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短日夜冷育苗によるシネンシス系デルフィニウムの切り花品質の向上

黒島学＊

北海道立総合研究機構花・野菜技術センター 073-0026 北海道滝川市

Improvement of Delphinium grandiflorum L. Cut Flower Quality by Short-day 

and Night Chilling Treatments of Seedlings 

Manabu Kuroshima * 

Hokkaido Ornamental Plants and Vegetables Research Center, Takikawa, Hokkaido 073-0026 

Abstract 

Delphinium grandiflorum cut flowers of the summer-to-autumn culture in Hokkaido have unfavorable characteristics, such as 

a short stem length and few lateral branches. In the present study, the effects of short-day and night chilling treatments on D. 

grandiflorum seedling growth were investigated to improve the cut flower quality. Delphinium grandiflorum'Super Grand Blue' 

and'Super Platinum Blue'were treated with combinations of short-day (9-h light period) and night chilling (10°C) conditions 

using a spot air-conditioner for 35 days until planting. Under the combination of short-day and night chilling treatments, the cut 

flower lengths were the longest and the number oflateral branches was the highest in both cultivars. The short-day treatment had 

stronger inhibitory effect than the night chilling treatment on the shift from vegetative to reproductive growth. Moreover, when 

'Super Platinum Blue'was treated with night chilling at 9, 12, 15, and 18°C under the short-day condition, the cut flower length 

was the longest and the number of lateral branches was the highest at 9°C. The cut flower length did not differ between the 

temperatures of 12°C and higher, whereas the number oflateral branches decreased with higher temperatures. These results in-

dicate that culturing D. grandiflorum seedlings under the short-day (9-h light period) and night chilling (10°C) conditions is an 

effective way to improve the cut flower quality of the summer-to-autumn culture in Hokkaido. 

Key Words : cut flower length, lateral branch 
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緒曰

デルフィニウムの切り花は，青色を基調とした涼しげな

色合いから夏秋期には欠かすことのできない花材であり，

北海道はその夏秋期の出荷を担う主要な産地である．デル

フィニウム属は量的長日植物の特性を示し (Garnerら，

1997; 勝谷ら， 2002;Kikuchiら， 2000;佐々 木ら， 2008), 長

日・高温条件では抽苔が促進される．そのため， 9~10月

の夏秋期に出荷する作期においては切り花品質の低下が顕

著になり，実需者側からは安定した出荷量とともに切り花

品質の向上が求められている．

シネンシス系デルフィニウム（以下シネンシス系）は，

良く側枝を発生する特性から主茎を摘心し側枝を開花させ

て出荷するスプレー状に仕立てられる．そのため切り花の

出荷においては，切り花長と側枝数を基準に規格分けされ

るのが一般的であり，同じ切り花長であっても側枝数が多

いほど上位等級となる．夏秋期出荷の切り花は，他の出荷
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期よりも切り花長が短く側枝数が少なくなり，商品性の低

下が著しい．そのため切り花品質の向上を目的に，抽苔期

から人工光で自然日長を延長して 18~20時間の長日条件

とする長日処理が普及している． この長日処理には，切り

花長を増加させる効果は認められているが，側枝数の増加

は認められていないため（黒島ら， 2009), 品質の向上に

十分に対応ができている状態ではない．

エラータム系デルフィニウム（以下，エラータム系）の

切り花では，切り花長と花穂長や小花数を某準に規格分け

されることが一般的である．長日高湿条件における栽培で

は，花芽分化が促進され葉数が少ないまま早期抽苔を生じ

るまた，早期抽苔した切り花は，草丈が短く小花数が少

なく，商品性が低い（勝谷・池田， 1997). そのため，早

期抽苔を防止するため育苗中の日長と温度を調節すること

により，切り花長と小花数を増加させる冷房育苗技術が

確立された（平井• 森， 1999;勝谷ら， 2002). 比較的冷涼

な北海道の産地においても，夏秋期の切り花品質の向上を

目的に冷房育苗技術を導入する事例が増えている（藤田，

2014). 

シネンシス系における冷房育苗技術は，育苗期間につい

て7~8月収穫（佐々木， 2007) と11月収穫（井上， 2006)
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で検討された程度と報告は少なく，さらに商品性の向上に

必要な側枝数への影響に関する情報は十分ではない．

そこで，本報告ではシネンジス系デルフィニウムの 9~

10月収穫の作期において，育苗中の短日および夜冷処理

が切り花品質に及ぼす影響を明らかにし，短日夜冷育苗技

術の確立および普及に向けた基礎的な情報を得ることを目

的とした・

材料および方法

実験 1. 短日および夜冷処理による切り花品質への影響

実験は，北海道立総合研究機構花・野菜技術センター

（北海道滝川市）内のガラス温室およびパイプハウスで

行った．

シネンシス系の供試品種として， ‘スーパープラチナブ

ルー,((株）ミヨシ，以下‘プラチナブルー')および‘スー

バーグランブルー'((株）ミヨシ，以下‘グランブルー')

を用いた．両品種とも 2014年 5月22日に固化培養士が充

填された 512穴セルトレイ（プラントプラグ，（株）サカタ

のタネ）に播種し，催芽処理 (16°C, 10日間）後換気温

度を 20°cに設定したガラス温室で育苗した. 6月 16日に

培養土（ポットフミン 100, 北海道農材工業（株））を充填

した 7.5cmポリポットに鉢上げした．短日処理および夜

冷処理は6月24日から 7月29日の定植までの 35日間行っ

た．短日処理は，ガラス湿室内を遮光資材（サンシルバー

0.1mm, 三菱ケミカルアグリドリーム（株））を用いて 17

時30分から 8時30分まで遮光し， 9時間明期とした．短

日処理中の日の入り後から日の出前の問において， 日射量

がO.lkW・m―2以下の状況においては遮光資材を開放し

た．対照区として自然日長区を設けた．短日処理区および

自然日長区内に夜冷区と無処理区をそれぞれ設置した．夜

冷処理には，スポットエアコン (SUBSI CS, ダイキンエ

業（株），冷房能力 2.2kW)を用い，透明農ポリフィルム

(0.03mm)を被覆した幅85cm,高さ 85cm,長さ 7mのトン

ネル内に冷気を導入した．スポットエアコンは，事前に

トンネル内の気温が 10°c程度になるように風量を設定し，

17時30分から 8時30分までの 15時問稼働させた．各処

理区で各品種 120株ずつ処理し， これらの苗を 7月29日

にバイプハウスに定植した．定植時に節間の伸長を確認で

きたものを抽苔とみなし，抽苔率を求めた．抽苔株の定植

時の葉数には，抽苔茎の葉数は含めず，抽苔までに発生し

た葉を調査対象とした．育苗中の温度の測定および記録に

は，小型防水湿度データロガー (TR-52, (株）ティアンドデ

イ）を用い，セルトレイ上約 15cmで10分ごとに測定した．

換気温度 20°cに設定したハウスに，幅 90cmのベッド

を3本設けそれぞれを反復とし，ベッド部分にN,P205, 

K20をそれぞれ 1.5kg• a-1施肥した．栽植様式は条間

15 cm, 株間 15cm, 6条植えとした．育苗処理区当たり 36

株ずつ定植した．抽苔茎が伸長し主茎の花管と側枝が区別

できる頃に主茎花序の摘心を随時行い，摘心した花序の花

蕃数を調査した．側枝の最上位から 3本の側枝で花脩が開

花し始めた頃に収穫し切り花品質を調査した．

短日夜冷育苗の効果を確認するため，道内生産者の慣行

的な栽培法であるセル成型苗直接定植（以下，セル直定）

区を設置した．両品種とも 2014年 7月 1日に固化培姜土

が充填された 406穴セルトレイ（プラントフ゜ラグ，（株）

サカタのタネ）に播種し，催芽処理 (16°C, 10日問）後，

換気温度を 20°cに設定した短日処理条件 (9時間明期）の

ガラス温室で育苗した． この苗を 8月2日に上述のハウス

内に定植した．セル直定部分には，北海道の慣行の栽培法

である長日処理を抽苔が揃った 9月 15日から加えた．長

日処理には， 22Wの電球型蛍光灯 (EFR25EL/22, 東芝ラ

イテック（株））を 6m汀こ 1個割合で高さ約 1.8mで設置し，

日没前から 12時まで点灯した．

実験2. 夜冷温度が切り花品質に及ぼす影響

供試材料として，‘プラチナブルー＇を用い，播種は実

験 lと同様とし，催芽処理 (16°c, 10日問）後，換気温度

20°cに設定したガラス温室で育苗した. 6月 17日に培養

土（ポットエース，片倉コープアグリ（株））を充填した

55穴セルトレイに鉢上げした．短日夜冷処理は， 6月27

日からポリポットに定植する 8月2日まで36日間行った．

短日夜冷処理は，セルトレイを暗黒条件で9, 12, 15およ

び18°Cに設定したバイオマルチインキュベーター (LH-

30-SCT, NKSYSTEM) 内で 17時30分から 8時30分まで

処理し，処理時間以外は換気湿度20°cに設定したガラス

湿室にセルトレイを移し管理した. 8月2日に培地を充填

した 18cm径ポリポットに苗を定植した．培地はピートモ

スおよび火山礫を体稽比で5:3に混合したものとし，施

肥は，炭酸苦土石灰，過リン酸石灰，複合硝加燐加安

(S555, 北海道サンアグロ（株））を使用し，培地 lL当たり

に成分量でN: 0.225 g, P205 : 0.250 g, K20 : 0.225 gを施

用した．節問が伸長し主茎の花管と側枝が区別できる頃に

主茎の摘心を随時行った．側枝の最上位から 3本の側枝で

花蕃が開花し始めた頃に収穫し切り花品質を調査した．

結 果

実験 1. 短日および夜冷処理による切り花品質への影響

短日・無夜冷区（以下，短日区）の短日処理開始 (17時

30分）から日没までの間と日の出から短日処理終了 (8時

30分）までの問の気温は， 自然日長・無夜冷区（以下，自

然日長区）よりもやや高く推移する傾向がみられた（第 1

図）．そのため，短日区の処理期間中の平均気温も，自然日

長区よりもやや高く推移した（第 1表）．短日・夜冷区（以

下，短日夜冷区）と自然日長・夜冷区（以下，夜冷区）の

夜冷処理中の気温に処理間差はみられなかった．なお，日

中 (8時30分から 17時30分）の平均気温には，処理間差

はみられなかった（データ略）．

定植時の苗質を第2表に示した． ‘プラチナブルー＇の短

日夜冷区では定植前に抽苔する株はみられなかったが，短
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第 1表 育苗期間中の平均気温

期間 Z

夜冷処理中 (17:30~ 8:30)乎均気湿 (°C) 日平均気湿 (°C)

自然日長y 夜冷 y 短日 y 短日夜冷 y 自然日長 夜冷 短日 短日夜冷

6月下旬

7月上旬

7月中旬

7月下旬

20.2 
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'6月下旬： 6/24 ~ 6/30, 7月上旬： 7/1 ~7/10, 7月中旬： 7/11~7/20, 7月下旬： 7/21 ~7/28 

y自然日長：自然日長・無夜冷，夜冷：自然日長・夜冷，短日：短日・無夜冷，短日夜冷：短日・夜冷
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第1図 短日および夜冷処理中の気温の推移 (2014.7.1~7.2) 

自然日長：自然日長・無夜冷，夜冷：自然日長・夜冷，
短日：短日・無夜冷，短日夜冷：短日・夜冷

日区，夜冷区， 自然日長区の順に抽苔株率は高くなり， 自

然日長区ではすべての株が抽苔した（第2図）． 自然日長

区および夜冷区の定植時の葉数は6.3および6.8枚であっ

たが，短日区および短日夜冷区では，それぞれ 8.4枚およ

び8.2枚であった．‘グランブルー＇の定植時の抽苔株率は，

短日夜冷区では 91.7%, それ以外の処理区では 100%で

あった（第3図）．抽苔株率が 100%であった自然日長区，

夜冷区および短日区の定植時の葉数は，それぞれ 6.0,6.3 

および 8.3枚であったのに対し，短日夜冷区では， 8.9枚

であった．

‘プラチナブルー＇における播種からの到花日数は，定

植時に抽苔株率が 100%であった自然日長区が最も短く，

次いで夜冷区，短日区，短日夜冷区の順に長くなった（第

3表）．切り花重，切り花長，葉数，側枝数および主茎の

花蕃数の値は，定植時の抽苔株率が低かった処理区ほど増

加した．上位 3本の側枝において，短日夜冷区の側枝長お

よび花蕃数の値は，切り花長や側枝数と同様に最も増加し

た（第4表）．

‘グランブルー＇における定植からの到花日数は， 自然

日長区が最も短く，次いで夜冷区，短日区，短日夜冷区の

順に長くなった（第 3表）．定植時に抽苔株率が 100%だっ

た自然日長区，夜冷区および短日区における切り花重，切

り花長，側枝数および主茎の花奮数を比較すると，短日区

第2表 シネンシス系デルフィニウムの育苗における短日お
よび夜冷処理が苗の抽苔および生育に及ぼす影響

品種 処理z

抽苔

株率茎長 y

(%) (cm) 

葉数X

大
長
副

最

葉

cc

プラチナブルー

自然日長

夜冷

短日

短日夜冷

100 

66.7 

41.7 

゜

21.2 

2.2 

1.2 

゜

6.3 aw 

6.8 b 

8.4 C 

8.2 C 

14.8 C 

15.6 C 

11.9 a 

13.3 b 

グランブルー

自然日長

夜冷

短日

短日夜冷

100 

100 

100 

91.7 

26.8 

4.1 

5.2 

2.3 

6.0 a 

6.3 a 

8.3 b 

8.9 C 

13.5 C 

14.5 C 

10.4 a 

12.2 b 

z自然日長：自然日長・無夜冷，夜冷：自然日長・夜冷，
短日：短日・無夜冷，短日夜冷：短日・夜冷

y抽苔を確認した株のみを調査対象とした
X 抽苔茎の葉数は含まない
W各品種内の異なる文字間には， Tukeyの多重検定により 5%

レベルで有意差があることを示す

の値が最も大きくなった．一方，上位3本の側枝の長さお

よび花蕃数には， これら 3処理問に差はみられなかった

（第4表）．短日夜冷区は，いずれの形質においても他の

3処理区よりも値が大きくなった（第3表，第4表）．

セル直定による切り花品質を第 5表に示した． ‘プラチ

ナブルー’における播種からの到花日数は 113.5日，‘グ

ランブルー’においては 108.6日であった．切り花長は

いずれの品種も 60cm以上であり，側枝数は‘プラチナブ

ル―'は4.8本， ‘グランブルー＇は 4.3本であった．

実験2. 夜冷温度が切り花品質に及ぼす影響

短日処理中に加える夜冷処理温度の効果を 9, 12, 15お

よび 18°Cで確認した．定植時における抽苔は，いずれの

夜冷処理湿度においても発生しなかった（第4図）．処理

湿度が高くなるほど定植時の葉数が増える傾向がみられた

（第6表）. 9°c区の切り花は，切り花長，主茎長，葉数，

側枝数，主茎花瞥数のいずれの値とも，他の処理温度より

有意に大きかった. 12°c以上の処理湿度においては，有

意な処理問差が認められないか，または処理温度が高いほ

どその値は減少した．
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第 2図 シネンシス系デルフィニウム‘プラチナブルー＇に

おける短日および夜冷処理終了時の苗姿

自然日長 ：自然 日長・無夜冷，夜冷：自然日長・夜冷，

短日：短日 ・無夜冷，短日夜冷：短日・夜冷

右下のスケールは 10cm

第 3図 ジネンジス系デルフィニウム‘グランブルー＇にお

ける短日および夜冷処理終了時の苗姿

自然日長：自然日長・無夜冷，夜冷：自然日長・夜冷，

短日：短日・無夜冷，短日夜冷：短日 ・夜冷

右下のスケールは 10cm

第 3表 シネンシス系デルフィニウムの育苗中の短日および夜冷処理が生育および切り花品質に及ぼす影響

切り花
主茎花序 主茎花序より

品種 処理 z
到花日数y 主茎長 x 葉数 側枝数

（日） 重 長 (cm) （枚／株） （本／株）
下の築数W

(g) (cm) 
花菅数 （枚／株）

自然日長 98.4 av 15.3 a 54.1 a 31.0 b 5.9 a 3.9 a 6.8 a 12.2 

プラチナブルー
夜冷 111.7 b 31.5 b 54.1 a 25.8 a 7.4 b 7.1 b 7.6 a 14.3 

短日 115.8 C 48.6 C 66.8 b 35.5 be 8.3 C 7.6 C 10.1 b 16.8 

短日夜冷 128.6 d 78.3 d 75.0 C 37.9 C 10.1 d 9.8 d 11.7 b 18.3 

自然日長 92.9 av 14.6 a 48.5 a 28.4 a 5.7 a 4.1 a 8.0 a 11.7 

グランプルー
夜冷 106.9 b 21.0 a 46.9 a 23.0 a 7.3 b 6.3 b 9.2 ab 13.5 

短日 113.5 C 38.2 b 70.0 b 45.8 b 9.8 C 8.4 C 9.9 b 18.1 

短日夜冷 127.8 d 68.9 C 80.2 b 50.2 b 12.0 d 11.8 d 12.5 C 20.9 

Z 自然日長：自然 日長・無夜冷，夜冷：自然日長 ・夜冷，短日：短日 ・無夜冷，短日夜冷：短日・夜冷

y播種から開花に到るまでの日数

X採花位置から最上位側枝発生位置までの長さ

W 定植時の葉数と切り花の葉数の合計値

v各品種内の異なる文字間には， Tukeyの多重検定により 5%水準で有意差があることを示す，記載なしは統計処理を行っていない

第4表 シネンシス系デルフィニウムの育苗中の短日および夜冷処理が側枝長と花菅数に及ぼす影響

最上位側枝 第2側枝 第3側枝

品種 処理 z
長 長 長
(cm) 

花蕃数
(cm) 花奮数 (cm) 花菅数

自然日長 23.J aY 8.0 a 26.2 a 12.8 a 25.1 a 14.7 a 

プラチナブルー
夜冷 28.3 b 8.4 a 32.2 b 13.6 a 34.2 b 16.9 a 

短日 32.0 C 8.9 a 35.9 b 15.3 a 38.9 b 22.2 b 

短日夜冷 36.8 d 16.0 b 43.1 C 26.0 b 47.5 C 29.3 C 

自然日長 20.5 aY 8.1 a 23.1 a 12.7 a 23.2 a 13.9 a 

グランプルー
夜冷 23.8 a 8.0 a 26.5 a 11.8 a 27.7 a 13.8 a 

短日 24.7 a 7.2 a 27.6 a 12.1 a 29.2 a 15.3 a 

短日夜冷 30.1 b 14.7 b 34.1 b 20.5 b 36.2 b 23.2 b 

z自然日長：自然日長 ・無夜冷，夜冷：自然日長 ・夜冷，短日：短日・無夜冷，短日夜冷：短日 ・夜冷

y各品種内の異なる文字間には， Tukeyの多重検定により 5%水準で有意差があることを示す
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第5表 シネンジス系デルフィニウムのセル成型苗直接定植における切り花品質

切り花 最上位側枝 第2側枝 第3側枝

品種
到花日数 Z 主茎長 y 葉数 側枝数
（日）重長 (cm) (枚／株）（本／株） 長 長

花菅数 （ 花菅数 長 花菅数
(g) (cm) (cm) cm) (cm) 

プラチナブルー 113.5 52.4 66.0 23.1 4.8 4.8 42.4 17.1 50.1 28.7 54.9 27.5 

グランプルー 108.6 35.7 61.2 22.5 4.3 4.3 39.4 15.6 44.0 22.6 46.9 21.3 

汀番種から開花に到るまでの日数
y採花位置から最上位側枝発生位置までの長さ

第6表 ジネ｀ノンス系デルフィニウム‘プラチナブルー＇の短日夜冷処理 中の夜冷温度が苗の生育および切り花
品質に及ぼす影響

処理温度 定植時葉数 到花日数 z 切り花長 主茎長 y 葉数 側枝数 主茎花序
(°C) （枚／株） （日） (cm) (cm) （枚／本） （本／株） 花笛数

， 6.0 ax 144.1 b 63.4 b 37.8 b 10.[ C 8.9 C 14.9 b 

12 6.5 a 143.1 b 54.7 a 25.8 a 7.9 b 7.8 b II.I a 

15 7.2 b 141.4 ab 57.7 a 25.4 a 7.2 ab 7.0 ab 10.4 a 

18 7.7 b 139.1 a 56.7 a 25.3 a 7.0 a 6.6 a 10.7 a 

2播種から開花に到るまでの 日数
y採花位置から最上位側枝発生位置までの長さ

‘‘異なる文字問には， Tukeyの多重検定により 5%レベルで有意差があることを示す
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第4図 ジネンジス系デルフィニウム‘プラチナブルー＇ に

おける短 日夜冷処理 （日長 9時間，夜冷温度 9,12, 15 
または 18°C)終了時の苗姿
右下のスケ ールは 5cm

考察

実験 lの自然日長区，短日区，夜冷区および短日夜冷区

とセル直定区との間には定植期に 5日の違いがあるが，ほ

ぼ同時期の定植と仮定して比較検討した生産者慣行の栽

培法として設置したセル直定区の切り花長は， 61~66cm 

であった．北海道におけるシネンシス系の切り花の出荷規

格の産地事例として，表示規格60cm秀品の側枝の本数は，

切り口から 5cm以内の側枝を取り除いて 4本以上と され

ている． しかし，セル直定区の切り花はいずれの品種も主

茎長が23cm程度と短い うえに（第 5表）， 切り口か ら

5cm以内に側枝が 1~2本含まれていたため，調製後の側

枝数は 2~3本程度となり，多くの切り花が側枝数3本以

上の優品レベルであった． これに対して，短 日夜冷区で

は，切り花長が ‘プラチナブルー＇ で75.0cm,'グランブ

ルー＇で 80.2cm,主茎長と側枝数は，‘プラチナブルー'

で37.9cmに9.8本， ‘グランブルー＇で 50.2cmに 11.8本

とセル直定区に比べて値が大きく（第 3表），前述の出荷

規格に照らしても，出荷規格が上位規格となり 明らかな切

り花品質の向上がみられた．現在普及している長日処理に

は，切り 花長の増加効果は認められているが，側枝数の増

加は認められない （黒島ら，2009). これに対して本実験

で検討した短日夜冷育苗は，切り花長と側枝数の両形質に

対して効果があり， シネンシス系の品質向上対策として有

望な技術であることが確認された．

長日高温条件におけるエラータム系品種の栽培上の問題

点として，花芽分化が促進され葉数が少ないまま早期抽苔

を生じ，その切り花は草丈が短く小花数が少なく，商品性

が低いことがあげられる （勝谷 ・池田，1997). また，主

茎花序より 下の葉数が多いほど主茎花序の小花数が多いこ

とが明らかにされている（勝谷 ・池田， 1997).本実験に

おける主茎花序より下の葉数は，定植時の葉数と切 り花

の葉数の合計であり， いずれの品種も自然 日長区が最も

少なく，次いで夜冷区，短日区，短日夜冷区の順に多く

なった （第 3表）．この主茎花序より下の葉数と 側枝数と

の間に高い正の相関関係があり （プラチナブルー r=0.952

(P=0.048), グランブルー r=0.981, (P=0.019)), 葉数の増

加により側枝が発生する節が増え，側枝数の増加につな

がったと考え られた． また，切り花長との間にも正の相関
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関係がみられ（プラチナブルー r=0.949(P=0.051), グ

ランブルー r=0.976 (P = 0.025)), 薬数の増加による節間

数の増加が切り花長の増加につながったと考えられた． シ

ネンシス系では主茎花序を摘心しスプレー仕立てとするの

が一般的である．そのため，主茎花序の花菅数は商品性

に影響しないが，側枝数と同様に主茎花序より下の葉数

と主茎花序の花曹数との間にも正の相関関係がみられ（プ

ラチナブルー r=0.987(P=0.013), グランブルー r=0.942

(P = 0.058)), エラータム系の報告と一致した．

エラータム系の花芽形成過程において，生殖成長に移行

後は葉原基の形成から毯葉原基の形成に移り，包葉の内側

に小花原基が形成されることが報告されている（勝谷・池

田， 1997). そのため，主茎花序より下の葉数は，生殖成

長に移行するまでに分化した葉数と考えられ，生殖成長へ

の移行が抑制されるほど，葉数は増加することになる．ジ

ネンジス系の花芽形成過程は，エラータム系と高い共通性

を有することが明らかにされている（佐々木， 2007). 実

験 1において主茎花序より下の葉数は，前述のとおり自然

日長区が最も少なく，次いで夜冷区，短日区，短日夜冷区

の順に多くなった（第 3表）． このことから，短日条件お

よび夜冷処理による生殖成長への移行抑制効果が明らかと

なったまた，夜冷区より短日区の葉数が多いことから，

短日処理による効果は夜冷処理よりも高いと推察され，短

日夜冷技術の導入には，短日条件の確保が重要であること

が明らかとなった．

短日処理中に夜冷処理を加えることでより高い生殖成長

の抑制効果を得られることが明らかとなったことから，短

日処理中に加える夜冷処理温度の日安を検討した．エラー

タム系において， 日中の気温をなりゆきとし夜間最低気湿

を 10°cに設定して育苗しても小花数を増加させる効果が

高いことが示されている（勝谷ら， 2002). また，夜冷湿

度が 10°cと1s0cの比較では，いずれも早期抽苔防止に効

果は認められたが，苗の生育や定植後の生育は 10°cでや

や劣ることが報告されている（中村ら， 1995). 実験2に

おいて， 9°c区の切り花長，主茎の葉数，側枝数および摘

心した主茎花序の小花数の値が最も大きく， 12°c以上の

処理区との問に有意な差が認められた（第 6表）．一方，

定植時の葉数は，処理湿度が低いほど減少し，生育が遅延

する傾向がみられた. 9°c未滴の条件については検討を

行っていないが，切り花の品質および苗の生育状況を勘案

すると，夜冷温度の目安は 10°cと考えられた．

本研究における短日夜冷処理の日長の設定は，短日夜冷

遥入生産者の実施事例から 9時間とし， 日長に関しては検

討を行っていない．生産現場で実践されている日長によっ

て短日夜冷の著しい切り花品質向上効果が得られたこと

を考慮すると， 日長は 9時間程度で十分であると考えら

れた．

つぶれ症が発生したことを報告した．また，勝谷ら (2002)

は，エラータム系の冷房育苗期間の目安を切り花品質を

勘案して本葉6~7枚とした．本実験では， 68日間育苗し

短日夜冷区では本葉 8枚に達したが，いずれの品種におい

ても心つぶれ症はみられなかった．本研究では育苗期間の

検討は行っていない．短日夜冷育苗による切り花の商品性

向上と短日夜冷育苗の費用を勘案し，育苗期間を設定する

必要がある．

以上のことから， 日長 9時間，夜冷湿度 10°cを日安と

した短日夜冷育苗は，北海道におけるジネンシス系品種の

夏秋期出荷の作型において，切り花品質向上に非常に有効

な技術といえる．一方，実験 1では，短日処理（短日処理

中乎均気湿は21.8°C)のみでも，セル直定区より切り花品

質の向上がみられ，冷房装置を必要としない短日育苗の可

能性も明らかとなったまた，産地では小径のセル成型苗

をハウス圃場に直接定植し，その直後からハウス内で短日

処理のみを行い，切り花の品質を向上させている事例もみ

られる． これらのことから，今後は冷房処理装置を必要と

しない短日処理を基本とした，低コストな品質向上技術へ

の発展が期待される．

摘要

シネンシス系デルフィニウムの夏秋期の栽培では，切り

花品質の低下が問題となっている．そこで切り花品質を向

上させるため，育苗中の短日処理および夜冷処理の有効性

を検討した．試験には，‘スーパーグランブルー’および

‘スーパープラチナブルー＇を供試した．短日処理は 9時

問明期とし，スポットエアコンによる夜冷処理 (10°c)を

組み合わせ，播種後33日目から定植までの 35日問行った．

その結果，いずれの品種も短日夜冷区の切り花長が最も長

く，側枝数も最も多くなった．短日処理および夜冷処理に

よる生殖成長への移行抑制効果が明らかとなり，その効果

は，夜冷処理より短日処理が高かった．次に‘スーパープ

ラチナブルー＇に短日条件下で 9,12, 15および 18°Cの夜

冷処理した結果， 9°cの切り花長および側枝数が最も多

かったが， 12°c以上の処理区では差がみられない，また

は湿度が高いほど値は小さくなった．以上の結果から， 日

長 9時間，夜冷湿度 10°cを目安とした短日夜冷育苗が，

北海道におけるシネンシス系品種の夏秋期出荷の作期にお

いて，切り花品質向上に非常に有効な技術といえる．

謝辞本報告を作成するに当たり，原稿の御校閲およ

び御助言をいただいた北海道立総合研究機構花・野菜技

術センター研究部長川岸康司博土に深く感謝の意を表し

まず
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