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時期中断期間中における電照中断がキクの花芽形成に及ぼす影響
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Effects of Night-break-lighting Interruption on Flower Bud Formation in Chrysanthemum 
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Abstract 

Unexpected interruption of night-break-lighting (NB) causes serious deterioration of the quali勿 ofcut chrysanthemum 

flowers. The effects ofthe timing and duration ofNB interruption on flower bud formation were investigated using autumn and 

summer-autumn flowering chrysanthemum genotypes in Japan. 1n the autumn flowering genotype of‘A吋in2'自oweringin 

December， mor巴thanthree and four days of int巴町uptionofNB influenced flower bud formation when the interruption occurred 

22 and 36 days aft巴rplanting， respectively. On the oth巴rhand， no in但uencewas observed of one to five days of inte汀uptionin 

those flowering in March. 1n the summer-autumn genotype of ‘1wanohakusen'， flower bud formation was influenced by more 
than four days of interruption in July flowering， three days of interruption in August flowering， and more than two days of inter-
ruption in September flowering. To reveal genotype differences in the effects ofthe duration ofNB interruption and the plant 

growth stages su肖ectedto the int巴rruption，three autumn flowering genotypes and two summer-autumn flow巴nnggenotypes 

were compared. Sensitivity to the NB interruption was genotype-dependent: the sensitive genotype showed a reduced leaf 

number flowering only a day of interruption， but the insensitive genotype showed no effect of three days of inte町uption.The 

sensitivity increased with plant growth. The present study demonstrated that the effect of NB interruption was changed by 

environmental factors such as the temperature， growing stage andjuvenility ofplants， and the cropping type. 

Key Words : autumn flowering chrysanthemum， cultivar， fluorescent lamp， night break， summer-autumn flowering 

chrysanthemum 
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緒言

短日植物であるキクは，品種選択と温度および日長の制

御による周年栽培が行われている.長日処理は暗期中断が

一般的で， 目的とする草丈が確保されるまでの問，連日行

う.暗期中断日数は品種，作型や出荷規格などで異なるが，

10 ~ 60日程度である.

生産現場では電照期間中の意図しない消灯(電照中断)

により，キクが花芽分化を開始し，草丈が出荷規格に達し

ないなどのトラブルが発生することがある.切り花の商品

価値を維持するためには，発奮が確認された時点では手遅
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* Corresponding author. E-mail: hakuzan@pref.kagoshima.lg.jp 
a現在:鹿児島県農業開発総合センター

241 

れであり，定期的に電照設備をチェックするなどの対策が

行われている(坂場， 2011). 

ところで，キクの電照トラブルなどによる暗期中断期間

中の消灯は何日まで花芽分化に影響を及ぼさないか， とい

う問い合わせがしばしば生産現場からある.キクの電照中

断日数と花芽形成については，電照中断が 1~2 日では影

響を受けないが 3日を超えると花芽分化を開始する(米

村， 1993;小西ら， 1988)， 3日以内は問題ないが， 4日以

上の電照中断は花芽分化を開始する(船越， 1989) とされ

ている. しかしながら消灯した日数とキクの花芽形成程度

の品種間差や，気象条件などの外的要因との関係について

は不明な点が多い.そこで本研究では，電照期間中の電照

中断がキクの花芽形成にどのような影響を及ぼすかについ

て，秋ギクおよび夏秋ギク品種を用い，展開葉数の解析に

基づいて検討した.
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材料および方法

1.共通の材料および方法

ほ場は指宿市の鹿児島県農業開発総合センタ一花き部内

のガラスハウス，硬質プラスチックフィルムハウス， PO 

系中期展張ハウスを用いた.供試した種苗は母株から自家

養成したものを用いた.母株はビニールハウスを用いて雨

よけ無加温栽培とした.母株および育苗時の電照は 23:00

~3:00 までの暗期中断 5 時間であった.母株からそれぞ

れの作付けにあわせて採穂を行い， 4 ~ 19日の冷蔵後，

挿し芽に供した.発根した種苗は 2~ 14日間， 2 ~ 30Cの

冷蔵庫で保存した.それぞれの作型では採穂日や穂および

苗の冷蔵期間などの前歴を揃えた.

定植は床幅 90cm， 15 cm x 6目ネットに 1目当たり 2

本植えとし中央2列を空けて (2-2-0-0-2-2)行った.仕立

て法は無摘心とした.電照の光源は 23W三波長型赤色蛍

光灯 (YOF-23EP，寄の会)を用いた. この蛍光灯はキク

の産地でも近年導入が行われているもので，一般的な三波

長型電球色蛍光灯に比べて花芽分化抑制に有効とされる赤

色光を多く含み， R/FR比は 8.9である.光源の設置高は

畦面から1.6m とし，畦面における放射照度は 241~ 

253 mW. m-2で，測定には 400~ 1，050 nmの波長域に感

度を持つプロープ (LP471RAD，DeltaOHM) を装着した

放射照度計 (HD2102ム De1taOHM) を用いた 電照の干

渉を防ぐために，夜間，処理区聞を遮光資材(ホワイトシ

ルバー， トーカン)で仕切った.暗期中断は 22:00~ 3:00 

まで5時間行った.消灯後，発曹が確認され止め葉が明瞭

になった時点で，地際から止め葉までの展開葉数(全展開

葉数)および消灯時展開葉数から止め葉までの展開葉数(消

灯後展開葉数)を調査した.

2.葉数による電照中断の影響の評価方法

キクにおいて展開葉数(花芽分化節位)は花芽分化開始

の指標として用いられている(川田ら， 1987;柴田，

1997) .本研究における電照中断が花芽形成に及ぼす影響

は，処理区聞における展開葉数の差異で評価した.葉数の

差の検定については，無処理区における葉数は正規分布を

示すが，電照中断の影響により花芽分化する個体が増加し

た処理区では，葉数のばらつきが拡大して，等分散性や正

第 1表 ‘新神 2' および‘岩の白扇'における作型別の電照中断処理実験の概要

品種・作型 処理日数

無処理
2日

3日
4日

新神2・12月開花 5日

2日
3日
4日
5日

無処理
2日

新神 2・3月開花 3日
4日
5日

無処理
2日

岩の白扇・ 7月開花 3日
4日
5日

無処理

岩の白扇・ 8月開花 2日
3日

無処理
2日

岩の白扇・ 9月開花
3日
4日
5日

2+2日

z定植から処理開始までの日数Y.は中断の日数を表す

定植日 処理まで Z 処理開始日
処理パターン

消灯日

(月/日) の日数 (月/日) (月/日)

. .Y 
22 9/30 ••• •••• 2010年 ••••• 10/27 

9/8 •• 
36 10114 ••• 圃・・・••••• 

2010年

11126 
28 12/24 • •• ••• •••• •••• 

1119 

2011年

4/4 
29 • •• ••• •••• 

園田・・
6/7 5/3 

2013年

5/13 
30 •• ••• 6/24 6/12 

2011年

6/9 
28 • •• •• ••• 

----E 
・・・・圃

7/29 7/7 
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規分布を示さなくなる.この様な事例では母集団の正規分 第2表各品種における電照中断処理時期の栽培施設内気温

布や等分散を前提とするノくラメトリックな統計解析は適用

できない(永田・吉田， 1997). そこで本実験の解析には，

一般的な多重検定法である Tukey-Kramer法のノンパラメ

トリック版で，母集団の正規分布や等分散を前提としない

Stee1-Dwass法による多重比較を行った 統計処理は，フ

リーソフトウエア R (ver.2.15.1) に青木 (2004a) の作成

した Stee1-Dwass法による多重比較を用いて行った.また

各処理区における葉数の度数分布の作図については，フ

リーソフトウエア R (ver. 2.15.1) に青木 (2004b) の作成

した群別データ分布図を用いた.

3. 作型および電照の中断時期が秋ギク‘新神 2'，夏秋ギ

ク‘岩の白扇'の展開葉数に及ぼす影響

‘新神 2' は秋ギク ‘神馬'を由来として突然変異手法

を用いて育成された品種である(上野ら， 2013). 電照中

断処理の概要について第 l表に示した.実験は‘新神2'

では 12月開花および 3月開花作型で， ‘岩の白扇'では 7

月開花， 8月開花および 9月開花の作型で実施した.各品

種および作型ごとに，電照期間中に電照中断を 2，3， 4お

よび5日間挿入した区(‘岩の白扇 8月開花は2および3

日)を設置し，電照中断を行わなかった区を無処理区とし

た.また‘新神 2' の 12月開花では，電照期間における

生育ステージの影響を見るために 電照中断処理開始時期

を変えた 2区を設置した. ‘岩の白扇， 9月開花には共通

に設定した区以外に 2日間の電照中断後， 2日間電照を行

い，再度 2日間電照を中断した区(中断 2日+2日処理区)

を設置した.処理の開始時期は‘新神 2' 12月開花では電

照開始 22日後と 36日後から， ‘新神 2' 3月開花では 28

日後とした.‘岩の白扇'における処理の開始日は7月開花，

8月開花および 9月開花はそれぞれ 29，30および 28日後

とLtこ.

‘新神 2' 12月開花の定植は 2010年 9月 8日に， 3月開

花の定植は 2010年 11月 26日に行った 供試した種苗の

採穂、から定植までの穂および苗の冷蔵期間は， 12月開花

が 17日間， 3月開花が 6日間であった.施肥量は両作型

品種・作型
施設内気温 (oc)z 

昼温 Y 夜温 x

新神 2・12月開花 (22日)w 27.1 21.4 
新神 2・12月開花 (36日) 24.1 19.1 
新神 2・3月開花 15.3 11.6 

岩の白扇・ 7月開花 23.2 18.9 
岩の白扇・ 8月開花 28.9 24.0 
岩の白扇・ 9月開花 30.4 26.3 

Z電照中断処理前2日，処理開始後 8日間の施設内平均気温

y 7:00 ~ 18:00 における平均気温

x 19:00 ~ 6:00における平均気温

w ( )内は定植から処理開始までの日数

ともに N:P20S・K20= 1.6 : 0.8 : 0.8 kg・a-1とした.電照期

間は 12月開花が 10月 27日までの 50日間， 3月開花が l月

19日までの 54日間とした 温度管理は 12月開花では，

昼間は 250C換気とし，夜温は定植から消灯までは無加温，

消灯後は最低 150Cとした. 3月開花では，昼間は 250C換

気とし，夜温は定植から消灯まで最低 110C，消灯後発奮

まで 0:00を境とし前夜半を 180C，後夜半 140Cとする変

夜温管理 (18-140C)，発膏以降は同様に 16-140Cの変夜

温管理を行った. 12月開花は各区 56~ 80個体 3月開花

は各区 96個体を供試した.

‘岩の白扇， 7月開花の定植は 2011年4月 4日に， 8月

開花の定植は 2013年 5月 13日に， 9月開花の定植は 2011

年 6月 9日に行った.供試した種苗の採穂から定植までの

穂および苗の冷蔵期間は， 7月開花が 10日間， 8月開花が

15日間， 9月開花が 21日間であった.施肥量は 3作型と

もにN: P20S : K20 = 2.4 : 1.6: 1.6 kg・a-1とした.電照期間

は 7月開花が 6月 7日までの 64日間， 8月開花が 6月 24

日までの 42日間， 9月開花は 7月 29日までの 50日間と

した.温度管理は 3作型ともに無加温で，昼間は 250C換

気とした. 7月開花は各区 96~ 112個体 8月開花は各区

40個体 9月開花は各区 72個体を供試した.

第 2表に‘新神 2' および‘岩の白扇'の電照中断処理

第3表 キク 5品種を用いた電照中断日数および中断時期実験の概要

処理法

中断日数

(定植31日後開始)

無処理

1日

2日

3日

処理パターン

中断時期 7日後 圃・・
(中断日数 3日) 14日後 ・・・

21日後 ・・・

.z 
•• ••• 

28日後 ・・・
定植は 8月23日，電照中断処理後，再点灯し 10月7日に消灯(定植から消灯までの日)

供試品種は秋ギク ‘神馬¥ ‘雪姫¥ ‘秀芳の力'および夏秩ギク ‘サザングレープ ‘サ
ザンチェルシー'z.は中断の日数を表す
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時期における栽培施設内気温について示した ‘新神2'

の処理時における気温は， 12月開花 (22日)， 12月開花 (36

日)および3月開花の順に低くなった.一方， ‘岩の白扇'の

気温は， 7月開花， 8月開花および9月開花の順に高くなった.

4. 電照中断日数および中断時期の影響に関する品種間

差異

電照中断と品種間差異実験の概要について第 3表に示し

た.秋ギク ‘神馬¥ ‘雪姫¥ ‘秀芳の力'および夏秋ギク

‘サザングレープ¥ ‘サザ、ンチェルシー'の計5品種を供

試した ‘雪姫'は早生系の秋輪ギク(松野ら， 2013) で，

‘サザングレープ'および‘サザンチェルシー'は夏秋ス

プレーギクである(姫野ら， 2008;白山ら， 2009). 定植は

2013年 8月 23日に行った.供試した種百の採穂から定植

までの穂および苗の冷蔵期間は 24日間であった.電照中

断日数の実験は各品種ごとに電照期間中に電照中断を 1，

2および 3日間挿入した区を設置し，定植から 31日後に

中断処理を開始した.電照中断時期の実験については，定

植から 7日ごとの 7，14， 21および 28日目にそれぞれ 3

日間電照中断を行う区を設置した.電照は各区とも 10月

7日までの45日間とした.施肥量はN: PzU5 : KzU = 1.6 : 0.8 : 

0.8kg・a.1とした.温度管理は無加温で，昼間は 250C換

気とした.供試本数は各区 12~ 31個体とした.

結果

1. 作型および電照中断時期が秋ギク‘新神 2'，夏秋ギク

‘岩の白扇'の展開葉数に及ぼす影響

第4表に‘新神 2' の電照中断実験における全展開葉数

および消灯後展開葉数を示した. ‘新神2' 12月開花にお

ける定植 22日後処理開始区の全展開葉数は，無処理と比

較して電照中断2日間区では有意な差が認められず，電照

中断3日， 4日および5日間区では有意に減少した.消灯

後展開葉数は無処理と比較して電照中断2日間区で有意な

差が見られ，電照中断 3日間以上の区では大きく葉数が減

少し，電照中断が花芽形成に与える影響は顕著であった.

12月開花の定植36日後処理開始区における全展開葉数は，

無処理に対して電照中断2および3日間区は有意な差が認

められず，電照中断4および 5日間区では有意に減少した.

消灯後展開葉数も全展開葉数と同様に電照中断4日以上の

区で有意に減少した.

‘新神2'の 3月開花では，全展開葉数は電照中断2お

よび3日間，消灯後展開葉数は電照中断2日間以上の区で

無処理と比較して有意に減少したが，葉数の減少程度は

12月開花と比較してわずかな差異であった.以上の結果

から， 12月開花では3月開花と比較して電照中断による

花芽形成への影響が大きく，また同じ 12月開花において

も処理開始時期が早いほうが短い電照中断日数で花芽形成

に影響した. 3月開花では電照中断 5日間以内では明確な

第4表 電照、期間中の電照中断日数が秋ギク‘新神 2' の展開葉数に及ぼす影響

12月開花 (22日後開始) 12月開花 (36日後開始) 3月開花
処理区

全展開葉数 消灯後展開葉数 全展開葉数 消灯後展開葉数 全展開葉数 消灯後展開葉数

無処理 68.1 aZ 21.8a 68.1 a 21.8a 53.1 a 22.8 a 

中断2日 69.1 a 20.8 b 67.7 a 22.5 a 55.0b 21.7 b 

中断 3日 57.9 b 8.9 c 66.4 a 21.1 a 54.6b 21.3 bc 

中断4日 49.4 c 0.9 d 60.6 b 13.4 b 53.1 a 20.2 c 

中断 5日 48.1 c O.Oe 57.1 c 10.8 c 53.4 a 20.1 c 

z異なる文字聞については， Steel-Dwassの多重比較法により有意差がある (1%)

第5表 電照期間中の電照中断日数が夏秋ギク ‘岩の白扇'の展開葉数に及ぼす影響

7月開花 8月開花
処理区

全展開葉数 消灯後展開葉数 全展開葉数 消灯後展開葉数

無処理 51.3 aZ 
一
_y 49.5 a 20.6 a 

中断2日 48.9 b 48.3 a 19.2 a 

中断 3日 50.9 a 43.5 b 15.9 b 

中断4日 48.6 b 一一_X

中断5日 46.6 c 
中断2日+2日W

z異なる文字聞については， Steel-Dwassの多重比較法により有意差がある (1%)

Y ‘岩の白扇， 7月開花の消灯後の展開葉数は未計測

X8月開花の‘一'は作付けなし

w電照中断を 2日間行い， 2日間点灯後，再度 2日間電照を中断した

9月開花

全展開葉数 消灯後展開葉数

47.4 a 18.1 a 

43.5 b 14.5 b 

39.4 c 11.5 c 

39.3 c 9.8 de 

37.8 c 8.6 e 

38.7 c 10.0 d 



，.---

園学研. (Hort. Res. (Japan)) 13 (3) : 241-248. 2014. 245 

第 6表 キク 5品種の 11月開花作型における各種電照中断処理が消灯後展開葉数に及ぼす影響

処理区 神馬 雪姫 秀芳の力 サザングレープサザンチェルシー

無処理 23.4 abcdz 22.9 a 18.3 ab 15.2 a 24.5 ab 

中断日数
l日 22.8 abcd 22.3 ab 18.1 ab 10.3 b 25.8 a 

(定植 31日後開始)
2日 22.4 d 21.7 b 17.3 bc 8.2 c 25.3 a 
3日 23.2 bcd 15.0 c 15.6 c 8.2 c 20.1 b 

7日後 22.9 cd 22.6 ab 18.6 a 13.2 ab 25.4 a 
中断時期 14日後 23.9 ab 22.7 ab 17.7 a 10.5 bc 25.3 a 

(中断日数 3日) 21日後 23.5 abc 21.7 ab 17.8 ab 11.8 b 25.7 a 

28日後 23.7 abc 19.1 bc 14.9 abc 6.0 d 22.6 a 

z異なる文字聞については， Steel-Dwassの多重比較法により有意差がある (5%)

花芽形成への影響は認められなかった.

第 5表に‘岩の白扇'の電照中断実験における全展開葉

数および消灯後展開葉数を示した. ‘岩の白扇 7月開花

の全展開葉数を比較すると 無処理に対して電照中断2日

間， 4日間および5日間区は有意に減少したが，電照中断

3日間区は無処理との差が認められなかった. 8月開花で

は電照中断 3日間区で全展開葉数および消灯後展開葉数が

無処理区に対して有意に減少した. 9月開花の全展開葉数

を比較すると，無処理に対して電照中断 2日間以上の区で

有意に減少した.電照中断 3~5 日間区では全展開葉数に

処理聞の差は認められなかった. 7月開花における電照中

断 5日間区は無処理との全展開葉数の差が 5枚程度であっ

たのに対して， 9月開花の電照中断5日間区では，無処理

区との全展開葉数の差が 10枚程度と多かった. 9月開花

の消灯後展開葉数では，電照中断2日間以上の区で有意に

減少し電照中断 3~5 日間区では処理日数の増加に伴い

葉数が減少する傾向にあった.電照中断2日+2日間区の

全展開葉数は，電照中断2日間区よりも有意に少なく，電

照中断 3日間以上の区と同等の葉数で，消灯後展開葉数は

電照中断 4日間区と同等で、あった

以上の結果から，夏秋ギク‘岩の白扇'では，作型が 7月，

8月， 9月と遅れるにつれて，花芽形成に影響する電照中

断日数が短くなる傾向にあることが明らかになった.

2. 電照中断日数および中断時期の影響に関する品種間

差異

第 6表に電照中断処理が神馬¥ ‘雪姫¥ ‘秀芳の力

‘サザングレープ'および‘サザンチェルシー'の消灯後

展開葉数に及ぼす影響について示した. ‘神馬'および‘サ

ザンチェルシー'では電照中断 1~ 3日間区において有意

な葉数の差は認められなかった. ‘雪姫'は無処理区と比

較して電照中断 2および 3日間区で有意な差異が見られ，

中断日数が多いほど消灯後展開葉数は減少した ‘秀芳の

力'では，電照中断3日間区で無処理区に対して有意に葉

数の減少が認められた. ‘サザングレープ'では無処理と

比較して電照中断 1日間区から有意に葉数の減少が認めら

れた.電照中断時期の影響では， ‘神馬 ‘秀芳の力'お

よび‘サザンチェルシー'は中断開始時期 7~ 28日後処

理区において有意な葉数の差は認められなかった. ‘雪姫'

は電照中断 28日後処理区で無処理区に対して有意に葉数

の減少が認められた. ‘サザングレープ'は電照中断 14~ 

28日後処理区で無処理区に対して有意に葉数の減少が認

められた.

第 l図に供試した 5品種の各処理における消灯後展開葉

数の度数分布を示した. ‘神馬'はすべての処理区間にお

いて消灯後展開葉数のばらつきの幅の変化が少なかった.

‘雪姫'および‘サザンチェルシー'は電照中断 3日間区

および 28日後処理区において，ぱらつきが大きくなった.

‘秀芳の力'は電照中断 2~3 日間区および 14 ~ 28日後

処理区でばらつきが大きくなった. ‘サザングレープ'は

電照中断 1日間区でばらつきが大きくなったが，電照中断

2， 3日間区では消灯後展開葉数が少なくなる個体が増加

し，ぱらつきは小さくなった.中断時期では電照中断 7~

21日後処理区は，ぱらつきが大きかったが， 28日後処理

区では消灯後展開葉数が少なくなる個体が増加し，ぱらつ

きが小さくなった.

考察

これまでキクの電照期間中における電照中断が花芽形成

に及ぼす影響について十分検討された事例は少なく，経験

的に 1~ 2 日が限度で 3~4 日を超えると花芽分化が始ま

ると考えられていた.キクの花芽分化には， 日長以外に温

度や日射量などの環境要因が関与していることが知られて

いる CCockshull，1979). また内的要因である幼若性の花

芽分化への関与が報告されている(川田ら， 1987). この

ことは電照の中断，すなわち短期間の短日挿入による花芽

形成にも環境要因および内的要因が影響している可能性を

示唆している.そこで本研究では秋ギク ‘新神2'と夏秋

ギク ‘岩の白扇'を供試し，作型や中断の時期を変えた実

験を行った.その結果，花芽形成に影響を与える電照中断

の日数は，同じ品種でも作型や中断時期で異なることが明

らかになった. ‘新神2'の 12月開花の場合，定植 22日

後処理開始では電照中断日数が 3日間以上の区で全展開葉

数が有意に減少し花芽形成に影響が認められ，定植 36

日後処理開始では電照中断4日間以上で花芽形成に影響が
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第 1図 キク 5品種における各種電照中断処理と消灯後展開葉数の分布

電照中断日数試験は定植 30日後から処理を開始した

電照中断時期試験はそれぞれ 3日間処理とした

図中の“0"の横への広がりは度数を表す

n=12~31 個体

電照中断時期

A 

けないことの一因ではないかと考えられる. ‘岩の白扇'

では， 7月開花は 2，4および 5日以上， 8月開花は 3日以

上， 9月開花は 2日以上で電照中断による花芽形成への影

響が現れたが，影響の程度は異なった. 7月開花では全展

開葉数の無処理との差は，電照中断 4 日間区までは 2~3

枚の減少，電照中断 5日間区でも 5枚程度と少ない葉数減

少であるのに比較して， 8月開花では電照中断 3日間区で

6枚減少し 9月開花は電照中断2日間区で4枚減少，電

認められた.一方， 3月開花栽培では電照中断 5日間以内

では花芽形成への明らかな影響は認められなかった(第4

表).キクは昼温よりも夜温が花芽分化に影響するとされ

ている(小西ら， 1988;塚本， 1970). ‘新神 2' の3作型

では，電照中断時の夜温が低いほど，花芽形成に影響を与

える電照中断日数が長くなる傾向が認められた.特に 3月

開花の場合，夜温が 110C (第 2表)と花芽分化適温より

も低い(第 2表)ことが， 5日間の電照中断でも影響を受



~ 

園学研 (Hort.Res. (Japan)) 13 (3) : 241-248. 2014. 247 

照中断 3日間以上では 8~ 10枚減少するなど，作型が遅

れるにつれ，短い中断日数で葉数の減少に大きな影響が現

れた(第 5表).第 2表で示すように‘岩の白扇'では電

照中断時期の夜温が高くなるほど，電照中断が花芽形成に

及ぼす影響が大きくなる傾向にある. しかし電照中断の影

響が3作型で最も大きい9月開花の電照中断時期の夜温は，

一般的なキクの花芽分化適温よりも高く，逆に花芽分化を

抑制するのではないかと考えられる.長菅ら (2008)は‘岩

の白扇'の温度管理を 20/15 (昼温/夜温)oC， 25/20oCお

よび 30/250Cとして花芽分化を観察したところ，発膏まで

の日数に差がなかったことを報告しており，本試験の温度

域では‘岩の白扇'の花芽形成に対する温度の影響は少な

いと考えられる. このことより ‘岩の白扇'の 7月開花，

8月開花および9月開花で花芽形成に到る電照中断日数が

異なるのは，温度の影響よりも，キク品種の持つ内的な要

因である幼若性が関与している可能性が考えられる すな

わち 7月開花では十分な幼若性を保持しているために，

花芽形成に移行しにくい条件であり， 9月開花では幼若性

が消失していた可能性が考えられる.以上のように，キク

の電照中断が花芽形成に及ぼす影響は，気象条件や幼若性

などの内外の要因によって変化すると考えられる.

短日植物では，植物の種類や品種によって花芽分化に必

要な最低短日処理日数が異なることが知られている.アサ

ガオ，オナモミおよびアカザは， 日長反応における実験植

物として使用されているが，最低短日処理日数には品種系

統間差があり，高緯度地域に分布している品種系統が 1日

の短目処理で花芽分化を開始するため実験植物に利用され

ている(瀧本， 1998). 早晩性と短日処理日数については，

イネでは坪木ら (1980) が，ダイズでは清沢・清沢 (1961)

が早生品種ほど花芽分化に必要な最低短日処理日数が短い

ことを報告している.

本試験では秋ギク 3品種，夏秋ギク 2品種を供試し，電

照中断日数と花芽形成の関係について調査した(第 6表). 

その結果，電照中断が花芽形成に及ぼす影響は品種によっ

て差があることが示された.秋ギクでは‘神馬'に対して

‘雪姫¥ ‘秀芳の力'が短い電照中断日数で花芽形成に影

響が現れた.また夏秋ギクでは‘サザンチェルシー'に対

して‘ササ号ングレープ'が短い電照中断日数で花芽形成に

影響が現れた.キクは品種によって花芽分化抑制に必要な

暗期中断電照の光量が異なることが知られている(船越，

1989) .本研究における電照中断の花芽形成に対する品種

間差異は， ‘雪姫'および‘秀芳の力'が‘神馬' よりも

花芽分化抑制に多くの光量を必要とする(未発表)ことと

の関連性が示唆される ‘サザングレープ'はわずか 1日

の電照中断により花芽分化を開始した. ‘サザングレープ'

の指宿市における自然開花期は 6 月下旬~7 月上旬で，比

較的幼若性の強い品種であり，栽培期間に高温に遭遇する

と幼若性が消失して花芽分化しやすくなる(未発表). ‘サ

ザ、ングレープ'の実験は 9月に実施しており，幼若性の消

失と短日条件が相まって，花芽分化しやすい条件であった

と考えられる.

キク 5品種を用いた電照中断の時期と花芽形成の関係を

みると， ‘サザングレープ'が定植後日数が経過するほど，

すなわち葉齢が増加するほど電照中断が花芽形成に及ぼす

影響が明確に現れる傾向にあった(第 6表).白山ら (2013)

は‘岩の白扇'および‘神馬'を用いて，キクの電照期聞

が長くなるにつれて，花芽分化抑制に必要な暗期中断の放

射照度が高くなることを示した.キクは品種間差はあるが

生育が進むにつれて花芽分化に移行しやすくなるため，葉

齢が増加するにつれて電照中断の影響を受けやすくなると

考えられる.

電照中断の日数や時期が花芽形成に及ぼす影響は，各品

種ごとの電照中断処理における消灯後展開葉数分布の変化

でも確認できる(第 1図).中断日数が長くなる，または

中断時期が後になると，処理の影響が現れて，葉数の減少

する個体が増加し，それにつれて処理区内におけるぱらつ

きが増加する.さらに処理の影響が強くなると，ほとんど

の個体が花芽分化を開始して，処理区内のばらつきが減少

することが観察される(第 l図， ‘サザングレープ， ). ‘雪

姫¥ ‘秀芳の力'および‘サザンチェルシー'では電照中

断 3日でばらつきが大きくなっており，ぱらつきの大きさ

の変化という視点からみても，電照中断3日が電照中断の

影響が現れ始めた日数と考えられる.

キクの隔日電照(交互照明)において花芽分化を抑制す

るためには，長日条件が連続して与えられる必要はないが，

交互照明のサイクルの中で、短日の割合が増加すると，花芽

分化抑制効果が劣ることが指摘されている(小西ら，

1988) .そこで本実験では，連続した短目の挿入と隔日で

の暗期の挿入を比較して，花芽形成にどのような違いが生

じるかを検討した. ‘岩の白扇， 9月開花で行った中断 2

日+点灯 2日+中断 2日間区は，中断 2日間区に比較し

て展開葉数が少なく，電照中断による影響が大きく現れた.

このことは，短目によりもたらされる花芽誘導の刺激は，

長日条件で中断されても累積的に働くことを示しており，

本研究においても 2日間の短目処理の効果が次の短日処理

に累積して働いた可能性が考えられる.

本研究は，花芽分化抑制に対する電照中断の影響が品種

や作型，中断時期で異なること，作型による違いは電照中

断前後の気象要因や幼若性などの内的要因が関与している

可能性があることを示した.従来言われていた 11~ 2日

なら大丈夫だが， 3日目になると影響が出る」というのは，

多くの作型，品種で当てはまるが，花芽分化に移行しやす

い幼若性の消失した夏秋ギクなどでは当てはまらないた

め，適切な対処が求められる.

摘要

キク電照栽培における電照中断が花芽形成に及ぼす影響

を中断処理による葉数の変化で評価した.秋ギク‘新神 2'
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および夏秋ギク ‘岩の白扇'を供試して，作型や中断時期

が展開葉数に及ぼす影響を調査した.秋ギク ‘新神2'の

12月開花における定植 22日後からの電照中断処理では，

電照中断3日間以上で展開葉数が有意に減少し花芽形成

に影響が現れたが，定植 36日後からの電照中断では 4日

間以上の処理で花芽形成への影響が生じた ‘新神 2' の3

月開花栽培では電照中断 5日間以内の処理では，花芽形成

に影響が認められなかった.夏秩ギク ‘岩の白扇'の 7月

開花では，電照中断4日間以上， 8月開花では 3日間， 9 

月開花では2日間以上で花芽形成に明確な影響が認められ

た. この電照中断日数の変動の要因については処理前後の

気温などの環境要因や品種の持つ幼若性が影響している可

能性が考えられる.秋ギク 3品種，夏秋ギク 2品種を供試

して，中断日数および中断時期が花芽形成に及ぼす影響を

調査した.中断日数はわずか l日で影響を受ける品種から

3日間では影響しない品種まで分かれた.中断時期は，定

植から中断処理までの期聞が長くなるほど，花芽形成への

影響が大きくなる傾向が認められた. これまで電照中断日

数は 1~ 2日は問題ないとされてきたが，本試験の結果か

ら電照中断日数と花芽形成の関係は品種や作型，気象要因，

中断時期などで異なることが示された.

謝辞 ‘雪姫'の栽培許可をいただいた福岡県農業総

合試験場に感謝申し上げます.
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