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Abstract 

High temperatures delay flowering in chrysanthemums. This heat delay disturbs stable planning production by light culture in 

summer. There was a marked difference in the degree of flowering delay caused by high temperature treatment among summer-

to-autumn-flowering small-flowered spray-type chrysanthemum cultivars, which are suitable for open-field light culture. In the 

cultivars showing less delayed flowering caused by high temperature treatments, delay in flowering time also tended to be 

shorter in the hotter summer during three consecutive years of cultivation by light culture. In open-field light culture of summer-

to-autumn-flowering small-flowered spray-type chrysanthemums, stable planning production with little annual fluctuation can 

be established using cultivars showing less heat delay. In addition, the expression level of the florigen gene (FTL3) promoting 

flowering was measured under high temperature conditions. In the cultivar showing a marked heat delay, the rise in the FTL3 

expression level was strongly suppressed by high temperatures. On the other hand, the FTL3 expression level increased even 

under high temperatures in the cultivar showing less heat delay. The results suggest that suppression of the florigen gene by high 

temperatures is involved in the heat delay of flowering in summer-to-autumn-flowering small-flowered spray-type chrysanthe-

mums, as is the case with autumn-flowering chrysanthemums and the wild chrysanthemum Chrysanthemum seticuspe. 

Key Words : Chrysanthemum morifolium, heat injury, heat tolerance, photoperiodic response, short-day plant 
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緒曰

小ギクは2016年には全国 1,564haで栽培され，約4.5億

本が出荷されている（農林水産省， 2018)．小ギクは，盆・

彼岸などの仏教行事での供花として一過的に需要が急増す

る． このような物日需要に安定的に供給するため，冬春期

の小ギクのほとんどを供給する沖縄県では電照栽培による

計画生産が行われている．一方，夏秋期の小ギク生産で

は，電照栽培がほとんど行われていないため，気象の変動
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によって開花期が安定せず，計画生産は困難である． とり

わけ，近年の気候湿暖化による異常高福などの激しい気

象の変化によって，開花期の変動に拍車がかかる状況で

ある．

夏秋期の小ギクの安定供給に向けて，近年，電照栽培に

適した光応答性を有する夏秋小ギクが選抜され，それらを

用いて電照栽培することによって計画生産が可能となるこ

とが示された（森ら， 2017)．電照による花芽分化抑制効

果が高い品種を用いた電照栽培では，電照期間中は温度や

日射などの環境要因の影響を受けることなく，安定的に花

芽分化を抑制し，栄養成長状態を維持できることから，早

期開花の発生リスクは大きく減少する． この効果によって

無電照栽培に比較して開花期が年次問において安定するこ

とが明らかにされている（森ら， 2017)．一方で，電照栽

培においても暗期中断処理終了後は環境要因の影響を受け

る．秋ギクの花成の適湿は20°c前後であり，高温は開花
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遅延を引き起こすことから，夏秋期のキク生産では高湿

による開花遅延が問題となる (Cockshull• Kofranek, 1994; 

Nozaki • Fukai, 2008; Whealyら， 1987)．そのため日本の施

設栽培では，高温期には高温開花性を有する夏秋ギクを作

付けし，秋ギクと組み合わせた周年生産体系が確立されて

いる．さらには，遮熱通風換気およびヒートポンプなど

による気温あるいは植物体温の低下が検討されている．一

方，露地栽培では，施設栽培に比べ高温環境にはなりにく

いものの， これらの対策技術の導入は困難であるため，高

温下でも開花遅延が起こりにくい高温開花性品種を用いる

ことが最も有効な対策である．すなわち，電照栽培可能な

夏秋小ギク品種の中から高温開花性の強い品種を選抜する

ことで，夏秋期の電照栽培における開花期の変動を減らす

ことが可能となる．本研究では，夏秋小ギクにおける電照

による開花調節技術の精度向上を目指し，森ら (2017)に

よって選抜された小ギク品種を中心に高湿開花性を評

価し，圃場条件での到花日数の年次変動との関係を検討

した．

キクの高温開花性について， これまで生理的な理解はほ

とんど進んでいなかった．近年，栽培ギクの近縁野生種で

ある二倍体のキクタニギクを使った解析により，光周性花

成において花成誘導日長下で花成を促進するフロリゲンを

コードする FTL3遺伝子および花成非誘導日長下で花成を

抑制するアンチフロリゲンをコードする AFT遺伝子が発

見され (Higuchiら， 2013;Odaら， 2012)，これら花成鍵因

子による光周性花成の調節機構の一端が明らかにされた．

さらにこの発見を元に，キクの高湿開花遅延には，高湿に

よる FTL3遺伝子の発現抑制が関与しており，高温開花性

の高い栽培ギク品種では，高湿下でも FTL3遺伝子の発現

抑制が起こりにくいことが明らかにされた (Nakanoら，

2013)．本研究では，夏秋小ギクにおける高湿下での花成

鍵因子遣伝子の発現の品種間差も調査し，高温開花性との

関連を検討した．

材料および方法

1.夏秋ギク品種の高温下での開花遅延の品種間差（実験1)

実験は， 2015年および2016年に，岡山県農林水産総合

センター農業研究所（岡山県赤磐市）のビニルハウスおよ

び露地圃場で行った． 2か年とも，夏秋小ギク‘さぬき',

‘すばる',‘精こまき',‘精しずえ',‘精しらいと',‘精ち

ぐさ',‘ちづる',‘はるか’および‘ほたる’を供試品種と

した．対照品種として， 2015年は夏秋輪ギク‘精雲',2016

年は夏秋輪ギク‘精雲’および‘岩の白扇',夏秋スプレー

ギク‘セイアイジス',‘セイアドリア’および‘セイパ

レット＇を用いた．

両年とも，プランター栽培株を，採穂前年の 12月中下

旬に掘り上げ，雨よけビニルハウス内に移植し，採穂用親

株とした．採穂当年の 1月29日から，サイドビニルの開

閉 (20°c以上で開， 20°c未満で閉），加湿 (2月 15日ま

で10°c設定， 2月 16日から 15°C設定）および白熱電球

(K-RD110V75W/D, パナソニック（株））による暗期中断処

理 (22時～4時）を行った． この親株から採穂して挿し芽

を行い，最低夜温 15°C，換気開始湿度 20°cで管理して発

根苗を得た．緩効性肥料 (N:P205:K20=14:11: 13;エコ

ロング 413-100, ジェイカムアグリ（株））を la当たり

10.7kg施用したビニルハウス（サイドは開放）および露

地圃場に発根苗を定植した． 2015年は 3月22日に挿し芽

4月 11日から 5日間の苗冷蔵 (5°C，暗黒）を行い， 4月

16日に定植， 4月24日に摘心した． 2015年は圃場の準備

が間に合わなかったため，苗冷蔵を行った． 2016年は

4月8日に挿し芽， 4月28日に定植， 5月8日に摘心した．

栽植様式は， うね幅 140cm, 条間30cm, 株間 10cm, 2条

植えとし，摘心後に 1株3本仕立てとした． 2015, 2016年

ともに親株養成時から 6月 1日まで，毎日 6時間 (22時か

ら4時）の暗期中断処理を行った． 白熱電球は，各うねの

中心に 200cmごとに 1球，うね面から 150cmの高さに設

置した．暗期中断処理終了日の 6月 1日に， ビニルハウス

（サイドは開閉）を高温処理区，露地圃場を無処理区とし，

高湿処理区は加温開始温度25°C，換気開始温度 35°cで終

日管理した．各区において，温度ロガー（データミニ：

LR5011, 日置電機（株））を用い，温度センサをうね面から

150cmの高さに，直射日光が当たらないように設置して，

30分間隔で気温を測定した．

2015年は 1区10株 (30茎）， 2016年は 1区6株 (18茎）

とし， 2か年とも 2反復とした．頂花の総毯が肉眼で確認

された日を発蕃日として調査した．頂花芽が生育初期にブ

ラインド（発育停止）していた場合には，頂花付近で分枝

発生が確認された日を発薔日としたまた，頂花の管状花

が肉眼で確認された日を開花日として調査した例外とし

て，頂花が生育初期にブラインドしていた場合には頂花よ

り高い位置にある任意の 1花の管状花が確認された日を，

頂花はブラインドしていないが他の小花より開花が遅い場

合には頂花より高い位置にある任意の 2花の管状花が確認

された日を，それぞれ開花日とした． 2か年とも摘心後に

発生した葉数を調査した．

2. 露地圃場における夏秋ギク品種の到花日数の年次間差

（実験2)

実験は， 2015年～2017年に，岡山県農林水産総合セン

ター農業研究所（岡山県赤磐市）の露地圃場で行った．

3か年とも実験 lと同様に， 9品種の発根苗を育成し，露

地圃場に発根苗を定植した． 2015年は4月20日および23

日に挿し芽， 5月4日および7日に定植， 5月12日に摘心

を行った． 2016年は4月12日に挿し芽， 4月29日に定植

5月8日に摘心を行った． 2017年は4月11日に挿し芽，

5月1日に定植， 5月 11日に摘心を行った．いずれの年も

6月 15日まで，実験 1と同様の方法で暗期中断処理を

行った．

調査株数は， 2015年は 1区10株 (30茎）， 2016年は 1



園学研 (Hart.Res. (Japan)) 18 (4) : 381-390. 2019. 383 

区6株 (18茎）， 2017年は 1区3株 (9茎）とし， 3か年と

も2反復とした．実験 lと同様の方法で開花日を調査し，

暗期中断終了日から平均開花日までの日数（到花日数）を

計算した．

3.高温がFTL3およびAFT遺伝子の発現に及ぼす影響（実

験3)

実験は，‘精こまき’および‘精ちぐさ’を供試品種とし，

農研機構野菜花き研究部門（つくば市）で実施した．両品

種の親株は2016年 11月より無加温ビニルハウス内にお

いて 30cmポリポットで栽培し，低湿遭遇させた． この親

株から伸長したジュートを， 2017年3月 1日に地際 10cm

で刈り込んだ．発生したシュートを 3月31日に採穂し，

200穴セルトレイに挿して発根苗を得た． 4月 17日にプ

ランター（長さ 65cmx幅22cmx深さ 19cm) 当たり発

根苗を 7株定植した． プランターには，閑芸用培士（よ

かばいど，北海道ピートモス（株））に緩効性肥料

(N:P205:K20=12:10:11; くみあい微量要素入り被覆燐

硝安加里マイクロロングトータル 201-100, ジェイカム

アグリ（株））を lL当たり 3g混合した培土を lOL充填

した．定植後は暗期中断 (22時～4時；白熱電球

(DENS 100/11 OV71 WPSK, 東芝ライテック（株））を 2m間

隔，高さ 2mに設置）条件の無加温ビニルハウスで管理し，

5月 1日に展開葉を 5枚残して摘心し，その後発生した

シュートは株当たり 2本に整枝した．各品種9プ ランター

を準備した．

6月2日に，各品種を 3プランターずつ 3区に分け，そ

れぞれ自然日長・無加湿雨よけビニルハウス（自然日長

区）， 自然日長・加温ビニルハウス（自然日長＋高湿区）

および自然日長＋暗期中断 (22時～4時；白熱電球）・無

加湿雨よけビニルハウス（暗期中断区）に移動し，温度・

日長処理を開始した．各品種において各処理区 3プラン

ターの反復とした． 自然日長＋高湿区では， ビニルハウス

の側方被覆の開閉設定温度を 30°cとし，加温機の設定温

度を 25°Cとした．両ビニルハウスにおいて，プランター

地表面より高さ lmに温度データロガー（RTR-52A, （株）

ティアンドデイ）を直射日光が当たらぬよう設置し， 1時

間ごとに気湿を測定した．

FTL3およびAFT遣伝子発現の日周変化の解析を行うた

め， 6月 16日の 0時 6時 12時および 18時に，各区に

おいて， ランダムに選んだ l株の最上位展開薬から 1節下

位の葉を 1枚採取し，直ちに液体窒素を用いて凍結した．

サンプルは凍結状態のまま粉砕し， RNeasyPlant Mini Kit 

(DNase処理あり； （株）キアゲン）によって全RNAを抽出

した．塩化リチウム沈殿によって抽出液を精製し，最終的

に水で lOOng• μL-1 vこなるように希釈した． IOOngの全

RNAを用い， PrimeScriptRT reagent Kit (Perfect Real Time, 

タカラバイオ（株））によって cDNAを合成した．得られ

たcDNA溶液は 10mM  Tris-HCl, 1 mM  EDTAバッファー

(pH8.0)で 10倍に希釈した． リアルタイム PCR解析は

1 x SYBR Premix Ex Tag II (Tli RNaseH Plus, タカラバイオ

（株））， 0.2μMフォワードプライマー， 0.2μM1Jバースプ

ライマー， 2μLのcDNA溶液を含む lOμLの反応液にて行っ

た． PCR反応およびデータの収集はThermalCycler Dice 

Real Time System II（タカラバイオ（株））を用い， 95°C

1分の熱変性後， 95°C5秒， 60°C30秒を 40回繰り返すフ゜

ログラムにて行った． FTL3遺伝子は 5'-AACGGGTGTGA

GCTAAAACC-3'および5'-TGGAGCATCAGGATCTACC-3',

AFT遺伝子は 5'-GCTCCCAGTCCAAGTGATC-3'および

5'-TACCAGGAATGTCTGTGACG-3'のプライマーセット

にて増幅した．内部標準遺伝子として ACTIN遺伝子を

5'-CAGGATGAGCAAGGAAATCACC-3'および5'-AGGTGC

TGAGTGATGCAAGGAT-3'のプライマーセットで増幅し，

各サンプルにおける FTL3およびAFT遺伝子の相対発現量

を算出した．データ収集後 PCR産物の解離テストを行

い，得られたデータが標的遣伝子の配列に由来することを

確認した．各区においてサンプルは異なるフ゜ランターより

採取した 3反復とした．

各株2シュートのうち草丈が大きいものについて形質を

調査した（プランター当たり 7シュート，合計21シュー

ト）．総位が肉眼で確認された日を発管日として記録した．

実験は 7月9日に終了し，頂菅の直径および処理開始以降

に増加した葉数を測定した．発蕃に至らなかった株は，顕

微鏡下で未展開葉数を調査した．

結 果

1.夏秋ギク品種の高温下での開花遅延の品種間差（実験1)

温度ロガーで実験圃場の気湿を30分ごとに計測し， 1日

ごとに平均して日平均気温を算出した． 2015年の実験期

間中の日平均気温は，高温処理区で29.6°C, 無処理区で

24.2°Cで，高温処理区で 5.4°C高かった（第 1図）．特に，

7月7日以前および9月3日以降の日平均気温の差は， 5°C

以上と大きかった． 2016年データは欠測である．

各品種において高温が賠期中断終了から発菅までの日数

（発曹日数）に及ぼす影響を示した（第 1表）．高温による

発薔の遅延には品種間差があった． ‘はるか',‘ほたる',

‘ちづる',‘精こまき’および‘精しらいと＇では，高温に

よって発蕃が遅延し，発管日数が増加した．一方， ‘精ち

ぐさ',‘すばる',‘精しずえ’および‘さぬき’では，高温

による発管日数の増加は見られなかった．各品種の発薔遅

延日数（高湿処理区と無処理区の発畜日数の差）には 2015

年と 2016年の問に正の年次相関が認められ，相関係数は

0.64であった（データ省略）．年次間差に有意差が検出さ

れた品種には， 2015年と 2016年の発薔日数に差があった．

また交互作用に有意差が検出された品種おいては，年次に

よって高湿による影響が一様ではないことが示された．例

えば，‘精しずえ＇では 2015年は高温による発箭の遅延は

見られなかったが， 2016年には発曹が遅延した， といえ

る．またもづる’では， 2016年の高温による発管増加日
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第 1図 高温処理期間中の日平均気湿（実験 I; 2015年）
z 7/17および8/26は，台風接近のため高湿処理区（ビ

ニルハウス）を密閉して，換気扇を常時稼働させたた

め無処理区との差が小さくなった

数は， 2015年と比較して大きかった，といえる．

2015年および2016年の各品種の高温処理区と無処理区

の到花日数を第2表に示した．すべての品種において高温

処理区での開花遅延が認められた． 2015年の開花遅延日

数（高湿処理区と無処理区の開花日数の差）は， 9.9~

54.3日であり，‘精ちぐさ',‘精雲',‘精しずえ',‘すば

る',‘はるか',‘ほたる',‘さぬき',‘ちづる',‘精こま
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第2図 消灯後の高湿処理が開花遅延日数に及ぼす影響

Z開花遅延日数は2か年の平均値

y同一英文字間には有意差なし (Tukey法， 5%)

き',‘精しらいどの順に開花遅延日数が増加した． 2016

年の開花遅延日数は， 13.2日～61.7日であり，‘セイパレッ

ト',‘精雲，‘精ちぐさ',‘すばる',‘精しずえ',‘はる

か', ‘さぬき', ‘岩の白扇',‘セイアイシス', ‘セイアド

リア',‘ほたる',‘精こまき',‘ちづる',‘精しらいと'

の順に開花遅延日数が増加した．各品種の開花遅延日数に

おける年次間の相関係数は 0.90で，強い正の相関があり

（データ省略），開花遅延日数の品種順は，年次間で概ね変

動しなかった．夏秋小ギクにおける開花遅延日数の 2か年

平均値には，大きな品種間差が見られた（第2図）

‘ほたる',‘ちづる',‘精こまき’および‘精しらいと'

到花日数の年次間差が見られ， 2016年には2015年

第 1表 暗期中断処理終了後の高湿処理が発奮に及ぼす影響

暗期中断処理終了から発管までの日数（日） 有意性

品種 2015年 2016年

無処理区 高混処理区 無処理区 高温処理区

理
間

処
区

年次間 互
用

交
作

精ちぐさ

すばる

精しずえ

はるか

さぬき

ほたる

ちづる

精こまき

精しらいと

乎均

21 

25 

23 

24 

26 

20 

20 

20 

22 

22 

21 

25 

22 

28 

32 

24 

23 

29 

30 

26 

21 

24 

23 

23 

25 

24 

20 

22 

21 

23 

22 

26 

26 

27 

26 

35 

28 

33 

31 

28 

ns z 

ns 

ns 

*** 

＊
 

＊
 

ns 

＊ 

＊＊ 

ns 

＊＊ 

ns 

＊＊ 

*＊* 

*** 
*** 

ns 

*** 
*** 
*** 

ns 

ns 

ns 

*** 
＊＊ 

ns ns 

対照品種

精雲

岩の白扇

セイパレット

セイアイシス

セイアドリア

22 24 21 

22 

23 

28 

20 

23 

27 

24 

32 

27 

＊

＊

 

ns ns 

ns 

ns 

*＊* 

Z*＊＊は 0.1%, ＊＊は 1%, ＊は 5％水準で発菅日に有意差あり， nsは有意差なしを示す（分散分析，

n=2) 



園学研．（Hort.Res. (Japan)) 18 (4) : 381-390. 2019. 385 

第2表 暗期中断処理終了後の高温処理が到花日数に及ぼす影響

到花日数（日） 有意性

品種 2015年 2016年 処理 交互
年次間

無処理区 高温処理区 無処理区 高湿処理区 区問 作用

精ちぐさ 50 60 51 68 ***z ns ns 

すばる 52 70 54 72 *** ns ns 

精しずえ 53 71 55 78 ＊＊＊ ns ns 

はるか 52 76 53 78 ＊＊＊ ns ns 

さぬき 50 87 57 84 *** ns ns 

ほたる 47 79 55 95 ＊＊＊ ＊＊ ns 

ちづる 49 86 53 107 ＊＊＊ ＊＊ ＊ 

精こまき 49 91 55 107 *** ＊＊ ns 

精しらいと 55 110 60 122 *** ＊ ns 

平均 51 81 55 90 

対照品種

精雲 49 59 51 65 ＊＊＊ ns ns 

岩の白扇 53 83 ＊ 

セイパレット 60 73 ＊ 

セイアイジス 61 92 ＊ 

セイアドリア 46 79 ＊＊ 

Z*＊＊は 0.1%, ＊＊は 1%, ＊は 5％水準で到花日数に有意差あり， nsは有意差なしを示す（分散分析，
n=2) 

と比較して到花日数が増加した（第2表）． また，交互作

用が見られたもづる＇では， 2016年の高温による開花遅

延は， 2015年と比較して大きかった．

本実験では，暗期中断処理終了までの栄養成長期間中に

展開した葉数も含めて開花時の葉数を調査した（第 3表）．

高温処理区では，無処理区と比較して‘すばる',‘さぬ

き',‘精こまき’および‘精しらいと＇で葉数が増加した．

すべての品種において年次間に有意差が見られ， 2015年

では2016年に比較して葉数が多かった． この年次問差は，

2015年では2016年と比較して電照期間が 14日長かったこ

とを反映している．交互作用における有意差は3品種で見

られたが，中でも‘精こまき’では， 2016年の高温の影響

が2015年と比較して大きかったことを示している．

2. 露地圃場における夏秋ギク品種の到花日数の年次間差

（実験2)

岡山県農林水産総合センターから距離約 20kmにあるア

メダス和気観測所における 2015年～2017年の 6月 15日

から 7月31日の日平均気湿の推移を第3図に示した．期

間中の平均気温は， 2015年は24.2°C, 2016年は25.0°C,

2017年は25.2°Cであった．発菅から開花直前に当たる 7

月5日から 7月31日までの平均気温は， 2017年が最も高

く26.9°Cであり， 2016年は26.1°C, 2015年は25.9°Cで

あった． またこの期間において，各日の値を 3か年で比較

すると， 2017年には 15日で最高値を示した一方で，最低

値となった日はわずか 1日であった． 2015年および2016

年が最高値を示した日数は， ともに6日ずつであった．

よって， 2017年7月5日から 7月31日までの期間は，他

の2か年の同期間と比較して平均気温が高く，暑い日が続

しヽた．

2015年～2017年の各品種の到花日数を第4表に示した．

3か年の供試品種の平均到花日数には年次間差があり，

2015年では 54.7日， 2016年では 54.0日であったのに対し

て， 3か年で最も高湿であった 2017年ではすべての品種

において到花日数が最大値を示し，平均到花日数は 62.0

日であった．品種間の到花日数にも有意な差が認められ，

3か年の平均到花日数は，‘精ちぐさ’で52.0日と最も短

<,‘精しらいと’で64.1日と最も長かった．交互作用に

おいて有意差が見られ，到花日数の年次変動には品種間差

があることが示された．すなわち， ‘精ちぐさ＇のように

年次変動の小さい品種がある一方で， ‘精しらいと＇のよ

うに年次変動の大きい品種があることが示された．そこ

で， 3か年の到花日数の最大値 (2017年）と最小値 (2015

年あるいは2016年）の差を計算したところ， ‘精ちぐさ',

‘ほたる',‘すばる',‘はるか',‘ちづる',‘精しずえ',

‘さぬき',‘精こまき',‘精しらいと＇の順に増加し，品種

間差が明らかにされた（第4表）．実験 1における開花遅

延日数の 2か年の平均値（第2図）と実験2における到花

日数の最大値と最小値の差（第4表）の相関係数は0.76で，

強い正の相関があった（データ省略）．

3.高温がFTL3およびAFT遺伝子の発現に及ぼす影響（実

験3)

実験期問中の無加温雨よけおよび加湿ビニルハウスの
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第3表 暗期中断処理終了後の高温処理が開花時の葉数に及ぼす影響

葉数（枚）

品種 2015年 2016年

無処理区 高温処理区 無処理区 高温処理区

精ちぐさ 49.2 48.6 36.4 36.7 

すばる 45.5 47.8 33.2 36.1 

精しずえ 56.0 55.1 41.7 43.6 

はるか 41.6 40.9 27.8 29.2 

さぬき 53.7 70.0 42.9 47.7 

ほたる 48.7 47.1 35.2 39.8 

ちづる 38.1 38.0 29.1 30.3 

精こまき 50.6 52.5 36.7 45.0 

精しらいと 54.3 58.4 39.4 42.4 

平均 49.0 51.0 36.0 39.0 

対照品種

精雲 42.2 44.1 32.2 33.7 

岩の白扇 30.2 33.3 

セイバレット 34.4 35.4 

セイアイシス 42.9 45.1 

セイアドリア 29.4 31.7 

有意性

処理
年次間

交互
区問 作用

ns z *** ns 
＊ *** ns 

ns *＊* ns 

ns *＊* ns 

＊＊ ＊＊ ns 

ns *** ＊＊ 

ns *** ＊ 

＊ *** ＊ 

＊ *** ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

ns 

*** ns 

Z*＊＊は0.1%, ＊＊は 1%, ＊は 5％水準で葉数に有意差あり， nsは有意差なしを示す（分散分析， n=2)
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第3図 岡山県和気観測所における各年の日平均気湿の推移
（実験2)

気象庁ホームページ「和気観測所における過去の気象
データ」を元に作成

日平均気湿 (I時間おきの測定値の日別平均値）の推移

を第4図に示した．実験期間中の平均気温は，無加温雨よ

けおよび加湿ビニルハウスでは，それぞれ 22.6°Cおよ

び28.0°Cとなり，加湿ビニルハウス内では 5.4°C高く推移

した．

両品種ともに花成非誘導日長下の暗期中断区では実験期

間中の発菅は見られず，葉数が大きく増加したことから，

暗期中断によって花芽分化が強く抑制されたことが示され

た（第 5表）． 自然日長区では両品種同様に花芽分化・発

第4表電照旧盆出荷作型における到花日数の年次変動（暗
期中断処理終了は各年6月 15日）

到花日数（日） 3か年最大値ー

2015年 2016年 2017年 平均最小値
品種

精ちぐさ 50.7 50.3 55.1 52.0 4.8 

すばる 57.8 54.1 60.6 57.5 6.5 

精しずえ 54.7 53.8 62.1 56.9 8.3 

はるか 55.2 55.2 62.3 57.6 7.1 

さぬき 53.9 48.3 58.3 53.5 10.0 

ほたる 52.8 54.7 57.6 55.0 4.8 

ちづる 52.9 53.7 60.7 55.8 7.9 

精こまき 55.8 56.8 67.4 60.0 11.6 

精しらいと 58.9 59.4 74.1 64.1 15.1 

平均 54.7 54.0 62.0 56.9 8.4 

分散分析

年次間 *z 

品種間 ＊ 

交互作用 ＊ 

Z＊は到花日数間に有意差ありを示す（分散分析， 5%;

n=2) 

達が進行し，両品種とも処理開始後21.5日で発畜し，実

験終了時の頂花蕃の直径は‘精ちぐさ＇で 7.6mm,‘精こま

き’で7.5mmであった．一方で， 自然日長・高湿区では

花芽分化および発達に品種間差が見られた． ‘精こまき'

では自然日長＋高温区において自然日長区と比較して葉数

および発蕃までの日数も増加し，また実験終了時の頂花蕃
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第4図 試験区の日平均気温の推移（実験3)

日長＋高温区では， FTL3遺伝子の発現レベルは暗期中断

区と比較して高かったものの， 自然日長区と比較すると低

かった．すなわち，花成誘導日長条件下においても高温に

よって FTL3遺伝子の発現上昇が抑制された．一方で， ‘精

ちぐさ’では， 自然日長区および自然日長＋高温区間で

FTL3遺伝子の発現レベルに大きな差はなく，高湿による

発現抑制は見られなかった．

考 察

の直径が大きく減少したことから，高温による花成抑制が

見られた．一方，‘精ちぐさ’では葉数に変化はなく，発

畜までの日数はわずかに減少したまた実験終了時の頂花

蕃の直径は， 自然日長区と比較してわずかに減少しただけ

であった．以上より，実験 lで示されたように， ‘精こま

き’では花成誘導日長下であっても高温の影響で花成が顕

著に抑制されたが，‘精ちぐさ’では高温による花成抑制は

軽微であった．

両品種において，暗期中断下では花成抑制因子アンチフ

ロリゲンをコードする AFT遺伝子の発現レベルには， 日

周変動によるサンプリング時刻間の大きな増減が見られた

が，両品種ともに暗期中断区で高く推移し， 自然日長区お

よび自然日長＋高温区で低く推移した（第5図）． ‘精こま

き’の自然日長＋高湿区のAFT遺伝子の発現レベルは， 自

然日長区と比較してわずかに高く推移したが，賠期中断区

と比較すると顕著に低かった．すなわち， AFT遺伝子の発

現は日長と明確な関連があり，花成誘導日長下である自然

日長区および自然日長＋高湿区では低く推移した．一方，

花成促進因子フロリゲンをコードする FTL3遺伝子の発現

レベルは，両品種ともに暗期中断区で低く， 自然日長区で

は高く推移した． 自然日長区と自然日長＋高湿区の比較で

は，両品種間に顕著な差が見られた．‘精こまき’の自然

夏秋期には小ギクの高需要期があり， これらに合わせて

計画生産することは国内花き産業の安定にきわめて重要で

ある．近年，夏秋期の小ギク生産において適品種を用いた

電照栽培による計画生産技術が開発された（森ら， 2017).

この技術では， 自然開花期が早く，電照によって花芽分化

を長期間抑制できる夏秋小ギク品種を用いることが鍵とな

る． 自然開花期が早い夏秋ギク品種は，早看ミの低温下での

花芽分化が可能であり，また長期間の低湿遭遇による花芽

分化抑制現象，いわゆるキクの幼若性が小さい（川田・船

越 1988)．さらに，電照栽培では花芽分化を抑制し，自

然の花芽分化時期と比較して気湿の上昇する時期に花芽分

化させるため，低湿による開花期変動の影響は小さいと考

えられる．一方で，暗期中断処理終了後の花芽分化から開

花までの期間の高温によって開花遅延が発生することがあ

り，計画生産を乱す要因となる．そのため電照栽培による

夏秋小ギクの安定的な計画生産には，高湿開花性の高い品

種を用いることが望ましいすなわち，森ら (2017)は光

応答反応に着目して電照栽培に適した品種を選抜したが，

さらに高湿開花性の評価を重ねて行うことで電照栽培によ

る計画生産がより確かなものになる．

キクでは高湿は花芽分化および発達の遅延を引き起こす

(Cockshull • Kofranek, 1994)．本研究においても，供試品

種の中には，高温による発菅遅延および葉数増加が見られ

（第 1表，第 3表），花芽分化から花芽発達に至る花成の初

期段階が高温によって抑制されるものが見られた．さら

に，すべての品種において，開花までの日数が高温処理に

第5表 高温処理が‘精ちぐさ’および‘精こまき’の葉数，発曹日数および頂花菅の
直径に及ぼす影響

品種 処理
処理開始後
増加葉数 Z

処理開始から
発薔までの
日数（日）

頂花奮の
直径
(mm)Y 

精ちぐさ

暗期中断

自然日長

自然日長＋高湿

53.1 bx 

28.0 a 

28.5 a 

未発菅

21.5 b 

20.5 a
 

7.6 b 

7.2 a 

精こまき

暗期中断

自然日長

自然日長＋高温

45.5 C 

31.7 a 

35.5 b 

未発菅

21.5 a 

26.9 b 

7.5 b 

2.7 a 

Z実験終了時 (7月9日）に測定，暗期中断区では未展開葉を含む
y実験終了時 (7月9日）に測定
X 異なるアルファベット間にはTukeyの多重検定による有意差あり (P<0.05;n=21) 
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第5図 高温処理が‘精ちぐさ’および‘精こまき’のAFTおよびFTL3遺伝子の経時的発現レベルに及ぼす影響
各グラフにおいて発現レベルの最小値を 1とした

縦棒は標準誤差を示す (n=3)

よって発曹遅延日数より大きく増加した（第2表）ことか

ら，発蕃以降の花芽の発達も高湿によって抑制された．高

湿による発薔遅延の品種間差については， 2か年の結果の

相関係数は 0.64であった．一方，開花遅延日数の大小に

おける品種の順位が2か年で大きく変わることはなく，ま

た年次間の相関係数も 0.90であり，発管遅延日数に見ら

れた相関係数より高かった． よって実験 lにおける夏秋小

ギクの電照栽培における高湿開花遅延は，発菅以降の発育

段階が高湿によって抑制されることが主な原因であり，そ

の反応には大きな品種間差があるといえる． ‘精こまき'

および‘精しらいと＇のように高温により開花がとりわけ

大きく遅延する品種では，高温による発菅遅延および葉数

増加も顕著であり， これら品種では花成の初期段階から高

温抑制を強く受けていたことが推測された．

実験2では， 2017年に開花遅延が認められた（第4表）．

この原因について検討したい上述のとおり，本実験で

は，岡山県において 6月中旬から 7月上旬に開花する自然

開花期が早い品種を用いた． これらの品種は， 自然条件下

では春の比較的低温下でも花芽分化が可能である．本実験

では，電照栽培で花芽分化時期を遅らせていることから，

低湿による開花遅延は発生しにくく， 2017年の開花遅延

は，暗期中断処理終了以後の栽培期間における高温が原因

ではないかと考えられる．実験 lの結果より，夏秋小ギク

の電照栽培で発生する開花遅延には，発蕃以降の高湿が特

に強い影響を及ぼした．供試品種では，実験 lにおいて暗

期中断終了後20日目以降に発蕃が始まった（第 l表）こ

とから，実験2においても暗期中断終了 20日目から発蕃

が始まったと想定し， 7月5日から開花直前にあたる 7月

31日までの期間の気温データを比較したところ， 2017年

は高温であった（第 3図）．さらに，実験 lでの高温によ

る開花遅延日数と 2017年の開花遅延日数には強い正の相

関があったことから，高温開花遅延を起こしやすい品種で

は， 2017年に開花が大きく遅延したという関係が認めら

れた． これらより，実験2における 2017年の開花遅延の

主な原因は，発蕃期以降の高温であったと考えられる．た

だし，相関係数が 0.76であったので，高温以外の要因が

2017年の開花遅延に弱いながらも関与した可能性は残さ

れている．

本研究での 2017年の開花遅延は，高温が主な原因とな

り引き起こされた， と推定する場合，実験 lおよび実験2

の結果に強い相関があったことは，実験1での調査方法は，

圃場条件での夏秋小ギクの電照栽培における高温開花性を
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評価するために有効であるといえる．実験 lでは，‘精ち

ぐさ',‘すばる’および‘精しずえ’のように，高湿開花性

が高いと考えられる品種が見いだされた． これらの品種を

用いた電照栽培では，高湿による開花遅延が比較的少ない

ため， より精度の高い開花調節が可能になるといえる．実

際に実験2では， この 3品種の 2017年の開花遅延日数は，

供試品種の平均より小さかった．なお， ‘精しらいと＇は，

実験 1では 50日以上の大幅な高温開花遅延を示したが，

実験2では最大でも 15日程度の遅延であった．実験 lで

は品種問差を明確にするために人為的な高温条件下で試験

を行ったため，品種によっては大幅な開花遅延が発生した

が， 自然条件下での電照栽培ではこれほどの開花遅延は起

こらないのではないかと考えられる．

夏秋期の盆・彼岸などの一過的に急増する需要に対応す

るためには，需要期だけ夏秋小ギクを生産するスポット生

産者の存在が欠かせない． この場合，他品目との複合経営

となるが，効率的な資本分配のために計画生産は重要であ

る．例えば施設栽培の輪作の一品目として夏秋小ギクを栽

培する際には，夏期高湿となる施設内でも電照栽培によっ

て計画的に開花することがより重要になる． この場合，高

温開花遅延の危険性が低い品種を用いることが需要期生産

および施設の作付け計画の両面において有利である．実験

1において 2016年には，夏秋期でも施設電照栽培が一般

的である輪ギクおよびスプレーギク品種を複数供試した．

これらを基準とし，施設電照栽培でも高温開花遅延が比較

的起こりにくい夏秋小ギク品種の検討が可能ではないかと

考えられる．すなわち，輪ギクおよびスプレーギク品種の

中では， ‘セイアドリア’での開花遅延日数33日が最大で

あったが， これより開花遅延日数の少ない‘精ちぐさ',

‘すばる', ‘精しずえ', ‘はるか’および‘さぬき＇は，施

設電照栽培でも高湿による大幅な開花遅延が起こりにくい

夏秋小ギク品種であると考えられる（第2表）．

実験3では，実験 lの供試品種の中より高温による開花

遅延の発生程度に大きな品種間差が見られた‘精こまき'

および‘精ちぐさ’を用いて， Nakanoら (2013）によって

示された高湿開花遅延時に見られるフロリゲン遺伝子

(FTL3遺伝子）の発現抑制の有無を確認した． これら品種

では夏秋期でも，消灯後は短日処理なしで花芽分化し開花

に至ることから，夏至付近の最も長い自然日長下でも限界

日長以下として短日応答し， FTL3遺伝子の発現上昇およ

びアンチフロリゲン遺伝子 (AFT遣伝子）の発現低下が起

こった（第4図）．高温に対する反応について‘精こまき'

における解析結果は非常に明確であり， 自然日長条件下で

短日応答しFTL3遣伝子が発現上昇するが，高温によって

その発現上昇が著しく抑制された．一方でAFT遺伝子は，

自然日長下では暗期中断下と比較して発現が大きく低下

し，高温による影響はほとんど見られなかった． このAFT

遣伝子の挙動は，キクタニギクでの報告（中野ら， 2015)

と同様であった． これらのことより，高湿下ではアンチフ

ロリゲンによる花成抑制作用は解除されていたものの， フ

ロリゲンによる花成促進作用が不十分であったことが，

‘精こまき’の高湿開花遅延に大きく関与していると推測

された．一方‘精ちぐさ’では，高温による FTL3遺伝子

の発現抑制は見られず， これら 2品種間の高温開花性の差

異は，高湿による FTL3遺伝子の発現抑制程度と強く関連

していた． ところで‘精ちぐさ’では，高温によって頂薔

径が減少し，弱いながらも高湿による花成抑制があった

（第 5表）が， FTL3遺伝子への高温の影響は見られなかっ

た．遺伝子発現は処理開始 15日目にサンプリングし解析

したが， ‘精ちぐさ’での高温による弱い花成抑制作用を

説明するには解析のタイミングが必ずしも最適ではなかっ

た可能性がある．またFTL3遣伝子の発現抑制以外にも高

温の作用があるかもしれない．

本実験で供試した小ギク品種は岡山県での自然開花期が

7月上旬以前であり， 9月の秋彼岸向け開花作型まで電照

で花芽分化を抑制できる． これらの品種群は，花芽分化・

発達の限界日長が夏至の自然日長より長く，また長日下花

芽分化節位が高い， という共通の光応答反応を有する．

よってこれら品種では，光応答反応に関しては，共通した

遺伝的な囚子を持つと推測できる． しかし， これら品種群

においても花成における高湿に対する反応が大きく異なっ

ており，遣伝的要因には大きな多様性があると推測でき

る．このことを実験3の結果を用いてさらに言い換えると，

日長に対する FTL3およびAFT遺伝子の発現調節メカニズ

ムは両品種で同じであるが，湿度による FTL3遣伝子の発

現調節メカニズムには大きな差異があることを明確に示し

ている．夏秋ギクでは秋ギクと比較して限界日長が長いこ

とおよび高温開花性が高いことが遺伝的にユニークな特徴

として列挙されることが多いが，本実験の結果より， これ

ら2つの特徴は独立した環境応答反応であり，必ずしも同

じ遺伝的特徴すなわち同じ遺伝子由来の形質ではないと考

えることもできる．

本研究では供試品種数は多くない条件であったが，輪ギ

クやスプレーギクと比較しても高温開花性が著しく低い品

種が見られ，夏秋期に自然開花期を有する小ギクには，高

湿開花性において大きな品種間差があった（第2表）．実

験 1では，人為的な高湿条件が大きな品種間差を見いだし

た原因の一つであるが，供試品種には遺伝的に高温開花性

の低い品種が含まれていたことは明らかである．小ギクの

品種選抜はほとんどが露地栽培で実施され，施設ほど高湿

環境になりにくいことに加え， これら電照栽培用に選抜さ

れた品種は岡山県では 7月上旬以前に自然開花期があり，

自然栽培では高温が問題となりにくい時期の開花となる．

よって高温開花性の選抜圧が強くない条件で品種育成され

たため，高温開花性が顕著に低い品種も含まれていたので

はないかと推測される．夏秋期の露地電照栽培では開花促

進の手段がほとんど利用できず，電照栽培による同一品種

での長期出荷のためには， 自然開花期の早い品種を用いる
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ことが必要であるが，本実験で示されたように，そのよう

な品種の中には，高湿開花性が顕著に低いものが含まれて

いる可能性がある．現時点では露地電照栽培に適した夏秋

小ギクはわずかであり（森ら， 2017)，今後の品種育成が

期待されるが，その際には高温開花性の評価に留意するこ

とが望ましい．

摘要

キクの電照栽培による開花調節では，暗期中断処理終了

から開花までの期間の高温による開花遅延が夏季において

問題となる．電照栽培に適した夏秋小ギクを用いて，人為

的な高温処理による開花遅延の程度を調査したところ，大

きな品種間差が見られた．人為的な高温処理下でも開花が

遅延しにくい品種では，高湿年における圃場での露地電照

栽培でも，開花遅延が小さい傾向が見られた．夏秋小ギク

の露地電照栽培では，高温開花性の高い品種を用いること

によって，年次変動の少ない安定的な計画生産が可能とな

るといえる．また，高湿による開花遅延反応の大きく異な

る品種問で，花成を促進するフロリゲン (FTL3)遣伝子

の発現レベルを比較したところ，高湿開花遅延の大きい品

種では，高温によってフロリゲン遺伝子の発現が強く抑制

された．一方，高温開花遅延の小さい品種では， フロリ

ゲン遺伝子の発現レベルは維持された． よって，キクタニ

ギクおよび秋ギクと同様に，夏秋小ギクにおいても，高温

によるフロリゲン遺伝子の発現抑制が開花遅延を引き起こ

すと考えられた．
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