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キクにおける限界日長と花芽分化抑制に効果の高い暗期中断の時間帯との関係
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鹿児島県農業開発総合センタ一花き部 891-0513 鹿児島県指宿市山川岡児ケ水

Relationship between Critical Day Length and Effective Night-break Time in Chrysanthemum 

R戸りiHakuzan* and Keisaku Kooriyama 

Kagoshima prlφcturallnstit抑 forAgricultural Development flower section. Ibusuki， Kagoshima 891-0513 

Abstract 

The relationship between the critical day length and the most e能 ctivenight-break φ呂)time on the depression offiower bud 

initiation in chrysanthemum was investigated using five cultivars of summer-autumn (SA)自oweringtypes:‘Floral Yuka'， 
'Iwanohakusen' ，‘Southem Grape'，‘Southem Chelsea'， and ‘Southem Pegasus'， and five of autumn (A)自owering旬pes:

‘Jinba'，‘Sanyo Ougon'，‘Y北ihime'，'Hakusui'， and ‘Shuhouno-chikara'， in Japan. The critical day length (night length) ofthe 

SA fiowering types was found to be 15 (9)-16 (8) h during the August fiowering and cropping period. The duration企omdusk 

to NBmax， which is the most effective NB time， was 6.5-8.5 h when one hour of NB was included. On the other hand， the 

critical day length (night length) of the A cultivars was 13 (11) h during the December fiowering and cropping period. The 

duration丘omdusk to NBmax was 9.0ー10.5h when 40 min ofNB was included. Similarly， the SA cultivars with a short critical 

dark length had a shorter dusk-NBmax period compared to吐leA cultivars with a similar critical dark length and dusk-NBmax 

period. The results suggest that the dusk-NBmax duration is associated with the critical night length. The present study 

demonstrates that the critical day length (night length) is closely associated with the dusk-NBmax duration， thereby suggesting 
that estimation ofthe most effective night-break time for each cultivar is possible ifthe critical day length is ascertained. 

Key Words : auturnn-:floweing chrysanthemum， critical dark period，自owering，summer-to-auturnn :flowering chrysanthemum 
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緒言

キクは我が国の花き類における最も重要な品目である.

キクの作付面積は 5，230ha，出荷量は 1，595百万本(農林

水産省， 2013) で，切り花作付面積の 3割，切り花出荷量

の4割を占める.ほぼ全国で生産が行われ，春，秋のお彼

岸やお盆，正月にかかせない商材として利用されている.

キクは短日植物で，電照による暗期中断や長日処理を行う

ことで，人為的に花芽分化を抑制し，開花時期の調整や草

丈の確保を行っており，電照栽培は周年出荷体系を支える

基盤技術となっている(久松， 2011). 2012年度に花き研

究所と鹿児島県が中心となって実施したアンケート調査に

よると，キク栽培ほ場の 63%に当たる 3，464haで電照栽

培が行われており(郡山， 2012)，キクは日長操作を最も

活用した品目であるといえる.

電照栽培における暗期中断の時間帯は，これまで暗期の

中心が最も効果が高いとされてきた(船越， 1989;小西ら，

2014年3月 18日受付. 2014年7月24日受理.

本研究の一部は，農林水産省委託プロジェクト「国産農産物の

革新的低コスト実現プロジェクト」において行われた
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1990; Machin・Scopes，1978; リュンガー， 1978;米村，

1993) .一方，必ずしも暗期の中心が効果が高いわけでは

なく，花芽分化抑制効果の高い時間帯が暗期後半にずれ込

んでいる報告も見受けられる(塚本ら， 1953). 白山・郡

山 (2013) は夏秋ギク ‘岩の白扇' と秋ギク ‘神馬'を用

いて，電照時間帯と花芽分化抑制効果の関係を調べた結果，

効果の高い暗期中断時間帯 (NightBreak max，以下 NBmax

と略す)は暗期の中心ではなく，暗期開始からの経過時聞

が関与しているとして， ‘岩の白扇'は 7時間後， ‘神馬'

では 9~ 10時間後であるとした. これは暗期中断電照の

効果は，連続暗期を短くするために暗期の中心が最も有効

であるという考え方ではなく，暗期中に照射される光に敏

感になる時間帯が存在し，それが暗期開始からの経過時間

で変化するとする考えである.キグにおいて暗期中断に

敏感な時間帯が存在することは， 2倍体のキクタニギク

(Chrysanthemum seticuspe) を用いた解析により，分子生物

学的に支持されている (Higuchiら， 2013). 

しかし白山・郡山 (2013) の結果は‘神馬'および‘岩

の白扇， 2品種の結果であり，この考え方を実際の栽培に

適応できるかは他の品種を用いた事例の積み重ねが必要で

ある.また‘神馬' と ‘岩の白扇'では暗期開始から電照
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効果の高い時間帯までの経過時闘が異なっており， この経

過時間の違いが何に起因するかは不明である.そこで本研

究では， ‘神馬'および‘岩の白扇'を含む，夏秩ギク 5

品種，秩ギク 5品種を用いて，花芽分化抑制効果の高い

暗期中断時間帯を調査するとともに，各品種が持つ限界日

長(限界暗期長)と暗期中断時間帯との関係について着目

しそれぞれの限界日長 (限界暗期長)と暗期開始(1ightl

dark transition at dusk，以下 Duskと略する)から効果の高

い電照時間帯 (NBmax) までの時間 (Dusk-NBmax) にど

のような関係があるかを明らかにしようとした.
800 

第 1図赤色蛍光灯の波長特性
分光放射照度の相対値はピーク波長の放射照度を 100

とした場合の各波長ごとの相対値を示す

測定機材 .英弘精機製 分光放射照度計 MS-720(ハロ

ゲン補正済み)

2010年 8月 点灯 1時間後に測定
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第3図 夏秋ギクにおける日長処理および暗期中断処理試験

の概要

Z暗期開始から暗期中断までの経過時間 (Dusk-NB)

は暗期中断時聞を40分に設定した.

供試した種苗は，採穂日や挿し芽日，冷蔵期間のそろ っ

た発根百を使用した栽植様式は床幅 90cmの平畦に

15 cm・6目ネ ットを用いて，外側の2列を 2本植え，中央

2列を I本植え (2ふ 1-1ふ 2) とした.無摘心栽培とし，

施肥は緩効性肥料 (ニュ ー有機入り美人，鹿児島県経済連)

をN: P20S : K20 = 1.2 : 0.8 : 0.8 kg・a一I 全量基肥施用とした.

各区の品種ごとの供試本数は 9~ 30株であった.定植後

共通の試験方法

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(jll田ら， 1987;柴田， 1997). 

本報告では様々な日長処理で得られた展開葉数の差異を花

芽分化の指標として扱ったまた試験期間内に全株発奮し

ていない区は発奮率を調査し，花芽分化の指標とした.

試験は鹿児島県農業開発総合センタ一花き部 (指宿市)

のPO系中期展張ノ、ウスで行った.日長処理および暗期中断

処理用の光源は消費電力 23W三波長型赤色蛍光灯 (YOF-

23EP，寄の会)を使用した 供試した蛍光灯の分光分布を

第 l図に示す.各試験区に設置した赤色蛍光灯の光源直下

の畦面における放射照度は， 110 ~ 130 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， Delta OHM S.r.L.)を装着 した放射照度計

(HD2102.2， Delta OHM S.r.L.)を用いた.電照時間の制

御には 1分単位で設定可能なデジタル式電照タイマー

(TBC231，パナソニック(株))を使用した.電照の干渉を

防ぐために，夜間，処理区聞を遮へい幕(ホワ イトシルバー

東耀興産(株))で仕切った.限界日長を調査するための日

長処理は，深夜 0:00を暗期の中心とした明期延長処理とし

た. NB-maxを調査するための暗期中断電照は自然日長条件

下で行ったため，試験期間中に日長が変化した.第 2図に

試験期間中の鹿児島市における 日の入り時刻 (国立天文台

天文情報センタ ー麿計算室 2013)の推移を示す.夏秩ギ

ク8月開花の試験では，試験開始から終了までの聞に日の

入り時刻が 19:09~ 19:27の聞で推移し，試験期間中に 18

分の変化があった. 日の入り後の薄暮期間を含めて， Dusk-

NBmaxを求めるための暗期開始時刻を 19・30とした.一方，

秋ギクによる 12月開花の試験では，試験開始から終了まで

の聞に 日の入り時刻は 18:45~ 17:17で推移し，試験期間

中に 88分の変化があった.発奮の観察から試験期間にお

ける花芽分化前後の日の入り時刻を 17:36~ 17:50と推定し，

Dusk-NBmaxを求めるための暗期開始時刻を 18:00とした.

夏秋ギクと秋ギクでは暗期中断による花芽分化抑制効果に

差があり，一般に夏秋ギクは秩ギクよりも花芽分化抑制に

多くの光量を必要とされている.そのため，夏秋ギク(試

験 1)では暗期中断時聞を 1時間に，秋ギク (試験 2)で

材料および方法
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第4図 秋ギクにおける日長処理および暗期中断処理試験の概要

Z暗期開始から暗期中断までの経過時間 CDusk-NB)

なお，本報告では日長と暗期長を併記するようにした

植物の光周性は明期長ではなく，連続した暗期長が関与し

ていることが，光中断試験の結果からわかっており (Hamner

andBonner，1938)，光周性と花成反応を検討するには，連

続暗期の長さが重要になるためである.

果

夏秩ギクおよび秋ギクにおける限界日長(限界暗期長)

と暗期開始から暗期中断までの時間 (Dusk-NB) の展開葉

数の差異について第 1 ~4 表に示した 全株発膏していな

い区は発菅率を示した

夏秋ギク 5品種における限界日長(暗期長)と花芽分化

抑制効果の高い暗期中断時間帯(試験 1)

第 1表に異なる 日長 (暗期)時間における夏秋ギク 5品

種の展開葉数の差異について示した. ‘フローラル優香'は

全区ですべての個体に発膏が認められたが，他の 4品種は

日長が長くなる(暗期長が短 くなる)と発奮まで到らない

個体が増加した. ‘サザンチェルシー'は， 自然日長に対し

て 15時間日長で葉数が増加し 16時間日長では定植 80日

目でも l個体しか発膏せず，それより長い日長では全個体

が未発膏であった.自然日長に対して有意に葉数が増加し

始める日長(以下，明期の長さ(暗期の長さ)で表記する)

は，‘岩の白扇'が 16.0 (8.0)時間，‘フローラル優香‘サ

ザングレープ¥ ‘サザンチェルシー'および‘サザンペガ

サス'は 15.0(9.0)時間であった.

第 2表に異なる暗期中断の時間帯と夏秋ギク 5品種の

花芽分化までの展開葉数の差異について示した.表中の

Dusk-NBは暗期開始から暗期中断処理開始までの経過

時聞を表す 1時間の暗期中断処理では， ‘サザンチェル

シー'の一部の区を除いて，すべて試験期間内に発奮した

各品種で最も花芽分化抑制効果の高い暗期中断の開始時間

および Dusk-NBmaxは， ‘フロ ーラル優香'および‘サザ、

ンチェルシー'が 3:00 (7.5)，‘岩の白扇¥‘サザングレー

プ'および ‘サザンペガサス'が 2:00~ 3:00 (6.5 ~ 7.5) 

であった.

秋ギク 5品種における限界日長(暗期長)と花芽分化抑

制効果の高い暗期中断時間帯(試験2)

第 3表に異なる日長(暗期長)における秋ギク 5品種の

車吉

の初期生育をそろえるために，全区で 9日間，通常の電照

(22:00 ~ 3:00)を行ったのち， 10 日目から試験を開始した.

日長処理は葉数調査の時点まで継続して行った 温度管理

は無加温と し，昼間は 250Cで換気した調査は，各区ご

とに全個体の発奮が確認され止め葉が明確になった時点，

あるいは調査終了時に行い，地際から止め葉までの展開葉

数を調査した.

夏秋ギク 5品種における限界日長(暗期長)と花芽分化

抑制効果の高い暗期中断時間帯(試験 1)

供試した品種は夏秋輪ギク ‘フローラル優香¥ ‘岩の白

扇¥夏秋スプレーギク ‘サザングレープ¥ ‘サザンチェ

ルシー'および‘サザンペカ、、サス'である.それぞれの品

種の持つ限界日長(暗期長)を調査するため， 日長を自然

日長 (14.2~ 14.7時間)， 15.0， 16.0， 17.0， 18.0， 19.0お

よび20.0時間とする 7区を設置した.暗期中断の時間帯は，

22:00から 1時間単位で4:00まで 7区を設置した(第 3図)• 

2013年 5月 8日に発根苗を定植した.苗は 4月 23日に採

穂し 4月 26日に挿し芽 5月7日に砂上げして定植まで

20Cで保存していたものを用いた定植後 9日聞は慣行(暗

期中断 5時間)の電照を行い 10日目から試験を開始した.

葉数調査は定植 80日後の 7月 29日まで行い，その時点で

外観上発菅していないものは未発奮とした.調査時に未発

奮と発奮株が混在している区は発膏株の本数を調査した

秋ギク 5品種における限界日長(暗期長)と花芽分化抑

制効果の高い暗期中断時間帯(試験 2)

供試した品種は秋輪ギ、ク ‘神馬¥ ‘山陽黄金¥ ‘雪姫

‘白粋'および‘秀芳の力'である.それぞれの品種の持

つ限界日長(暗期長)を調査するため，日長を自然日長 (13.4

~ 10.9時間)， 12.5， 13.0， 13.5， 14.0， 16.0および 18.0時

間とする 7区を設置した.暗期中断の時間帯は， 23:00か

ら1時間単位で 5:00まで 7区を設置した (第 4図). 2013 

年 8月 19日に発根苗を定植した.苗は 7月 19日に採穂し，

7月 29日に挿し芽 8月 9日に砂上げして定植まで 20C

で保存していたものを用いた.定植後 9日聞は慣行(暗期

中断 5時間)の電照を行い 10日目から試験を開始した

調査は定植 94日後の 11月 20日まで行い，その時点で外

観上発膏していないものは未発奮とした 調査時に未発膏

と発奮株が混在している区は発菅株の本数を調査した.
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第 1表 夏秋ギク 5品種における栽培期間の日長時間が花芽分化までの展開葉数および発奮に及ぼす影響

日長 暗期長 展開葉数(枚)

(h) (h) フローラル優香 岩の白扇 サザングレープ サザンチェルシー サザンペガサス

自然日長 z 9.3 ~ 9.8 34.8 aY 33.1 a 35.6 a 43.9 a 31.4 a 
15.0 9.0 39.2 b 34.5 a 38.3 b 50.0 b 33.3 b 
16.0 8.0 48.0 c 42.5 b 39.9b 未 (3%) 41.0c 

17.0 7.0 48.6 cd 46.4 c 43.8 c 未 (0%) 未 (21%)

18.0 6.0 48.7 cd 未 (40%)x 49.0 d 未 (0%) 未 (0%)

19.0 5.0 50.3 cd 未 (23%) 未 (63%) 未 (0%) 未 (0%)

20.0 4.0 50.9 d 未 (21%) 未 (52%) 未 (0%) 未 (0%)

調査個体数 n 22 ~30 28 ~ 30 22 ~ 30 29~30 29 ~ 30 

Z 自然日長は試験期間中の日の出から日の入りまでの時聞に 30分を加算した 14.2~ 14.7時間である

Y異なるアルファベット文字聞は Tukey北ramerの多重検定により 1%水準で有意差あり

X表中の‘未'は定植 80日後の 7月29日に全個体発菅まで到っていないことを示す. ‘( )'は全個体のうち発著した割合を

示す

第2表 夏秋ギク 5品種における暗期中断の時間帯が花芽分化までの展開葉数および発奮に及ぼす影響

暗期中断 Dusk-NB 展開葉数(枚)

開始時間 (h) Z フローラル優香 岩の白扇 サザングレープ サザ、ンチェルシー サザンベガサス

無処理 34.8 aY 33.1 a 35.6 a 43.9 a 31.4 a 
22:00 2.5 43.6 cd 34.1 ab 38.0 bc 52.9 bc 34.5 b 
23:00 3.5 42.1 bc 35.0 b 38.0 bc 55.9 c 34.6 b 

0:00 4.5 40.2 b 34.7 b 38.5 bc 52.7 b 35.5 b 
1:00 5.5 41.3 b 36.9 c 38.5 bc 54.3 bc 35.9 b 
2:00 6.5 45.5 d 43.0 d 41.2 d 未 (40%)x 39.1 c 
3:00 7.5 48.4 e 41.9 d 39.6 cd 未 (0%) 39.9 c 
4:00 8.5 44.8 d 37.7 c 37.0 ab 未 (50%) 36.1 b 

調査個体数 n 26 ~ 30 27 ~ 30 21 ~ 29 28 ~30 24 ~ 30 

z暗期開始から暗期中断開始までの経過時間，試験期間における暗期開始は 19:24~ 19:42で変化した

暗期中断は 1時間とした

Y異なるアルファベット文字聞は Tukey-kramerの多重検定により 1%水準で有意差あり

X表中の‘未'は定植 80日後の 7月29日に全個体発奮まで到っていないことを示す. ‘( )'は全個体のうち発奮した割合を

示す

展開葉数の差異について示した. 5品種ともに日長が長く

なる(暗期長が短くなる)と発膏まで到らない個体が増加

した.定植 94日後までにすべての個体が発著したのは

12ム 13.0および 13.5時間日長であった. 自然日長に対し

て葉数が有意に増加し始める日長(暗期長)は 5品種と

もに 13.0(11.0)時間であった.

第4表に異なる暗期中断の時間帯と秋ギク 5品種の花芽

分化までの展開葉数の差異について示した. 40分間の暗

期中断処理では， ‘神馬'の一部の区を除いて，すべて試

験期間内に発膏した.各品種で最も花芽分化抑制効果の高

い，暗期中断の開始時間および Dusk-NBmaxは， ‘神馬'

が 3:00(9.0)， ‘山陽黄金¥ ‘雪姫'および‘秀芳の力'が

3:00 (9.0) ~ 4:00 (10.0)，‘白粋'が 4:00(10.0)であった.

考察

限界日長(暗期長)と Dusk-NBmaxとの関係

限界日長(暗期長)と暗期開始から効果の高い電照時間

帯までの長さ (Dusk-NBmax) の関係については，フクシ

アやカランコエ，アサガオでは限界暗期と Dusk-NBmaxが

同じ長さであることが報告されている(Thomas・Vmce-Prue，
1997) . しかしながら，キクでの報告は見当たらず，また

同一品目で複数の品種を用いて，限界日長(限界暗期長)と

Dusk-NBmaxの関係を検討した事例も見当たらない.

供試した夏秋ギク 5品種における葉数が増加し始める，

すなわち花芽分化が遅延する日長(暗期長)は 15.0(9.0) ~ 

16.0 (8.0) であった.一方，暗期開始から最も葉数が増加

した，すなわち花芽分化抑制効果の高い時間までの経過時

間 (Dusk-NBm侃)は，電照時間 1時聞を加えると 6.5~ 8.5 

時間であった.次に秋ギク 5品種の花芽分化が遅延する日

長(暗期長)は 13.0(11.0) で， Dusk-NBmaxは，電照時間

40分を加えると概ね 9.0~ 10.5時間であった. このよう

に秋ギクに比較して限界暗期長の短い夏秩ギクは， Dusk-

NBmaxも秋ギクに比較して短かった. これらの結果は，各

品種の Dusk-NBmaxはそれぞれの限界暗期の長さと連動し

ており，限界暗期長付近の暗期中断が最も花芽分化に影響

を及ぼしていることを示している. このことは，品種の限
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第3表 秋ギク 5品種における栽培期間の日長時間が花芽分化までの展開葉数および発菅に及ぼす影響

日長 暗期長 展開葉数(枚)

(h) (h) 神馬 山陽黄金 雪姫 白粋

自然日長 z 10.6~ 13.1 35.8 aY 41.2 a 35.5 a 42.2 a 

12.5 11.5 35.1 a 40.3 a 35.1 a 42.5 a 

13.0 11.0 46.9 b 53.7 b 43.9b 49.5 b 

13.5 10.5 74.2 c 63.3 c 57.6 c 59.3 c 

14.0 10.0 未 (0%)x 未 (23%) 未 (31%) 未 (21%)

16.0 8.0 未 (0%) 未 (0%) 未 (24%) 未 (0%)

18.0 6.0 未 (0%) 未 (0%) 未 (0%) 未 (0%)

調査個体数 n 29 ~30 29 ~30 23 ~ 30 12 ~ 19 

z自然日長は試験期間中の日の出から日の入りまでの時聞に 30分を加算した 13.4~ 10.9時間である

Y異なるアルファベット文字聞は Tukey-kramerの多重検定により 1%水準で有意差あり

秀芳の力

32.4 a 

32.9 a 
43.2 b 

55.4 c 
未 (21%)

未 (41%)
未 (0%)

20~ 30 

x表中の‘未'は定植 94日後の 11月20日に全個体発膏まで到っていないことを示す. ‘( )'は全個体のうち発菅した割合

を示す

第4表 秋ギク 5品種における暗期中断の時間帯が花芽分化までの展開葉数および発菅に及ぼす影響

暗期中断 Dusk-NB 展開業数(枚)

開始時間 (h) Z 神馬 山陽黄金 雪姫 白粋 秀芳の力

無処理 35.8 aY 41.2 a 35.5 a 42.2 a 32.4 a 

23:00 5.0 69.7b 67.3 bc 61.6 b 65.2 b 57.4 c 

0:00 6.0 67.2 b 65.6 b 60.7 b 64.3 b 57.0 c 

1:00 7.0 67.5 b 63.9 b 58.9b 61.3 b 57.6 c 
2:00 8.0 未 (20%)x 67.6 bc 59.6 b 64.3 b 58.0 cd 

3:00 9.0 未 (0%) 84.8 d 66.3 c 77.3c 60.7 d 
4:00 10.0 未 (24%) 81.1 d 73.4 c 82.6 d 61.0 d 

5:00 11.0 70.9 b 72.2 c 61.6 b 67.0b 51.3 b 

調査個体数 n 18 ~ 30 20~30 16 ~ 28 9 ~ 21 20~29 

z暗期開始から暗期中断開始までの経過時間，試験期間における暗期開始は 17:32~ 19:00で変化した

陪期中断は 40分とした
Y異なるアルファベット文字聞は Tukey-kramerの多重検定により 1%水準で有意差あり

x表中の‘未'は定植 94日後の 11月20日に全個体発菅まで到っていないことを示す. ‘( )'は全個体のうち発著した割合

を示す

界日長がわかっていれば その品種の花芽分化抑制効果の

高い電照時間帯をある程度推定できる可能性を示唆してい

る. しかしながら，秋ギクの限界暗期長と Dusk-NBmaxを

比較すると，品種によって Dusk-NBmaxに 1時間程度の

差異が生じている.この差が何に起因するかについては，

本試験からは考察することができなかった.

植物は時計機能を内部に持っており，外部の光や温度

などの刺激に同調して概日リズムを形成している(田津，

2009). 光周性と概日リズムについては分子生物学的手法に

より多くの知見が得られている.短日植物では阻伊.chiら

(2013) がキクタニギクを用いて，暗期中断を行うと開花

抑制物質である CsAFTが増加することを示し花成反応

は開花促進物質と開花抑制物質のバランスによって起こる

こと，限界暗期付近の光中断が CsAFTを増加させること

を報告した.

夏秋ギク ‘岩の白扇'と秋ギク ‘雪姫'の試験結果をも

とにした限界日長(暗期長)と Dusk-NBmaxの関係を表す

模式図を第 5図に示した. この図はそれぞれの品種の葉数

が増加する限界日長(暗期長)付近において，暗期中断の

効果が最も高くなることを現している.キクの場合，暗期

における光中断は，おそらく夜明けの光として認識され，

暗期中断により，花芽分化が抑制されるが.その感度が最

も高くなるのが，限界暗期長付近の時間帯であると考えら

れる.

本試験では電照時間帯の試験を自然日長条件で、行った.

この条件下では日の入り時刻が時間の経過とともに変化

し， Dusk-NBも時間の経過とともに変化する.試験の精度

を高めるためには， 自然日長条件下よりも一定した日長条

件下での実施が望ましい.滝本 (1998) は，植物の種類に

より暗期と感じる明るさが異なることを報告している.キ

クにおいても花芽分化抑制に必要な暗期中断の照度が品種

によって異なる(船越， 1989) ことが知られており，著者

らの試験でも夕刻の暗期開始と感じる明るさが夏秋ギク，

秋ギクで異なる結果が得られている(未発表).シェード

などを使用しない栽培条件では，夕刻の漸減する光量に対

して個々の品種の暗期開始と考えられる明るさの解明が今
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連続暗期時間および暗期開始から電照開始までの経過時間

第5図 夏秋ギク‘岩の白扇秋ギク‘雪姫'における限界

暗期と Dusk-NBmaxとの関係を表した模式図

図中のムは雪姫の暗期時間と花芽分化節位，企は雪姫

の精期中断時間帯と花芽分化節位， 0は岩の白扇の暗

期時間と花芽分化節位， eは岩の白扇の暗期中断時間

帯と花芽分化節位を示す

破線は連続陪期時間の変化による花芽分化節位の変化

を，実線は暗期開始から電照開始までの経過時間と花
芽分化節位の変化について示す

岩の白扇と雪姫の花芽分化節位は異なるため，最高花

芽分化節位を 100とした時の相対値を示した

後の課題である.また本試験は暗期中断用光源として赤色

/遠赤色比の高い蛍光灯を利用した.キクにおける花芽

分化を制御する赤色光の受容体はフィトクロム Bである

(Higuchiら， 2013) と考えられているが，遠赤色光によ

り花芽分化抑制効果が高くなる品種もある(白山・永吉，

2013;久松， 2014)ため，遠赤色光の比率が高い光源では

結果が異なる可能性も考えられる.

夏秋ギク 8月開花および秋ギク 12月開花における最適な

電照時間帯

夏秋ギク 5品種を用いた 8月開花における電照効果の高

い電照開始時間は 2:00~ 3:00であった.一方，秋ギク 5

品種を用いた 12月開花における電照効果の高い電照開始

時間は 3:00~ 4:00であった.これまで暗期中断は暗期の

中心が効果が高いとされ， 22:00 ~ 2:00前後での電照が一

般的であったが，本試験の結果から，暗期の中心よりも後

夜半が電照効果が高いことが明らかになった.限界白長(暗

期長)が 15(9) ~ 16 (8) 時間の夏秋ギクでは，暗期開

始から電照効果の高い時閉までの時聞は，電照時間 1時聞

を加えると 6.5~ 8.5時間であり，この時間帯は，午前 2

~4 時の時間帯となる.また，限界日長(暗期長)が 13 (11) 

~ 13.5 (10.5)時間の秋ギクでは，暗期開始から電照効果

の高い時間までの時聞は，電照時間 40 分を加えると 9~

10.5 時間であり，午前 3~5 時の時間帯となる.夏秋ギク

と秋ギクでは限界日長(暗期長)が異なり，暗期開始から

電照効果の高い時間までの経過時間 (Dusk-NBmax) も異

なるが，自然日長下における電照時間帯で考えると同じよ

うな時間帯になるのは，それぞれの作期の暗期開始時刻の

季節変動に起因する

本試験は夏秋ギクの場合 1時間電照で，秋ギクの場合

40分電照で試験を行ったが，現場では十分な花芽分化抑

制効果を得るために， 3 ~ 5時間の電照を行うことが一般

的である.電照の時間帯が限界日長(暗期)よりも後にな

ると花芽分化抑制効果は急激に低下する(白山・郡山，

2013)ため，電照時聞を長くする場合は，限界日長(暗期長)

付近を起点として，それより早い時間帯に電照時聞を延ば

すことが望ましいと考えられる.

摘要

夏秋ギク 5品種および秋ギク 5品種を用いて，それぞれ

の品種の限界日長と効果の高い暗期中断時間帯の関係に

ついて調査した.夏秋ギク‘フローラル優香'，‘岩の白扇

‘サザ、ングレープ¥ ‘サザンチェルシー'および‘サザン

ペガサス'の 8月開花における限界日長(暗期長)は， 15 (9) 

~ 16 (8)時間で，暗期開始 (Dusk)から花芽分化抑制効

果の高い時間 (NBmax) までの時間 (Dusk-NBmax) は，

電照時間 1時聞を加えると 6.5~ 8.5時間であった.一方，

秋ギク ‘神馬'， ‘山陽黄金¥ ‘雪姫¥ ‘白粋'および‘秀

芳の力'の 12月開花における限界日長(暗期長)は， 5 

品種ともに 13(11)時間で，秋ギク 5品種の Dusk-NBmaxは，

電照時間 40分を加えると概ね 9~ 10.5時間であった.秋

ギクに比較して限界暗期長の短い夏秩ギクは Dusk-NBmax

も秋ギクに比較して短かった. これらの結果は，各品種の

Dusk-NBmaxはそれぞれの限界暗期の長さと連動しており，

限界暗期長付近の暗期中断が最も花芽分化に影響を及ぼし

ていることを示し，個々の品種の限界日長が確認できれば，

効果の高い電照時間帯を推定できる可能性を示唆する.
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