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温度が夏秋ギク‘精雲'の開花遅延と貫生花の発生に及ぼす影響および

貫生花発生率の減少対策

谷川孝弘*・松井 洋・小林泰生

福岡県農業総合試験場 818-8549 福岡県筑紫野市大字阿志岐

EfIects ofTemperatures on Delayed Flowering and Production ofProliferate Inflorescence and Methods of 

Reducing Proliferate Capitula in Summer-to・autumn-floweringCltrysantltemum morifolium Ramat.‘Seiun' 

Takahiro Tanigawa*， Hiroshi Matsui and Yasuo Kobayashi 

Fukuo此aAgricll/tura/ Research Centel; Chikushino， Fllkuoka 818-8549 

Abstract 

To clarify the temperatur巴sresponsible for delayed flowering加 dthe production of proliferate inflorescences (i.e. capitula 

with involucral bracts borne among the ray and disc florets) in summer-to-autumn旬 floweringChlysamhemulIl morifoliulIl 

Ramat‘Seiun¥the effects of a range of day and night temperature regimes， and exposure to high temperatures at different 

stages of floral development， on flowering and inflorescence characteristics were investigated. Rooted cuttings of‘Seiun' were 

planted on early-June and grown with the night-break treatment to maintain vegetative growth in a greenhouse. Subsequently， 

the plants were transferred to phytotron rooms on June 19 and were grown at six constant day (6:00-18:00)/night (18:00-6:00) 

temperature regin1es in short days. In addition， plants were subjected to high-temperature treatment of 35/250C for two weeks 

at four temporal stages企omthe end ofnight-br巴aktreatment (ENBT)， from two to four weeks after the ENBT， from four to six 

weeks after the ENBT， and from six to eight we巴ksafter the ENBT. The plants bearing proliferate capitula were counted when 

the number of involucral bracts in the capitulum巴xceeded25. Flowering ofιSeiun' was delayed in plants grown in short days 

at a day temperature of 300C or more， or at a night t巴mperaωreof 200C or more. Proliferate capitula were formed in plants 

exposed to a high day or night temperature exceeding 350C or 250C， respectively， during the period企omtwo to four weeks 

after ENBT (at the late stage of involucre formation or early stage of floret formation). As a practical application， involucral 

inflorescences of plants in summer-to-autut1U1-flowering‘Seiun' could be reduced using cheesecloth to achieve a 50% cut of 

daylight in the greenhouse for 3 weeks from ENBT 

Key Words : chrysanth巴mum，flower bud dev巴lopment，involucral bract， malformed flower 
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緒百

1960 年代当初，わが国におけるキク切り花の 8 ~9 月出

し栽培では，施設内の気温が高いことから， ヨーロッパの

ような秋ギク品種を用いたシェード栽培(短日処理)では

切り花品質が低下することが問題であった (Kawata，1978) 

このような状況を踏まえ，長野県の小井戸は，短日処理を

行わなくても自然日長下で正常に開花する夏秋ギク品種を

初めて作出した 川田ら(J987)は，夏秋ギク品種が質的

短日植物であること，施設内で長日処理(電照抑制栽培)

を行うことにより開花調節が可能であることを明らかに

し現在の夏秋ギク品種を用いた 6~9 月出し栽培の基礎

的指針となった.

2008年 12月29日受付 2009年 4月 14日受理.
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夏秋ギク品種の中で，花色が白色で一輪ギクの‘精雲'

は 1970年代に作出され， 夏季の施設内の高温条件下で比較

的正常に開花する品種として注目を浴びた ‘精雲'は，電

照抑制栽培により 6~9 月出荷までの作型に対応した生産

が可能であることから，全国的に作付けが拡大した. 1980 

年代に入ると，当時の秋ギク ‘秀芳の力'を用いた電照抑

制栽培による 10~ 5 月出荷および‘精雲'を用いた 6 ~9

月出荷との輪作により，わが国で初めて施設栽培によるキ

クの周年生産体系が成立した

しかし ‘精雲'を用いた 8 月下旬~9 月出荷の作型にお

いて，西南暖地における施設栽培では，開花期の遅延や頭

花内の舌状花の中に総高片が混在する貫生花の発生 (第 l

図)が多発し， 問題と なった.伊藤ら(J996) は，貫生花

の発生は定植後の摘心から電照打切りまでの期間カ'45日を

超えると著しく増加すること，また夜間の高温よりも日中

の高温が大きく関与している可能性を示唆した. しかし



行った定植直後から 75W白熱灯を用いて親株と同様の暗

期中断 (22:00~ 2:00) を行い 5週間後に電照を打ち切っ

た.処理は3反復とし，それぞれ開花日， 電照打切り後から

開花までの増加葉数，開花時の舌状花数，筒状花数および頭

花内の総茜片数を調査した.貫生花の発生率は，キク産地で

秀品から除外される事例を参考に I頭花内に 25枚以上の

総高片が混在した場合を貫生花株として算出した

2. 電照打切り後の昼/夜温が開花と開花時の形質に及ぼ

す影響(実験 1)

5月 28日に定植し，暗期中断を行った後，6月 18日に電

!照を打ち切った 翌日から栽培箱を自然、光型ファイトトロ

ンに搬入し，自然、日長下で昼 (6:00~ 18:00) I夜温(18:00

~ 6:00)を 25/150C，27.5/17.50C， 30/20oC， 30/250C， 35/200C 

および 35/250Cとして開花まで栽培した. ファイトトロン

内の温度は，昼/夜温ともに土IOCの範囲内で制御した.

3 電照打切り後4段階の花芽発達時期における高温が開

花と開花時の形質に及ぼす影響(実験 2)

実験 lと同日に電照を打切り，翌日からフ ァイトトロン

に搬入して自然日長とした.高温として昼 (6:00~ 18:00) 

/夜温(18:00 ~ 6:00) をお125"Cに設定し， 2週間の高温

を以下の 4段階の発育時期に遭遇させた.(Weeks 0 ~ 2) : 

電照打切り翌 日 ~ 2 週間後まで， (Weeks 2 ~ 4)・電照打切

り 2~4 週間後まで， (We巴ks4 ~ 6) : 電照打切り 4~6 週

間後まで， (Weeks 6 ~ 8) : 電照打切り 6 ~8 週間後まで，

の4処理である 高温処理の期間以外は，すべて 20lW C

の室内で開花まで管理した.対照として，電照打切り翌日

から開花まで 20/150C一定で栽培する区を設けた 20/l50C

一定条件の株について，1週間ごとに実体顕微鏡を用い，剥

皮法により花芽の発達段階を岡田(1963) に準じて 6株ず

つ調査した

4.電照打切り後のハウスの遮光期聞が開花と頭花の形質

に及ぼす影響(実験 3)

6月 22日に栽培箱に定植し，
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Fig. 1 The normal and the proliferate capitula produced in a 

summer -to-autumn-flow巴ringChlysanthemum 'Seiun': Left， 

normal flower; Center， proliferate flower with involucral 

bracts formed among the ray and disc florets; Right， 

proliferate flower with involucral bracts and ray florets 

formed again among the disc florets 

貫生花が増加する具体的な高温域や高温遭遇と花芽発達時

期との関係については明らかにされていない また当時，

黄色系の夏秩ギク ‘天寿'の施設栽培においても貫生花の

発生が認められた そこで佐々木ら (2000)は， 6および

7月出荷のシェード栽培において，花芽の発達段階で総高

形成後期から花弁形成前期における 300C以上の高温遭遇

が大きく関与していることを明らかにした

2000年代以降， ‘精雲'は側枝の発生が多く，芽摘み労

力が多大であること，また葉が折れやすいといった欠点な

どから，夏秋ギクの主要品種が側校数の少ない ‘岩の白扇'

や‘フローラル優香'に替わりつつある.しかし ‘フロー

ラル優香'においても貫生花の発生が認められることから，

これら夏秋ギク品種の貫生花の発生要因およびその対策技

術を確立することは非常に重要な課題と位置づけられる.

そこで本報では，高温期に貫生花の発生しやすい‘精雲'

を用い，ファ イトトロン内の精密に制御された温度条件下

において，貫生花が多発する温度域および花芽の生育段階

との関係について検討しキクの切り花産地で採用できる

貫生花発生率の減少対策を試みた
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Fig. 2 Air temperature in the gree巾 ousein which C. moriforiun 

'Seiun' was grown under shading treatment or untreated 

(ambient) condition during fine weather on August 10 
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1. 共通する材料および方法

夏秋ギク ‘精雲'を供試した 1998年 3月 3日に親株を

ピニルハウス 内に定植し，白熱灯 (75W， (株)東芝ライ

ティッグ)を用いて親株上部の光合成有効放射東密度が最低

5μmol • m-2・cl以上になるように設定し， 22:00 ~ 2:00ま

で夜間の暗期中断により花芽分化を抑制した. 3月 17日お

よび4月 15日に摘心し， 5月 14日に親株から採穂した.こ

れらの挿し穂を本葉 3枚，長さ約 7cmに調整し，ボラ砂を

用土として温室内に挿し芽し， ミスト散水により発根させ

た挿し芽 2週間後に l栽培箱(長さ 60cm x幅 18cm x深

さ 15cm)当たり 10株ずつ定植した.用土は，国土，メト

ロミックス 350(Sun Gro Horticulture Distribution Inc. USA)，腐

葉土およびボラ砂をそれぞれ容量比で5・2:2: 1に混合して

用いた.それぞれの栽培箱に l箱当たり緩効性肥料 (N:

P2U5: K2u = I3 : 16: 10， (株)チッソ旭， ロングトータル花き

l号， 100日夕イプ)を 30gずつ施用し，朝 l回の潅水を

材料および方法



園学研 (Hort. Res. (Japan)) 8 (4) : 495-50 L 2009 497 

期中断を行って 7月 27日に電照を打ち切った 遮光率 50

%のダイオネッ トを用いてハウスの上部から遮光し，電照

打切り翌 日から 2，3および4週間遮光する区および対照

区として遮光処理を行わない合計 4処理区を設定し，開花

まで栽培した. 遮光したハ ウス内の気温は，電照打切り 2

週間後の 8月 10日において 無遮光のハウスと比較して

10・00~ 18:00にかけて 3~ 50Cの範囲で低下 し，最高気

温が 350Cを超えるこ とはなかった(第 2図).それに対し

て無遮光ハウスでは， 350C以上の高温が約 4.5時間継続し

た最低気温はいずれも約 260Cであった また， 同日

13:00の日射量は，ハウス外部の最高で約 100klxであり，

ピニル被覆と遮光処理によりハウス内の日射量の最高は

約 40klxであった

結果

1. 電照打切り後の昼/夜温が開花と開花時の形質に及ぼ

す影響(実験 1)

8月 l日における開花状況を第 3図に示す.開花までの到

花日数は，電照打切り後の生育温度によって 48.2~ 79.5日

と大きな差が認められた(第 l表).到花日数が最も短かっ

たのは， 27.5/17.50Cおよび 25/150Cのそれぞれ 48.2日および

48.7日で，これらの温度より昼/夜温ともに高くなるほど到

花日数が長 くなった電照打切り 後から開花までに増加した

葉数(増加薬数)は， 25/150C， 27.5!17.50Cおよび 30/200Cで

8.6 ~ 9.9枚の範囲で，この間の有意差は認められなかった.

それに対して，35/20oC， 30/25 0C および 35/250C では 1 7.2 ~

19.3枚と大きく塙加したがこれら 3処理聞の有意差は認め

られなかった舌状花数は 25/150Cおよび 27.5/17.50Cでそ

れぞれ 243.2および 263.5枚と全処理区内で最も少な く， 30/ 

20oC， 35/20oC， 30/250Cおよび 35/250Cで296.1へ.320.7枚と

増加した筒状花数は，25/150Cおよび27.5/17.50Cでそれぞ

れ 95.6および 82.0枚と最も多 く， 次いで 30/20oCおよび 35/

200C の 25.5 および 19. 3 枚と減少した• 301250Cおよび 35/

250Cでは筒状花が存在しなかった.舌状花数と筒状花数と

Fig.3 E仔ectsof constant day (6:00-1800)/night (1800-600) 

telllperature regilllens on flowering of a Slll1llller-to-all印Illn-

flowering ChlysanlhemufIl 11101ゆliz川 ‘Seilln'.Clockwise 

自Olllthe lIpper-left: 35/20oC， 30/250C， 35/250C， 30/20oC， 

27.5/17.50C and 25/150C. The photographs were taken on 

AlIgllst I 

を合計した総小花数は， 25/l50C， 27.5/17.50Cおよび 30/20oC

で338.8~ 345.5枚の範囲であったのに対し， 35/20oC， 30/ 

250Cおよび 35/250Cでは 312.2~ 320.7枚となり，高温ほど

減少する傾向が認められた

頭花内の総直片数は， 25/150C， 27.5!17.50Cおよび 30/20oC

では 3.3~ 7.2枚の範囲で少なかったのに対し，35/20oC， 

30/250Cおよび35/250Cでは 96.8~ 112.7枚と大きく増加し

た.貫生花の発生は，25!150C， 27.5/17.50Cおよび 30/20oC

ではまったく認められなかったそれに対して 35/20oC，30/ 

250Cおよび 35/250Cではすべての株が貫生花となった

Table 1 Effects of day (6:00-18:00)/night (18:00-6:00) telllperatures after the end of night-break treatlllent on the f10wering and 

inflorescence characteristics ofthe Sllll1lller-to-all印Illn-f1oweringCl1IJ'sanlhe川川llllorifoliulII'S巴iun'

Te D I Numberof florets N b f Proport10110f 
Illperature lJays to Lncrease 111 NlIlllber ot plants with 
treatlller 

R n 4ト Disk florets ;n t¥'o ~" n;t.. .J "m pro1iferate capitula (Day川ight，OC) il1short days in short days ay T10ret UlSK Tlorers in th巴caplt1I1111ll (%) 

25115 48.7 dY 8.6 b 243.2 b 95.6 a 5.2 b 0.0 

27.5/17.5 48.2 d 9.7 b 263.5 b 82.0 a 3.3 b 0.0 

30/20 55.4 c 9.9 b 315.4 a 25.5 b 7.2 b 0.0 

35/20 65.lb 17.4a 296.la 19.3b 96.8a 100.0 

30/25 66.4b 17.2a 320.7a O.Oc 100.3a 100.0 

35/25 79.5a 19.3a 312.2a O.Oc 112.7a 100.0 

Analysis ofvariance' 特 * * ** **判

Z Plants with proliferate capitula were counted when the nUlllber of involucral bracts alllong the ray or disc florets exceeded 25 

Y Mean separation within the colllll1n by Tukey's HSD test， 5% level 

X 料 indicatessignificant difference at P < 0.0 I 
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Fig. 4 Stages of inflorescence-bud development over time企om

the end of night-break treatme:nt in plants grown at a constant 

day (600-18:00)/night (18:00-6:00) temp巴ra印reregimen of 

20/l50C in the summer-to-autumn-flowering Chrysanthemum 

morifolium‘Seiun'. Developmental stag巴 ofinflorescence 

bud (following Okada， 1963): 1， Vegetative stage; 2， Grow-

ing-point expanding stage， 3， Early stage of involucre forma-

tion; 4， Late stage of involucre formation; 5， Early stage of 

floret formation; 6， Late stage of floret formation; 7， Early 

stage of petal formation; 8， Inl:ermediate stage of petal forma-

tion; 9， Late stage of petal formation. Vertical bars on the line 

represent the SE (n = 6) 
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Fig. 5 Effects of high temperature: treatment， for two weeks after 

the end of night-break treatment at different stages of 

inflorescence bud development， on flowering ofplants grown 

under a constant day (6: 00ー1800)/night (18:00-600) 

temperaωre regimen of 35/250C for two weeks in the 

summer-to-autumn-flowering 印刷仰themummorifolium 

ιSeiun'. The upper left: From the end of night-break 

treatment (ENBT) to flowering (control)，合omthe ENBT (0-

2 W)， from two to four weeks after the ENBT (2--4 W) 

Lower left: From four to six weeks after the ENBT (4-6 W) 

and from six to eight weeks after the ENBT (6-8 W) 

Photographs were taken 011 August 1 

2. 電照打切り後4段階の花芽発達時期における高温が開

花と開花時の形質に及ぼす影響(実験 2)

電照打切り翌日から 20/150Cで栽培した場合の花芽の発達

は，岡田(J963)の区分に準じると，電照打切り 1週間後

で成長点膨大期 2週間後で総萄形成後期から小花形成前

期， 3週間後では花弁伸長開始期から花弁伸長中期， 4週間

後では花弁伸長後期で発奮が認められた(第 4図). 8月 l

Hにおける温度処理聞の開花の状況を第 5図に示す.到花

日数は，対照区の 20/150C一定で 51.2日であったのに対し，

高温 (35/250C)遭遇時期によって 51.2~ 60.0日の範囲で

差が認められた(第 2表) 到花日数が最も短かったのは

Weeks 6 ~ 8とWeeks4~ 6の51.2日および 51.8日で，い

ずれも対照区と有意差がなかった それに対して Weeks0 

~ 2 では 56.3 日と長く なり Weeks2 ~ 4では 60.6日と最

も長くなった.電照打切り後から開花までの増加葉数は，

対照区の 11.0枚と比較して， Weeks 0 ~ 2では 14.4枚と，

ほかの処理と比較して多かった舌状花数は対照区の 165.2

枚に対し， Weeks 2 ~ 4では337.8枚で，ほかの処理よりも

多かった筒状花数は Weeks2~ 4でのみ 24.2枚と最も少

なく，ほかの処理では 128.5~ 153.1枚の範囲で増加した

頭花内の総苗片数は，対照区の 0.8枚に対し， Weeks 2 ~ 4 

では56.0枚と最も多くなり，すべての株が貫生花となった.

そのほかの処理では o~ 3.3枚の範囲で少なく，貫生花の

発生は認められなかった

3. 電照打切り後のハウスの遮光期間が開花と開花時の形

質に及ぼす影響(実験 3)

電照打切り 翌日からハウスに50%遮光のダイオネ ットを

被覆した場合の到花日数は，遮光なしの対照区で 46.2日で

あったのに対し，遮光 2および3週間ではそれぞれ 46.4お

よび 47.2日で，対照区との有意差が認められなかった(第

3表).それに対し， 4週間の遮光では 49.6日と開花期が遅

れた開花までの増加葉数も 同様の傾向で，遮光なしの 10.8

枚に対し， 3週間までの遮光では差がなかったが， 4週間遮

光では 12.8枚と有意に増加した頭花内の総直片数は，対

照区の 23.4枚に対し，遮光 2週間では 19.8枚と少なく，遮

光3週間および4週間ではそれぞれ 11.2および 12.4枚とさ

らに少くなった.貫生花の発生率は，対照区で 13.4%であっ

たのに対し 2週間遮光で 7.2%，3およ び4週間遮光では

それぞれ 1.8および 2.5%に減少した
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キク切り花の周年生産にとって，定植から出荷に至るま

での栽培期聞を想定することは，施設の利用効率や計画的

生産の面から重要なことである.秋ギク品種については，

10月から翌年 5月までの出荷において，電照打切り時期と

加温する温度条件によって計画出荷がほぼ可能となってい

る.それに対して， 5 ~ 9月出荷を目的とした夏秩ギク生

産では，その年の気象条件によって開花期が遅延すること

があり，計画的出荷を行う上で問題となっている

察考
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Table 2 Effects of the timing of high-temperature treatment of 351250C for two weeks during short days on the tlowering and intlorescence 

characteristics in a summer-to-autumn-tlowering CllIysanthe川

D 
Y NumbEr of florets b f Proport10nof 

T~~， ~^_nh..n Days to Increase in Num巴rOT ~ ， ι 
lempera印re . L . ...， L _ _L_  plants WItl1 

，z tlowering ν leafnumber involucral bracts ___，，，， 
treatment

L ;~ oh ，̂t -10 "0  ;n oh ，̂t -10"0 Rav tlorets Disk 日 proliferate capitulaうin short days in short days Kay tlorets Ulsk tlorets in the capitulum 
(%) 

Control 51.2 c' 11.0 b 165.2 b 128.5 a 0.8 b 00 

WeeksO ~ 2 56.3b 14.4a 141.3b 153.la 3.3b 0.0 

Weeks 2 ~ 4 60.0 a 11.3 b 337.8 a 24.2 b 56.0 a 100.0 

Weeks4~6 51.8c 9.6b 144.5b 138.7a 0.3b 0.0 

WEeks 6 ~ 851.2 c 10.1 b 168.4 b 149.0 a 0.0 b 0.0 

Analysis ofvariance'" 材料 **料

z Control indicates that plants were grown at constant day (6.00-18.00)/night (6.00-18.00) tempera印reof201l50C (control); Weeks 0 ~ 2， 

Weeks 2 ~ 4， Weeks 4 ~ 6， and Weeks 6 ~ 8 indicate that plants wer巴grownat 351250C from the start ofshort days (SSD)， from two to 
four weeks after the SSD， from four to six weeks after the SSD， and from six to eight weeks after the SSD， respectively. Before and after th巴
high temperature treatment， the plants were grown at 20/150C until tlowering 

Y Plants with proliferate capitula were counted when the number of involucral bracts among the ray or disc tlorets exceeded 25 

'Mean s巴parationwithin the column by Tukey's HSD test， 5% level 

W*へホindicatesignificant di釘erenceat P < 0.01， and 0.05， respectively 

Table 3 Effects of terms of shading treatment on the tlowering and intlorescence characteristics in summer-to-autumn-tlowering 

Chlysanthemum lI1orifoliwn 'Seiun' 

Days to flowering 

in short days 

Increase in leaf Numb巴rof involucral Proportion ofplants with 

number in short days bracts in the capitulum prol巾 ratecapitllla、(%)

10.8 b 23.4 a 13.4 

11.2 b 19.8 b 7.2 

11.4 b 11.2 c 1.8 

12.8 a 12.4 c 2.5 

キキ

。b
nb

一

n

k

一

山

中山
一

m

w
一
・M

.叶

M
i
-
-、一

円

f

f
一
川

2

0

n

一
別

ρ
LV

一、
aJ

S

l

一戸

、

m
町

一

r
a
一

百

同

一 46.2 b' 

46.4 b 

47.2 b 

49.6 a 

3 

4 

Analisis ofvariance'" 

z Shading treatment using cheesecloth 50% cut daylight started on the next day ofthe end of long-day treatment 

YPlants with prol i ferate capitula w巴recounted when the number of involllcral bracts among the ray or disc tlorets exceeded 25 

'Mean separation within the column by Tulくey'sHSD test， 5% level 

山料*indicate significant di汀erenceat P < 0.01， and 0.05， respectively 

キクの花芽形成に対する最適温度は，主として欧米での

研究により， 500F (1 OOC) (Cathey， 1955)，最低 600F(15.60C) 

(Post， 1947)， 17 ~ 21 oC (Furuta' Nelson， 1953; de Jong， 1978)， 

22/180C (Bonaminio・Larsonヲ 1980)，201200C (de Lint ・Heij，
1987)， 17/180C (Karlssonら， 1989)， 21/l70C (Wilkinsら，

1990)および 18~ 220C (Hiden・Larsen，1994)など多くの

報告がある.しかしわが国の 8 ~ 9 月出荷を目的とした

作型での電照打切り時期 (6 月中旬~ 7 月下旬)における

施設内温度はいずれもこれらを上回っている Cathey 

(1954a， b)によると， 花芽分化開始後~開花ま での日数は，

それぞれ夜間一定の 600F (t5.60C) で最も早 くなり， 800F 

(26.70C)の気温はスプ レーギク‘Yod巴rBrothers' の開花を

遅らせた.また花芽の発達には昼温よりも夜温が重要であ

ること (Cockshull'Ko白百neck，1994)などが報告されている.

一方，一輪咲きのわが国の品種を用いた研究では，花芽

分化の高温の限界温度は 35~ 400Cの範囲にあるとされる

(岡田， 1963).その後，近年育成された夏秋ギク品種の花

芽分化および発達のための適温域に関しては，ほとんど報

告がない.本実験で，電照打切り後の昼温 25~ 27.50C，夜

温 15~ 17.50Cの範囲では，これらよりも高い温度域と 比

較して開花までの日数が短かったことから，夏秩ギク ‘精

雲'の花芽分化 ・発達の適温域はこれらの範囲内， もしく

はこれらよりも低い温度域にあると想定される. 30/20oC 

以上の温度では開花期が遅れ 35/20oCあるいは 301250C

では 301200Cと比較してさらに開花期が遅れたことから，

昼温または夜温が一定であっても，いずれか一方が高くな

ると花芽分化あるいは花芽の発達が遅延することが明らか

となった

また，電照打切り翌 日から 2週間後または電照打切り 2

週間後~ 4 週間後にかけて お1250C の高温に遭遇すると，

20!l50Cと比較して開花が遅れた しかし 4週間後以降の

高温遭遇は，対照区との開花期の差が認められなかったこ

とから，花弁伸長後期以降の高温遭遇は，花芽の発達速度

に対して影響しなかったものと考えられる このことは，

わが国の夏秩ギク品種はヨーロッパにおける品種と比較し

て，高温に強い特性を有することを示している わが国の
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夏秩ギク品種の作出過程においては夏季の高温に強い系統

を目的として選別され，反対にヨーロッパで用いられてい

る秋ギクに属する品種では 冬季の低日照下における生育・

開花促進を育種目標として選抜されたこと (deJong， 1978， 

1981)の結果であろうと思われる

花芽分化・発達に対する高温遭遇時期と電照打切り後の

増加葉数との関係を詳細にみると，35/250Cでは，351200C 

および 301250Cと比較して葉数が 2枚程度増加したのに対

し，開花期は 10日以上遅れた ‘精雲'の場合，葉数が l

枚展開するのに必要な 日数は，温度によっても異なるが，

伊藤ら(1996)の報告から約 2日間であることがよみとれ

る.このことから，35/250Cの高温は，花芽分化開始後の

発達速度を大きく抑制したものと考えられる.さらに高温

遭遇による開花期の遅れは， 電照打切り 2 ~ 4 週間後の期

間で約 9日と最も大きかったが，花弁伸長後期以降の高温

遭遇は対照区と比較して開花期の遅れを生じなかった.こ

のことは，高温遭遇による開花期の遅延は，花芽分化開始

~花弁伸長中期までの期間で最も影響を受けやすいことを

示している

キクの花芽形成では，花芽分化開始後に総苗が形成され

た後，頭花内に最初に舌状花が形成され，好適な条件下で

はその内部に筒状花が発達するのが正常な発育過程である

(Harrisら， 1991; Pophalll・Chan，1952) 夏秋ギク ‘精雲'

において，高温下で栽培するほど舌状花数が増加し，筒状

花数が減少したことは，本種の花芽の発達にとって昼温 25

~ 27.50C，夜温 15~ 17.50Cはこれ以上の温度よりも好適

な条件であったことを裏付ける結果と考えられる.さらに，

舌状花数と筒状花数とを合計した総小花数は，昼温350C以

上または夜温 250C以上で減少する傾向が認められた こ

のことは，高温は頭花内の総小花数にも影響することを示

している

貫生花の発生は，気温 351200C，301250Cおよび35/250C

の条件下ですべての株に認められた.またこれらの温度範

囲では，頭花内の総苗片数に有意差がなく，いずれも約 100

枚の総高片が形成された伊藤ら (1996)が同じ精雲'

を供試した実験では，施設内の気温を 40/160Cと401250C

とで比較し貫生花発生に対する処理の差がほとんどな

かったことから，昼温の影響が夜温よりも大きいと報告し

ている.しかしファイトトロン 内での本実験結果から，

‘精雲'の場合には高昼温および高夜温はいずれも貫生花の

発生を促し，それぞれ 350C以上，または 250C以上の条件

で多発することが明らかとなった.伊藤らの実験では，昼

温を 400Cに設定したため 夜温の影響が判別できなかっ

たものと推察される

貫生花が多発する花芽の発達時期について検討した結

果，電照、打切り 2 週間後~4 週間後の高温により，すべて

の株が貫生花となった.この時点での高温遭遇初期の花芽

の発達段階は，総苦形成後期から小花形成初期に当たる(第

4図) この結果は，佐々木ら (2000)が‘天寿'を用いて

実験した結果とほぼ同様である従って，花芽の発達にとっ

て総苗形成後期から小花形成までの期聞が花芽の順調な発

達にきわめて重要な時期であることを示している

また伊藤ら (1996)は，定1漬から電照打切りまでの期聞

が45日を超える場合に， 精雲'の貫生花発生が増加した

ことを報告している.複数の夏秋ギク品種は，開花にとっ

ては質的短目性を有するが，花芽分化開始に対しては量的

短日性となる (Kawata・Toyoda， 1982) そのため，栄養成長

期聞が長くなって株が老化してくると，長日処理期間中に

花芽分化し，長日下で開花することにより貫生花が増加す

ると推察している.

実験 3において，電照打切り後の自然日長開始からハウ

スに遮光率 50%のダイオネットを用いて被覆した結果，ハ

ウス内の気温は，寒冷紗を被覆しない場合と比較して， 日

中3~ 50Cの範囲で低下し 350Cを超えることはなかっ

た この結果，電照打切り後から 2，3および4週間遮光の

いずれも頭花内の総苗片数が無処理と比較して減少し貫

生花の発生率を減少させることができた. これは，施設内

の気温が低下したのと同時に，遮光による葉温低下の効果

も大きいことが想定される 貫生花の発生は，特に 3~4

週間の遮光により 2週間と比較して少なかったしかし 4

週間の遮光では，無遮光や 3週間までの遮光と比較して開

花が約 2日間遅れた これらの結果から，花芽の発達は，

電照打切り 2週間後では小花形成初期の段階にあり， 3週

間の被覆によりほぼ小花形成期を通過していたものと考え

られる この期間のハウス内の日射量は，施設の被覆資材

により減光され，最高約 40klxであった谷川・小林(J991) 

は，キク個体の光合成の光飽和点は約 50klxであると報告

している また， 日射量の減少はキタの開花の遅れを伴い，

花径が小型化することが知られている (Karlssonら， 1989; 

Pearsonら， 1993). これらのことから，電照打切り後から

4週間以上の遮光は，光合成同化産物の低下に伴い花芽の

発達が遅れたものと考えられる.従って，実用栽培では，

電照打切り後の電照打切り後から 3週間の遮光処理を行う

ことにより ，開花の遅れを伴うことなく貫生花の発生を軽

減できることが明らかとなった.

以上のように，夏秋ギク ‘精雲'を用いて得られた成果

は，高温により貫生花が発生しやすいタイプの夏秋ギク品

種に対し，切り花品質向上対策として有益な知見と考える

しかし，夏秩ギク ‘フローラル優香'の栽培では， 5 ~ 6 

月の低温期および 8~9 月の I高温期に貫生花の発生が増加

し，特に 8月開花では， 12時間 日長の短臼処理を行わない

と開花遅延が著しく，貫生花や花弁のねじれなど奇形花の

発生を伴うことが知られている (谷川ら.2008) このこと

から，精雲'以外の夏秩ギク品種の貫生花発生と高温以外の

環境要因との関係については，さらに検討する必要がある.

摘要

夏秩ギク ‘精雲'の開花期の遅延と貫生花を発生させる
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温度要因を明らかにし計画的出荷および貫生花発生率の

減少対策を確立するため 昼/夜温および高温に遭遇する

花芽発達時期が開花と開花時の形質に及ぼす影響について

検討した 夏秋ギク ‘精雲'の発根苗を栽培箱に定植し，

温室内で暗期中断を行って花芽分化を抑制した 6月 18日

に電照を打ち切り，翌日から栽培箱をファ イトトロンに移

し，昼 (6:00~ 18:00) /夜温(18:00~ 6:00)をそれぞれ

替えて 6区設定し，自然日長下で栽培した また，短日下

で2週間の高温処理を(351250C)，①電照打切 り直後から，

②電照打切り 2週間後から，③電照打切 り4週間後から，

および④電照打切り 6週間後からの 4処理区を設けた.頭

花内の総直片数が 25枚以上ある株を貫生花として算出し

た その結果， ‘精雲'の開花は昼温 300C以上または夜温

200C以上になる と遅延するようになり，貫生花は，短日処

理開始2週間後から2週間昼温 350C以上または夜温 250C

以上の高温に遭遇する と発生することが明らかとなった

貫生花発生の防止対策として，電照打切 り直後から 3週間，

遮光率50%のダイオネッ トを用いて遮光することにより貫

生花発生率を減少させることができた
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