夏秋ギク

型品種の開花期には，花芽の分化・発達に直接的に影響す
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る日長と温度だけでなく，冬季における長期の低温遭遇に

よって花芽分化しにくくなり，春季以降の気湿上昇によっ

て徐々に花芽分化しやすい状態となる性質が影響する（川

田ら， 1987;大石， 2011;Sumitomoら， 2013).

特に， 8月上中旬に自然開花期のピークとなる 8月咲き

品種は，限界日長が 17時問（川田ら， 1987)と夏至の日長

よりも長く，奈良県の生産現場においても自然日長の最も

長い 6月中旬頃においても花芽分化が観察される． このこ

とは， これら 8月咲き品種において自然開花期の決定に，

生育期間の湿度が大きく影響していることを示唆するもの

といえる． このため，低温遭遇後の春から夏にかけて十分

な高温を経過し，生理的に花芽分化の条件を整えた後に限

界日長を迎える秋ギク型品種に比べて，夏秋ギク型品種の

季咲き作型では総じて開花がばらつきやすく，収穫期間が

3週間にわたる品種もある． しかし，夏秋ギク型品種の中
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にも開花斉一性の程度に品種間差（仲ら， 2007)が見られ，

親株の系統選抜によって開花斉一性が改善される（仲ら，

2016)ことから，開花斉一性には遺伝的な要囚が関与して

いる可能性は高く，育種による改良の余地が残されている

ものと考えられる．

また，春以降の気温上昇によって徐々に花芽分化しやす

い状態となる夏秋ギクの性質は，近年頻発する暖冬や猛暑

などの気候変動の影響を受けやすい生態特性とも考えられ

る．生産現場でも旧盆向け7~8月出荷の小ギクで近年，

春～夏の湿暖化傾向による開花早期化が顕著にみられ，

収穫ピークが高需要期に合致せず問題となっている（森

ら， 2014).

こうした問題に対し，小野ら (2007)は在来品種の‘と

もこ＇とももわか’の交配後代から，露地と無加湿ハウ

スでの栽培における開花日の差が小さい系統を選抜するこ

とによって，開花期の年次変動の少ない新品種 'H-13' と

'H-42' を育成している． このことは，春から夏にかけて

の気温変動による開花時期の不安定性を交配育種によって

改善できる可能性を示唆しているものの， これらの品種で

開花期の年次変動が少なくなる要因については不明のまま

である．

そこで筆者らは，小野ら (2007)の選抜手法を援用する

とともに開花期の斉一性に着目した選抜によって，高温の

影響を受けにくく，開花の年次安定性と斉一性に優れる 8

月咲き小ギクの品種‘春日の紅’を育成したので，その育

成経過と生育特性ならびに， こうした生育特性が示される

要因について調査した結果を報告する．

材料および方法

育成経過

‘春日の紅’の育成ならびに各特性調査は，いずれも奈

良県橿原市の奈良県農業研究開発センター内で行った．

小野ら (2007)が交配親に用いた在来の赤色系品種‘とも

こ’と‘ももわか’ならびに，予備調査で開花時期の年次

変動が比較的小さいと見られた在来の白色品種‘白山手'

と黄色品種‘翁丸’を用いた正逆の交配を2007年 12月に

行った．

得られた 11組合せ約2000粒の種子を2008年2月に播

種し， 3月初旬に摘心，その分枝を実生個体ごとに2本ず

つ3月31日~4月 1日に挿し芽して， 1,656実生系統で各

2株の挿し芽苗を得た． これらを慣行に準じた露地条件と

それより高温となる無加温ハウス条件（以後，単にハウス

条件と記す）に 1株ずつ4月25日に定植， 5月6日に摘心，

6月20日に株当たり 1本に整枝した. 6月下旬~9月上旬

までに開花したすべての切り花について開花日を調査し，

両条件下での開花日の差が 7日以内であった系統のうち，

切り花としての草姿や花容を考慮して 44系統を一次選抜

したなお栽植様式は，畝問 130cm, 条間7.5cm, 中央条

間30cm, 株間7.5cmの複2条植えとした．

その後 2009~2011年までの 3年間にわたって一次選

抜と同様に，露地条件とハウス条件での比較栽培において

開花日の差が5日以内となり，開花日の標準誤差が概ね

1.0以下となることを基準に選抜を繰り返した．選抜時に

は，開花日をすべての切り花について調査した．

各年次ともハウス条件では，換気扇とハウスサイドの開

閉による換気を2s0c以上で開始し， 23°c以下で止めるよ

うに 5月中下旬まで管理し，それ以降はハウスサイドを常

時開放とした選抜圃場の耕種概要は各年次とも， 80cm

幅の栽培ベッドに条間36cm, 株間 12cmの2条植えとし，

施肥はN,P205および氏0を2.3,2.6および2.1kg• a-1と

して全量元肥で全層施用した．摘心後の整枝は株当たり 4

本とした．

2009年は各系統8株を 3月 10日に挿し芽， 4月6日に定

植， 4月 17日に摘心， 5月25日に整枝した. 2010年は各

系統 14株を 3月24日に挿し芽， 4月 13日に定植， 4月26

日に摘心， 5月31日に整枝した. 2011年は各系統 10株を

3月 10日に挿し芽 4月 1日に定植 4月20日に摘心， 5

月24日に整枝した．

これらの選抜により，開花揃いがよく，ハウス条件と露

地条件での開花日の差が5日以内となる性質が見られた系

統を，‘春日の紅’として品種登録した（廣岡ら， 2013).

実験 1 開花期の年次変動

開花期の年次変動を調査するため，系統選抜で用いたハ

ウス条件と露地条件の比較栽培試験を 2012~2013年にも

継続した．なお年次変動の検討には，供試個体数が少なく

育苗環境の異なった2009年データを除き， 2010~ 2013年

の4か年分のデータを用いた．

栽植様式，施肥およびハウス管理は2009~2011年の系

統選抜時と同様とした. 2012年は各区8株を 3月21日に

挿し芽， 4月 11日に定植， 4月 19日に摘心， 5月25日に

整枝した. 2013年は各区24株を 3月 15日に挿し芽， 4月

6日に定植， 4月 18日に摘心， 5月2日に整枝し，各区 8

株の開花日を調査するとともに，各区 16株について 5月

30日から開花まで毎週 l回，生育中庸なジュート 5本の花

芽分化を岡田 (1963)に準じて調査した. 2012年には在

来品種の‘小鈴, 8株を， 2013年には在来品種の‘小鈴'

と‘広島紅’各 8株を同時期に自然開花する対照品種とし

て，同様の条件で比較栽培した． これら 2品種は，奈良県

内の産地で旧盆出荷向け8月咲き品種として 30年以上に

わたって生産されてきた主力品種である．各区とも，切り

花ごとの開花日に分枝基部から順次収穫し，すべての切り

花について開花日を調壺した．

実験2 一定の栽培温度条件が花芽分化節数に及ぼす影響

実験には‘春日の紅’と対照として在来品種‘広島紅'

を用いた. 2012年3月23日に無加温ハウスで越冬させた

親株から採取した穂を，培養土 (Metro-mix#350,Sun Gro 

Horticulture Distribution)を充填した200穴セルトレーに挿

し芽し，無加温湿室内の間欠ミスト下で育苗した．発根し
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たセル苗を 4月 11日に9cmポリポッ トで鉢上げし，摘心

まで無加温湿室内で養成した．鉢上げ用土は， ピートモ

ス，バーライトおよびバー ミキュライトの等量混合に，苦

土石灰（アルカリ分 55%, くみあい粒状炭酸苦土石灰，

上田石灰製造（株）） 2g• L-1と緩効性肥料 （くみあい被覆

硝安加里複合エコロング 413-140, ジェイカムアグ リ（株））

をN:P205: K20が560:440 : 520 mg・Lー1となる ように添加

して用いた. 4月 19日に基部 5節を残して摘心し，明期，

暗期ともに一定で 10, 15, 20および25°cに設定した 4台

の人工気象器 (MLR-350H,三洋電機（株））に各区 8株を

直ちに搬入し，温度処理を開始したそれ以外の環境条件

の設定は同一とし，昼光色蛍光灯により 100~ 150μmo! • 

m―2 • s―1で12時間日 長と し， 湿度はなりゆき とした.5月

上旬に株当た り1本に仕立て，追肥は行わず間断底面灌

水により管理 した．湿度処理は 150日目 の9月 16日まで

行った．

処理開始から 56日目 の6月 14日に分枝長，分枝節数お

よび発蕃の有無を調査し，その後は発蕃日，開花 日および

花芽分化節数を記録した処理終了までに開花しなかった

分枝は，9月 16日に花芽分化の有無と分化節数を目視お

よび実体顕微鏡下で確認した．

実験 3 生育ステージごとの短期間温度処理が開花に及ぼ

す影響

実験には‘春 日の紅’と 在来品種 ‘広島紅’各区 7株を

用いた. 2014年3月6日に無加湿ハウスで越冬させた親株

から採穂し，実験2と同様の手法で育苗した発根したセ

ル苗を 5号鉢に 1株ずつ 4月4日に定植， 4月 18日に摘心，

5月20日に株当たり 2~3本に整枝した鉢上げ用土は実

験2と同様の組成に，実験2で用いた苦土石灰 2g・L-1と

緩効性肥料を N:PzOs:KzOが420:330: 390 mg・L-1となる

ように添加して用いた．

短期間湿度処理は人工気象器 (MLR-350H, 三洋電機

（株））を用い，処理時期と処理濫度を各 3水準として，そ

れらを組み合わせた計 9区を設けた（第 1表）．処理時期

は第 1表のように栄養成長期の前半（以後，V1期とする），

栄養成長期の後半（同， V2期）および花芽分化期 （以後，

R期）に相当するように， 4月21日~5月6日，5月21日～

6月5日および6月21日~7月6日の各 15日間で設定した

第1表 各処理区における設定目標気混と実際の平均処理湿
度（実験3)
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第1図 奈良県橿原市での過去 10年間における平年 (2004~

2013年），最低年および最高年の旬別平均気湿とそれ
らの年次較差
矢印は，実験3における湿度処理期間
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Z各処理時期の期間を示す（月／日）
y ( )内は，処理目標とした設定湿度を示す

なお， R期は前年度までの栽培経過から花芽分化期が6月

下旬頃であることが推察されたため， これを含む期間とし

て， Yr期は活着後に摘心後分枝が伸長し始める時期とし

て設定した. Vz期は，これらの中間になるよう設定した

処理湿度は明期と暗期を通じて一定とし，第 1表のよう

に平年区は各処理期間の平年平均気湿を，高温区は平年区

より 3.5°C高い気湿を，低温区は平年区より 3.5°C低い気

湿を設定目標とした．高温区と低湿区における 3.5°Cの温

度差設定は，実験前年までの 10年間 (2004~2013年）に

奈良県橿原市の奈良県農業研究開発センターで測定した旬

別平均気湿から，最大の年較差に相当するように決定した

（第 1図）．処理期間以外は，全区とも同一の雨よけハウス

内で，気湿はなりゆきで管理した．

各区とも， 人工気象器の明期は昼光色蛍光灯 により

100 ~ 150μmol・m―2 • sー1とし，日長は各処理時期の自然日

長に合わせて Yr期は 13.5時間， V2期と R期は 14.5時間

とした

各分枝の開花時に，摘心後到花日数と花芽分化節数を調

査した

実験4 開花斉一性の特徴

実験には‘春日の紅＇と在来品種‘広島紅’および‘小

鈴’を用い，各品種20株5反復とした実験3と同様にし

て育成したセル苗を，あらかじめN,P205およびK20を
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2.3, 2.6および2.1kg・a-1として全量元肥で全層施用した

畝問 130cmの露地圃場に，条間 36cm, 株間 12cmの2条

植えで 2012年 4月 2日に定植した. 4月 11日に墓部 5節

を残して摘心し， 5月 23日に株当たり 5本に整枝した．

生育調査として，摘心から 23日後の 5月 4日，52日後

の6月 2日， 77日後の 6月 27日および 102日後の 7月 22

日に分枝長，分枝の展開葉数および発薔の有無を調査し

た 6月 19日には， 5反復のうち l反復から各品種40本

の生育中庸な分枝の茎頂を採取し，花芽分化の状態を岡田

(1963)に準じて実体顕微鏡下で調査した．残る 4反復に

ついては，各分枝の開花日に基部で採花し，開花日と切り

花長を集計した

結果

育成経過

2008年の一次選抜対象とした 1,656実生系統のうち，50

以上の実生系統が得られた 9組合せ 1,503実生系統のハウ

ス条件と露地条件における開花日の差による分離比を第 2

表に示したハウス条件で開花が 8日以上早期化した系統

が30~56%であったのに対し，開花が 8日以上遅延した系

統は 2~13 %, 両条件での開花日の差が 7日以内であった

系統は 31~66%となり，総じてハウス条件での開花日が

露地条件と同等もしくは早期化する実生系統が多かった

2009~2011年の系統選抜を通じて開花揃いがよく，ハ

ウス条件と露地条件での開花日の差が 5日以内 となる性質

が見られた系統を最終選抜し，春日の紅’として種苗法に

基づく品種登録を 2012年に出願し， 2013年に品種登録と

なった（廣岡ら， 2013). '春日の紅＇は‘ともこ＇を種子親

とし‘白山手を花粉親とした交配から得られた赤色品種

で，舌状花表面は赤紫色 (RHSカラーチャート 64A), 頭

花径 37mm, 舌状花数 20枚程度，頭花数 28輪程度で，頂

花が正常開花する花房型の小ギクである （第2図）．

選抜過程において，露地条件およびハウス条件における

春日の紅’の開花日は， 2009年が7月 31日および 7月27

第2表 ハウス条件と露地条件における開花 Hの差による交

配小ギク実生系統の分離比

交配した品種組合せ 実生系統の分離比 z

実生 ハウス両条件でハウス
種子親 x 花粉親 系統数 条件でほぼ同時条件で

早期開花に開花開花遅延

ともこ X 翁丸 180 56% 31% 13% 

白山手 x 翁丸 172 30% 66% 4% 

翁丸 X 白山手 166 38% 51% 11% 

ともこ X 白山手 273 47% 48% 4% 

ももわか x 白山手 146 35% 61% 4% 

ももわか x ともこ 76 53% 36% 11% 

翁丸 X ももわか 197 SO% 37% 12% 

ともこ X ももわか 150 54% 40% 6% 

白山手 x ももわか 143 SO% 48% 2% 

合計 1,503 46% 47% 7% 

端数の処理方法により，一部合計が 100%とならない場合
がある
Z 開花日の差による区分は，露地条件とハウス条件の開花
日の差が 7日以内の場合を，ほぼ同時期とみなし，それよ
りハウス条件で早期開花もしくは開花遅延に区分した

日， 2010年が 8月 7日および 8月 12日， 2011年が 8月 5

日および 8月4日となり，各年次とも両条件での開花日の

差は 5日以内， 各々の標準誤差は 0.5~0.9程度であった．

実験 1 開花期の年次変動

2010~2013年までの露地条件およびハウス条件におけ

る春日の紅’の開花日を第 3図に，各年次の栽焙条件に

よる月別平均気温を第 3表に示したまず，年次間での開

花時期の変動に着目すると ‘小鈴’では， 4月の気湿が高

かった 2012年の平均開花日が 7月 17~22日と， 2013年

の8月 1日（両条件とも同一）に比べて 10日以上早くな

る年次変動が見られた．‘広島紅’においても 2010年と

2013年の平均開花日が 8月 16日 （露地条件のみ）と 7月

28日~8月 2日であり， 14日以上の年次変動が見られた．

これらに対し‘春日の紅’では， 4~6月の気温が一貫し

第2図 春日の紅’の草姿（左）と頭花ならびに舌状花の形状（右）
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年次 20IO 201 I 2012 2013 2012 2013 2010 2013 

品種 ‘春日の紅' ‘小鈴'y ‘広島紅'

第3図 栽培環境と年次による‘春日の紅’の開花日変動
Z図中の陽線および陰線は，平均開花日土標準偏差および開花始～開花終を示す
y'小鈴’と‘広島紅＇は ，対照とした在来品種

第3表 各年次の栽培条件による月別平均気温とその気温差

N 81--0-露地
試験 栽培 4月Z 5月 6月 7月 8月 ';¥ -一＆— - ハウス
年次 条件 I 6 

露地 9.8 15.5 20.9 25.1 27.3 
Iト
l'¥ 

2010 ハウス 12.2 17.2 21.5 25.3 30.8 [ 気温差 y +2.4 +1.7 +0.6 +0.2 +3.5 

露地 10.0 16.3 21.7 24.7 25.9 

201 I ハウス 11 8 18.1 22.7 26.0 27.3 

気温差 +1.8 +1.8 +1.0 +1.3 +1.4 ゜5/30 6/13 6/27 7/11 7/25 

露地 17.3 18.3 22.1 27.0 28.6 調査日（月／日）

2012 ハウス 17.7 20.2 24.9 30.2 29.7 

気湿差 +0.4 +1.9 +2.8 +3.2 +I.I 
第4図 栽培条件が ‘春日の紅’の花芽分化と花芽発達に及

ぼす影響 (2013年）

露地 11.5 17.5 22.4 26.6 27.3 z花芽分化ステージは岡田 (1963)に準じて区分し，以

2013 ハウス 13.2 18.6 23.9 28.0 29.1 下のとおり指数化して集計した

気温差 +1.7 + 1.1 +1.5 +1.4 +1.8 (n=5, エラ ーバーは標準偏差）

〇： 未分化，1:成長点膨大期，2:総包形成前期， 3: 
z4月は各年次の定植以降の気湿 総包形成後期， 4:小花形成前期，5: 小花形成後期，
y気温差は，ハウス条件から露地条件の気温を引いた差 6: 花弁形成前期， 7:花弁形成中期， 8:花弁形成後期

て低く推移した 2010年に両条件で 8月 8~12日と開花が

やや遅れたものの， 2011~2013年の 3か年の平均開花 日

は両条件とも 8月2~5日の 3日間に安定 しており年次な

らびに栽培条件による差は小さかった．

次に，試験年次ごとに露地条件とハウス条件の開花日 の

差についてみると， 春日の紅＇の平均開花日は露地条件

に比べてハウス条件で，同等もしくはやや遅くなったが，

その差は—0.7~+3 .7 日であ っ た 一方， 2012 ~ 2013年の

‘小鈴では，露地条件に比べてハウス条件で開花始めが

早くなり，平均開花日も 2012年作では 5.9日早くなった．

また両年次とも，開花期間が長くなり開花が不斉ーになる

領向がみられた. 2013年の‘広島紅’では，ハウス条件で

露地条件よりも開花が4.7日遅れ，不斉ーとなった．なお，

各年次とも栽培期間中のハウス条件の気温は，露地条件に

比べて 0.4~3.5°C高く推移していた （第 3表）．

2013年に調査した春日の紅’の花芽分化および発達の

経過を第 4図に示した第 3表に示したように 2013年の

ハウス条件での気湿は露地条件の気湿よりも栽培期間中

を通じて 1.1~ l.8°C高く推移していたが，花芽の分化開

始時期および発達速度に差はみられず，両条件とも 6月

13日に花芽分化が始まり ，7月 18日には花弁形成後期と

なった．

実験2 一定の栽培温度条件が花芽分化節数に及ぼす影響

10, 15, 20および2s0c区の処理期間中の平均温度は各々
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第4表 栽培温度が‘春日の紅’および‘広島紅’の初期生育，摘心から発菅までの日数，発蕃から開花までの日
数および花芽分化節数に及ぼす影響

品種 培
度

栽
温

生育調査 (56日目）

展開葉数 分枝長
（枚） (cm) 

摘心から発蕃
までの日数
（発雷株率）y

発菅から開花
までの日数
（開花株率）

花芽分化
節数

10°C 9 az 3 a 150< (0%) - (0%) 

15°C 18 b 13 b 132 c (75%) 24 a (25%) 

20°C 23 c 18 c 87 b (100%) 24 a (100%) 

25°C 25 c 23 d 73 a (100%) 23 a (100%) 

10°c 8 a 4 a 150< (25%) - (0%) 

15°C 20 b 21 b 73 b (100%) 31 a (100%) 

20°c 24 b 32 c 44 a (100%) 30 a (100%) 

25°C 24 b 29 c 44 a (100%) 30 a (100%) 

Z表中の異なる英小文字間に， TukeyのHSD検定により 5%水準で有意差あり (n=8)

y発菅株率と開花株率は，摘心後 150日目の試験打ち切りまで調査
X花芽分化節数は，未発菅の場合は 150日目に検鏡により確認した， 10°c区では‘広島紅’の 75%と‘春日の紅'
のすべての株が未分化であったため，検鏡で確認された全節数を（ ）内に記した

(49)x 

‘春日の紅'
57 b 

44 a 

40 a 

(46) 

‘広島紅'
34 b 

24 a 

25 a 

9.1, 15.5, 19.3および24.5°Cで，概ね設定した温度勾配が

得られた．栽培湿度が処理後 56日目の初期生育，摘心か

ら発菅までの日数，発薔から開花までの日数および花芽分

化節数に及ぼす影響を第4表に示した．

処理 56日目の初期生育について 25°c区を甚準に比較す

ると，‘広島紅’の場合，展開葉数は 10°c区でのみ少なく，

分枝長は 15°c区と 10°c区で短くなったが，‘春日の紅'

の場合，展開葉数は 15°c区と 10°c区で少なく，分枝長は

20°c以下の 3区で短くなった．

両品種とも 10°c区では摘心後 150日目までに発蕃した

個体はなく，実体顕微鏡による観察でも‘広島紅’の一部

にのみ花芽分化が確認できた．一方， 15°c以上の全処理

区では， 75%以上の個体の発齋が確認できた．

‘広島紅’の花芽分化節数は， 25°c区と 20°c区に差が見

られず， 15°c区で多くなった. 10°c区では処理終了時に

46節まで葉が分化し， 25%の個体では花芽分化が確認さ

れ，それらの平均花芽分化節数は46節であった．摘心か

ら発齋までの日数は 15°c区より 20°c区と 25°c区で短く

なった．一方，‘春日の紅’の花芽分化節数も 25°c区と

20°c区に比べて 15°c区で多くなったが，花芽分化節数は

40~57節と‘広島紅’の 24~34節に比べて多かった．摘

心から発管までの日数は，温度が高いほど短くなった．

発蕃から開花までの日数は，両品種とも 15°c以上の各

区で差が見られなかった．

実験3 生育ステージごとの短期間温度処理が開花に及ぼ

す影響

各処理区の湿度は第 1表のように，全体的に設定目標

よりもやや低く，平年区の実測値はV1期 14.1°C, V2期

20.4°C, R期25.5°Cとなったが，高湿区はそれらより各々

3.0~4.3°C高く，低湿区は 3.0~4.0°C低くなり，概ね目

標に近い温度勾配となった．

各生育ステージでの温度処理が両品種の花芽分化節数と

摘心後到花日数に及ぼす影響を第 5図と第 6図に示した．

V1期の‘広島紅’では低湿区と比較して平年区と高湿区で

花芽分化節数が少なくなったのに対し， ‘春日の紅’では

低温区と平年区に差がなく高湿区で花芽分化節数が少なく

なった．一方，摘心後到花日数は両品種とも高温の処理区

ほど短くなったが，高温区と低温区との到花日数の差は

‘広島紅’で 10.0日に比べて，‘春日の紅’では6.5日とや

や小さかった．

次にV2期において‘春日の紅’の花芽分化節数は，平年

区と比較して低湿区で多くなり，高温区で少なくなった．

これに対し‘広島紅’の花芽分化節数は，低湿区に対し高

温区で多くなったものの，平年区と高湿区もしくは低温区

の間に有意差は見られなかった． ‘春日の紅’の摘心後到

花日数は，花芽分化節数と同様に低湿区で長く，高湿区で

短くなり，高湿区と低湿区の摘心後到花日数に9.1日の差

が見られた．一方， ‘広島紅’の摘心後到花日数では，処

理区間に差が見られなかった．

R期には，両品種とも湿度処理による花芽分化節数の差

は見られなかった． しかし，摘心後到花日数はV1期およ

びV2期とは逆に，低湿区で短くなり，高湿区で長くなっ

た．摘心後到花日数における低湿区と高湿区との差は，

‘広島紅’で約 10日であったのに対し， ‘春日の紅’では約

7日と小さかった．

実験4 開花斉一性の特徴

露地栽培における‘春日の紅,,'広島紅’および‘小鈴'

の開花斉一性を， 2日間当たり開花茎率で集計し第 7図に

示した． ‘春日の紅’と‘広島紅＇はいずれも 8月2~5日

に，‘小鈴’は7月25~26日に開花盛期となった． ‘春日の

紅＇は‘広島紅’および‘小鈴’と比較して，開花盛期の開

花茎率が高く，開花始めから開花終わりまでの期間も短

かった．

両品種の展開葉数および分枝長の推移を第8図に示し
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第 8図 露地栽培した 8月咲き小ギク春 日の紅'''広島紅'

および‘小鈴＇の展開葉数と分枝長

z誤差範囲は，標準誤差 (n=96), 誤差範囲が見えない

場合は，マーカーシンボルより 小さい
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D '広島紅'

■ ‘春日の紅'

• ‘小鈴'

花芽分化ステージ z

第9図 露地栽培した 8月咲き小ギク春日の紅,,'広島紅,, 

および‘小鈴’の花芽分化ステージ別茎数割合
Z 花芽分化ステージは，摘心69日後の 6月 19日に，岡

田 (1963)によって区分した (n=40) 

た． ‘春日の紅’の展開葉数は摘心後 77日目までは， ‘小

鈴’よりやや少なく‘広島紅’と同程度に推移したが，そ

の後 102日目まで展開葉数が増加し続ける点において他の

2品種と異なった春日の紅’の分枝長は摘心後 52日目

と77日目で他の 2品種より短かったが，77日目以降も伸

長が継続することで 102日目には‘広島紅’と同程度と

なった．摘心後 69日目にあたる 6月 19日の花芽の状態は

第 9図のように， ‘春日の紅’で膨大期～総巷形成前期に

集中していたのに対し， ‘広島紅’では総茜形成前期～小

花形成後期 ‘小鈴’では総巷形成前期～花弁形成中期ま

での広い範囲にあった

考察

8月の旧盆向け小ギ クは，年間最大の高需要期であるに

もかかわらず毎年，需給バランスが安定せず価格の騰落を

繰り返している（浅野 ・仲， 2012).これは，この時期の生

産が本州各地の比較的小規模な生産者による露地季咲き栽

培によって担われており ，近年の頻発する気象変動によっ

て開花時期が大きく年次変動していることが原因にある．

特に，春から夏にかけての高温傾向によって開花が早期化

し，出荷ビークが最需要期と外れる場合が少なくない こ

の問題に対し，露地電照抑制栽培（小山 ・和田， 2004;森

ら， 2014;角川ら， 2007)が提唱され普及が始まっているも

のの，初期投資が必要なことから，普及先が比較的大規模

な生産者に限定されているこれに対し本報では，比較的

小規模の生産者でも導入しやすい方法として，高湿年でも

年次変動しにくく（第 3図）， 開花斉一性に優れる（第 7

図）新品種を目標として春日の紅’を育成した同様の

問題意識から，小野ら (2007)が既に 'H-13'と 'H-42'

を作出し，各々‘紅式部’と‘夏京華’として品種登録され

ている（弓勢ら， 2009a,2009b)が，その生育特性の要因

については検討されていないそこで本報では，‘春日の

紅’の生育特性である開花期の年次安定性と斉一性を示す

とともに，在来の主力品種であった‘広島紅’および‘小

鈴’との比較によって，その特性が発現する要因について

検討した

まず，実験 lにおいて‘春日の紅＇の開花時期は，年次

や栽培条件によらず高需要期である 8月上旬に集中した

（第 3図）．夏秋ギク型品種の開花期には，冬季における

長期の低湿遭遇によって花芽分化しにくくなり，春季以降

の気温上昇によって徐々に花芽分化しやすい状態となる

性質が影磐する（川田ら， 1987;大石， 2011;Sumitomoら，

2013). 実験2において，‘春日の紅’と‘広島紅’のいずれ

も湿度が高いほど葉の展開が速く，同時に花芽分化節数が

少なくなり，結果的に発菅までの日数も短くなっていたこ

と （第 4表）は，供試した小ギク品種でもこうした性質を

持つことを示している しかし， ‘広島紅’と比較して‘春

日の紅’には， 1s0c以下での展葉が遅い点と 20°c区の摘

心から発管までの日数が25°C区より有意に短い点におい

て違いが見られた（第 4表）． また， 150日まで栽培を継続

した 10°c区において， ‘広島紅＇では 46節で一部の個体

に花芽分化が確認された一方，春日の紅’では49節まで

葉分化しても花芽分化が全く見られなかったこれらのこ

とは，‘広島紅＇と比較して‘春日の紅’の特性として 10~

1s0cの湿度域で展葉が遅く，花芽分化しにくい性質が維

持されている，すなわち花芽分化しやすい状態になるため

に‘広島紅’よりも高い湿度城が必要であることを示唆す

るものと考えられた．

こうした温度に対する反応の品種間差は，ステージ別の

短期間温度処理を行った実験 3においても見られた. V1 

期処理の 11~ 11°cの範囲において‘広島紅＇は 14°c以上

の平年区と高温区で， ‘春日の紅＇は 11°c以上の高温区で

のみ花芽分化節数が少なくなった（第 5図） • V2期処理の

16~25°Cの範囲において， ‘春日の紅＇は湿度が高いほど

花芽分化節数が少なくなり到花日数も短くなったが， ‘広

島紅’の花芽分化節数と到花日数は同等もしく は逆に高湿

で多くなったこれは，‘広島紅’がV1期処理の平年区と

高温区に見られたように，高湿による花芽分化節数と到花

日数の減少で示される花芽分化しやすい状態に変化する段

階を既に V2期以前に終えていたため， V2期処理で到花日

数に直接影響するような花芽分化節数の低下が生じなかっ

たのに対し，春日の紅’では V2期の 16~25°Cという温

度域で急速に花芽分化節数と到花 日数の減少が生じたもの

と解釈できる．

これらのことから，春日の紅＇は在来品種‘広島紅＇と

比較して，花芽分化節数と到花日数の減少を引き起こす湿

度域が 17~20°C以上と高い特徴があり，そのために奈良

県での 4月~5月上旬における 12~20°Cの年次変動幅の

影響を受けにくく，平年値が21°c以上となる 5月下旬以

降に急速に花芽分化しやすい状態に変化してゆくものと考
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えられた．加えて，奈良県の V1期における 2004~2013

年の年次較差は最低年と最高年の間で最大7.2°cであるの

に対し，平年の梅雨入り時期に相当する V2期の年次較差

は最大4.4°cと小さく（第 1図），栽培期間のなかでも最も

気湿の安定した季節に相当する． このことも先述の品種特

性と相まって，開花期の年次変動が小さくなる方向に働い

ているものと考えられる．

夏秋ギクの開花期決定に関わるもう 1つの要因として，

花芽分化以降の高湿による花芽発達抑制が開花遅延を引き

起こすことが知られている（間藤ら， 2009;西尾ら， 1988).

実験3のR期処理において‘春日の紅’と‘広島紅’の両方

で， 22~29°Cの範囲で花芽分化節数に差がなく，温度が

高いほど到花日数が長くなっており，高温による花芽発達

抑制が生じたものと考えられた． しかし，高湿区と低温区

の到花日数の差は‘広島紅’の9.6日に比べて，‘春日の紅'

で7.1日とやや小さかった（第 6図）．実験 1の花芽発達経

過（第4図）においても，露地条件とハウス条件で差が見

られず，春日の紅’の花芽発達期における高温の影響が比

較的小さいことが示されている．

以上のことを併せて考えると‘春日の紅’の開花期が在

来品種‘広島紅＇と比べて安定する理由として，次の 3点

が考えられた．ひとつには，‘春日の紅’は20°cより低い

温度域で展葉が遅く，花芽分化しにくい状態が維持されや

すいため，それより低い 12~20°Cの湿度域で年次変動の

大きい4~5月上旬の栄養成長期前半には，花芽分化節数

と到花日数の減少という影響を受けにくいことである. 2 

点目には， これより高い 19~22°Cの湿度域で気湿の年次

変動の比較的小さい 5月下旬~6月中旬の栄養成長期後半

に， ‘春日の紅＇は急速に花芽分化節数が減少して花芽分

化に至るため，発曹までの日数の変動幅が小さくなるとい

うことである．加えて 3点目に，生殖成長期の 23~28°C

という湿度域で生じる花芽の発達抑制は‘春日の紅’でも

発生するものの，その程度が‘広島紅’より小さいという

ことである． これら‘春日の紅’で観察された特徴は，高

湿による花芽分化節数の減少に関する品種問差に着目した

選抜によって，気候変動の影響を受けにくい品種育成の可

能性を示唆するものと考えられる．

実験4では‘春日の紅’が在来品種の‘広島紅’および

‘小鈴’に比べて開花斉一性に優れること（第7図）が明ら

かとなったが， この違いは既に花芽分化の初期にも見いだ

された（第 9図）．岡田 (1963)による花芽分化段階の区

分は時間的に等問隔の尺度ではないため対照品種との統計

的な比較は難しいが，少なくとも‘春日の紅’の花芽分化

が比較的斉ーに開始されていたことは推察できる．同時

に，‘広島紅’と‘小鈴’では摘心後 77日目の 6月27日以

降に新たに展開する葉が少なく（第 8図），高温による花

芽発達の抑制を受けながらゆっくりと開花に至ったのに対

し， ‘春日の紅＇は花芽分化の開始が遅いため摘心後 77日

目以降も葉の展開を続けていた． これらのことは，先述し

たように‘春日の紅’において，高温による花芽分化節数

の減少が 5月下旬以降の比較的短期間に生じること，なら

びに高湿による花芽発達の抑制程度が‘広島紅’よりも少

ないことが要因と考えられる．

以上のように，ハウス条件と露地条件での開花日の差に

着目した選抜によって育成された‘春日の紅＇は，在来品

種と比較して主に，年次変動が大きい 4~5月上旬の温度

条件では花芽分化節数や発蕃までの日数が変化しにくく，

比較的気湿の安定する 5月下旬以降にこうした変化が生じ

るため，開花期の年次安定性と開花斉一性を示すものと考

えられた． しかし， この特性は年次変動の温度域と育成地

の気象条件に依存して発揮されているため，気温や入梅時

期の大きく異なる冷涼地などでは，地域に応じた育種を行

う必要があるものといえる．そうした場合，普及対象地域

ごとに開花期に強く影響している時期や気湿年較差を探索

しておく必要はあるものの，本報で用いた手法を援用した

育種が可能と考えられる．

摘要

8月上旬出荷の小ギク生産では近年，開花期の年次変動

と開花期間の長さが問題となっている．そこで，開花期の

年次安定性と開花斉一性の向上を目的に， 8月上旬咲きの

新品種‘春日の紅’を育成した． ‘春日の紅’は無加湿ハ

ウスと露地における開花日の差が 5日以内となることを条

件に選抜された. 2010~2013年の 4か年に露地条件とハ

ウス条件で栽培した‘春日の紅＇は，年次と栽培条件によ

らず概ね 8月上旬に開花した. 10, 15, 20および2s0cの

一定湿度で栽培した場合， ‘春日の紅’は対照品種の‘広

島紅’よりも 10~1s0cで展葉が遅く，花芽分化しにくい

特徴が見られたまた，栄養成長期から生殖成長期のうち

2週間における士3.5°Cの温度処理が，開花に及ぼす影響を

調査した．栄養成長期では，対照品種‘広島紅’に比べて

より高い 17~25°Cの湿度域で，高湿ほど花芽分化節数が

少なくなった．生殖成長期では，対照品種と同じ 22~

29°cの範囲で高湿ほど開花が遅延したが，その遅延程度

は小さかったまた開花斉一性について， ‘春日の紅＇は 8

月2~5日の開花盛期の開花茎率が高く，開花始めから開

花終わりまでの期間も短かった．
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